
                                 

＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当：藤本 
 tel：03-6279-0688   mail：info@monova-web.jp   WEB : http://www.monova-web.jp 

monovaでは各メーカーとの直接のお取り引きをサポートしています。 
ご関心のあるバイヤー・プレス様に出展メーカーをご紹介をしておりますので、気軽にお声掛け下さい。 
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玄米の約3倍、精白米の約20倍の食物繊維を含む、食感が楽しい“はだか麦” 
香川県より全国へ手軽に美味しく食べられるはだか麦の食べ方を紹介します。 

香川・麦ごはんのススメ 展 

－開催概要－ 香川・麦ごはんのススメ 展 

会  期 ： 2018年10月18日（木）～2018年10月30日（火）    

        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 

会  場 ： monova gallery 

場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 

      リビングデザインセンターOZONE 4階 

主  催：讃岐はだか麦本舗 ／ 協力：ザ･コンランショップカフェ 新宿店 
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＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

「讃岐はだか麦本舗」は、より手軽に身近に美味しく国産の大麦を食べてもらおうと、香

川県産はだか麦を使った商品展開をしています。 

はだか麦は産地が限られた希少性の大変高い大麦の一種です。いま、その味と優れ

た栄養価が世界中で見直されはじめています。なかでも「はだか麦」にふくまれる食物

繊維は玄米の3倍、白米の20倍と豊富に含まれており、プチッと弾ける独特の食感と

香ばしさはクセになるおいしさです。  

展示会では、いつものごはんにはだか麦を入れるだけで、美味しく食べられる「はだか

玄麦」をはじめとする麦ごはん用シリーズと、アレンジレシピもご紹介。 

また、はだか麦をポン菓子のようにした大人気のグラノーラに、新作の無糖タイプが登

場しました。全商品のパッケージも一新し、新しい麦食をご紹介します。 

【讃岐はだか麦本舗 概要】                                 

明治２１年創業の香川県の歴史ある精麦会社である株式会社高畑精麦が2014年に

大麦の一種であるはだか麦のPRを目的に立ち上げたブランドです。店主の高畑実代

子さんが、素朴なはだか麦の魅力を活かした手軽に美味しく食べられる麦食の提案を

目指し、日々奮闘しています。 

2017年10月には坂出市の事務所内に直営店がオープンしました。 

http://www.hadakamugi.jp 

【展示内容】 

・讃岐はだか麦本舗 商品紹介…ヌードグラノーラ、玄麦・押麦・丸麦、焼酎裸祭 

・レシピ紹介 

・讃岐はだか麦本舗 活動紹介 

【連動企画】 

展示期間中、3Fの「ザ･コンランショップカフェ 新宿店」にてはだか麦を使ったオリジナ

ルメニューをご賞味いただけます！ 

≪はだか麦セミナー開催≫ 

・10/20（土） ①14：00～ ・10/21（日) ②11：00～ / ③14：00～ （全3回） 

「麦は麦でもはだか麦とは？」という素朴な疑問や質問に、高畑実代子さんが詳しく解

説します。各回定員6名。参加の予約はmonovaの電話・メールで受付します。 
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プロダクトのデザイン・開発をも手掛ける建築家の佐藤宏尚氏。 

素材の魅力を引き出した、シンプルかつユニークなデザインのレザープロダクトを紹介します。 

建築とプロダクトを繋ぐもの 展 

－開催概要－ 建築とプロダクトを繋ぐもの 展 

会  期 ： 2018年11月1日（木）～2018年11月13日（火）    

        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 

会  場 ： monova gallery 

場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 

      リビングデザインセンターOZONE 4階 

主  催： monova ／ 協力：佐藤宏尚建築デザイン事務所 

第87号 
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＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

革でできた柔らかいエンクロージャーのオーディオシステムと独創的な発想のミニマル

な革製品を展開するSYRINX（シュリンクス）。そのプロダクトはクラウドファンディング で

達成率3500％を超えるなど、大きな注目を集めています。この気鋭のブランドを手がけ

るのは、建築家の佐藤宏尚（さとう・ひろたか）です。 

「なぜ建築家がプロダクトをデザインするのか？」 

「共通する発想法は？」 

「相違点、それぞれ目指すもの」 

などの視点からそれぞれ最新作を中心にご紹介します。 

【佐藤宏尚 ／ サトウヒロタカ】                                 

1972 兵庫県加古川市生まれ 

1996 東京大学工学部建築学科卒業 

1998 東京大学大学院修士課程修了、プランテック総合計画事務所入社 

2001 佐藤宏尚建築デザイン事務所設立 

2014 慶應義塾大学大学院 非常勤講師 

2016 SYRINX設立、東京大学・東京大学大学院 特別講師 

佐藤宏尚建築デザイン事務所 ・・・ https://synapse.co.jp 

SYRINX ・・・ https://syrinx.audio 

【これまでの受賞歴】 

＜プロダクト＞ 

ソーシャルプロダクツ・アワード、Asia Design Prize 、おもてなしセレクション（2回）、 

東京ビジネスデザインアワード など 

《包む》名刺入れ 

＜建築＞ 

Asia Design Prize、グッドデザイン賞（6回）、空間デザイン・コンペティション（2回）、

Design for Asia Awards、日本建築学会・北陸建築文化賞、ContractWorld.award 

2010（ドイツ）、日本建築家協会・優秀建築選、JCDデザインアワード（2度）、D&AD 

Award 2008（イギリス）、住宅建築賞 など 

SYRINX AUDIO 

≪講演会開催≫ 11/13（火） 16：00～17：00 ／場所：OZONE5Fセミナールーム 

「建築からプロダクトまで、デザインによるイノベーション」について佐藤氏に講演いただ

きます。参加の予約はmonovaの電話・メールで受付します。 
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創業90年の奈良の建具メーカーが手掛ける美しい収納家具。 

独創的な技術とアイデアによるオンリーワンのものづくりを紹介します。 

驚きの薄さをもつ収納家具 展 

－開催概要－ 驚きの薄さをもつ収納家具 展 

会  期 ： 2018年11月15日（木）～2018年11月27日（火）    

        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 

会  場 ： monova gallery 

場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 

      リビングデザインセンターOZONE 4階 

主  催： monova ／ 協力：株式会社トーマ  
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＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

【株式会社トーマ 概要】                                 

1927年創業。奈良で90年の歴史を持ち、住宅のクローゼット、リビングドアなどを中心

に国内製造を行う家具・建具メーカー。 

木製品加工の生産技術と品質を一変させたVカット工法の開発をはじめ、創業から今

日に至るまでの度重なる技術革新や独創的な製品づくりによって、業界から｢技術とア

イデアのトーマ｣と評価されています。 http://www.e-toma.com/ 

【展示内容】 

V-TISS LIGHTシリーズの各ユニットと、暮らしに合わせたおすすめの組み合わせプ

ランをご用意しております。 

一見たわんでしまいそうな薄い板。 

「V-TISS LIGHT」は、外からは見えないように金属フレームを内包することで、8mmと

いう驚きの薄さと実用性を兼ね備えたユニットシェルフのシリーズです。 

住宅ドアなどを90年にわたり製造してきた株式会社トーマが、板の表面シート1枚だけ

を残してカットし折り曲げる技術「Vカット工法」を応用することで生まれました。 

ネジや連結金具、穴を見せないシンプルな外観は、置かれる空間のイメージを引き立

てます。全てのユニットが、正方形をもとにしたサイズで設計されていることから縦置き、

横置きも自由。その時の暮らしにあった配置に組み合わせや、美しく住まうためのアイ

デアを本展示でご紹介します。 
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愛媛県の家具屋が手掛ける5つの使い方ができる座椅子「ゴイチ」 
お子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで家族みんなに提案します。 

愛媛発・みんなのやさしい座椅子 展 

－開催概要－ 愛媛発・みんなのやさしい座椅子 展 

会  期 ： 2018年11月29日（木）～2018年12月11日（火）    

        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 

会  場 ： monova gallery 

場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 

      リビングデザインセンターOZONE 4階 

主  催：家具屋アカトシロ 

第87号 
2018.10.19 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

【家具屋アカトシロ 概要】                                 

愛媛県伊予市に2014年創業。代表の玉井厚氏が、ある日ふと「自分の作ったものを残

したい」と思い立ち、家具の世界へ進むことを決心。家具の産地である飛騨高山へ移

住し、8年間の修行で技術の習得後、地元・愛媛に帰郷。2014年にオリジナル家具・雑

貨の工房兼店舗をオープン。シンプルで主張しすぎない製品作りを心掛けている。

http://akatoshiro.com/ / 

ゴイチは、「座る」「枕にする」「足を置く」「肘を置く」「うつぶせ」と主に５つの使い方がで

きます。日常の生活で、チョット足りない10ｃｍ程の高さを補える便利な低座椅子です。 

座面には、普段おうちで使っているタオルを、カバーとして巻くことが出来ます。簡単に

取り外しができるので、清潔に保て、好みのタオルでインテリアに変化をつけることも出

来ます。（ 意匠・実用新案登録済） 

気が付いたら使っている、使っていた、と思えるようなシンプルな家具作りを心掛けて

いる愛媛県・伊予市の「家具屋アカトシロ」。 

本展示では、家具屋アカトシロが手掛ける座椅子「ゴイチ」を紹介します。 

オリジナル張地以外に、東京、松山、北欧、などのテキスタイルの企業や作家の生地

で座面を張った「コラボゴイチ」も展開中。今後、いろいろな生地で張ることを考え、デニ

ム・帆布などで試作を繰り返しています。 

「はきつぶしたデニムや古着・着物など、生地を送っていただき、その生地でゴイチを作

る。」というようなリサイクル展開も視野にいれています。 

小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、お使いいただくシーンはさまざま。

プレゼントや自分へのご褒美としてもおすすめ。新築のお祝いなどに喜ばれています。 
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イ草の魅力を再発見！心も体も健康になれるような 

福岡発！国産イ草のインテリアグッズを紹介します 。 

古くて新しい、ござの魅力 展 vol.2 

－開催概要－ 古くて新しい、ござの魅力 

第87号 
2018.10.19 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

【GOZA(九州物産株式会社) 概要】                                 

福岡県柳川市に昭和２４年創業・昭和５７年会社設立。純国産のイ草を使用し、主に

百貨店を中心に“高級花ござ”を販売。海外製品との差別化に注力し、地場産の高

品質イ草を使用したオリジナル商品の開発を進めている。「イ草文化の再発見」を

テーマに、現代のライフスタイルに合わせたインテリア商品の開発を通して市場創出

のため尽力している。 http://goza-studio.com/ 

GOZA（ゴザ）は、福岡県柳川市の“花ござ”メーカーが手がける、2015年にスタートし

たイ草ブランドです。これまでの「ござ＝敷物」という概念を取り除いた、新しいインテリ

ア雑貨の開発を進めています。花ござの技法・伝統のエッセンスを取り入れながらも 

「こんな アイテム があったらいいな…」という想いをカタチにしています。 

【受賞歴】 

「プチたたみ」・・・クールジャパン商品(Challenge Local Cool Japan inパリ)選定  

「縁恵畳」・「あぐら座まくら」・「健康ステップ畳」・「ヨガ寝ござマット」 （健畳シリーズ） 

                ・・・リビング福岡＆福岡デザインアワード 「欲しい！」部門第１位 

「柿渋染め平枕」・・The Wonder 500 認定（2018） 

「栗毬染め中枕＆マット」・「あぐら座まくら」   ・・・熊本県い業生産販売振興協会賞                      

「縁恵畳」・「健康ステップ畳」・「花ござバッグ」・・・熊本県い業生産販売振興協会 入選 

本展示では、国産イ草の品質の良さを生かしたおしゃれで快適なインテリアグッズを紹

介します。また他では真似できない１年中使用できるオールシーズンタイプの商品など

も多数ご用意しておりますのでぜひご覧くださいませ。 

※くらしの工芸展(熊本県伝統工芸館) 

プチたたみ 

縁恵畳 

イ草フラワー 

【来場のご案内】 

一般のお客様はもちろん、建築関係者、デザイナー、バイヤーなどの企業間の取引に

ついてもご案内させていただきます。商業施設や公共施設など広くご利用いただける

商品ラインナップとなっております。 

花ござパッチラグ 
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女性の「自由な仕事スタイル」を応援する「Lead to〜」のメンバーによる展示会。 

クリエイティブに明るく楽しく生きる女性たちの活動を紹介します。 

きらめく女性の美LIFE STYLE展〜market. work shop ＆seminar〜 

－開催概要－ きらめく女性の美LIFE STYLE展〜market. work shop ＆seminar〜 

会  期 ： 2019年1月4日（金）～2019年1月15日（火）    

        10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休 入場無料 

会  場 ： monova gallery 

場  所 ：東京都新宿区西新宿3-7-1 

      リビングデザインセンターOZONE 4階 

主  催： monova ／ 協力：  

第87号 
2018.10.19 

＜お問合せ＞  Japan creation space monova  担当 ： 藤本  

tel ： 03-6279-0688（10：30-19：00 水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : http://www.monova-web.jp 

【Lead to～概要】                                 

２０１７年に設立。クリエイティブに働く女性たちの「自由な仕事スタイル」を応援する
ネットワーク組織。メンバーは、商品販売や教室、講演、執筆などする女性たち。「素敵
な人、モノを繋ぐ」をコンセプトに少人数～50人程度の規模でお客様との距離感を大切
に居心地の良いイベントを定期的に開催している。https://www.leadto-blife.com/ 

【出展者リスト】 期間中、下記のメンバーが日替わりでワークショップを開催します。 

TOMOKO（津島友子）/ヨガインストラクター 

a2ko（あべあつこ）/シルバーアクセサリー作家 

teori gnome（村上雅美）/織物デザイナー 

Raluces（桑直子）/アロマテラピスト 

studio berrymew（宮入美由紀）/アクセサリーデザイナー 

アロマテラピーサロン・メリッサ（溝口有紀）/アロマテラピスト 

Mee-feathers（ヤナギヤマリエ）/アクセサリーデザイナー 

MIKU（秋吉彩也佳）/美エイジングマジシャン 

つながるをたいせつにamie/アクセサリー販売 

Liliyerl（高桑則絵）/スワロフスキーアクセサリーデザイナー 

4Luck（村上優理子）/ナチュラルストーンアクセサリー 

SUN工房（三浦香代）/エッセンシャルオイルスタイリスト 

木下由美/上級食育指導士 

木田景子/マヤ歴ライフアドバイザー 

SAYAKA（出口さやか）/カラーセラピスト・骨格診断士 

さまざまなライフイベントで大きな変化を受けていく女性たち。 

だからこそ女性は色々な働き方があっていい。働き方を選んでいい。 

「常に好きなことを選び、できる形で働く」「自信を持ってポジティブに人生を楽しむ」 

そんなきらめく女性たちの活動を紹介する展示を開催します。 

仕事をするクリエイティブな女性たちの集まりである「Lead to〜」のメンバーが、マー

ケット、ワークショップ、セミナーなど多彩なプログラムで皆さまをお待ちしております。 
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