
                                 

＜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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【天池合繊株式会社 概要】 

石川県七尾市に1956年創業。インテリア、スポーツ、産業資材など高付加価値織物の糸加工から

製織工程まで自社一貫で製造開発を行う。 

2006年より世界一軽く薄い「天女の羽衣®」をヨーロッパ有名メゾンへ直接輸出を始め、2009年、自

社製品天女の羽衣スカーフを展開。2010年にはパリオペラ座の舞台衣装に起用される。「技術開

発型」メーカーの基盤を確立し、自社ブランド化を目指す。 http://amaike.jp/ 

天女の羽衣は毛髪の約1/5～1/6程の 

極細ポリエステル繊維を織り上げた 

世界最軽量級の素材です。 

美しい透明感・光沢・軽やかさは、国内外でも

高く評価され多くの賞を受賞しています。 

2018年の秋冬の新作は、チタンコーティングを施した表情豊かなスカーフと 

石/鉱物をテーマにした色彩豊かなプリント柄のスカーフを紹介します。 

【ちりめんスパッタ】…全2色 

ちりめん状の生地にチタンコーティングを施すことで、

凹凸ある輝きに、金属的な光をプラス。2色染の玉

虫効果のある生地で、動くたびに輝きと色の変化が

楽しめます。 

サイズ：45×170cm  

素材：ポリエステル89％、ナイロン11％、チタニウム0.1% 

≪最近の実績・取り組み≫ 
2018年1月、日仏文化交流160周年を祝う複合型文化芸術イベント「ジャポニスム2018」において、

世界的に活躍されているダンサー森山開次さんのパリ公演「GAGAKU伶楽舎×森山開次」 にて

生地を採用いただきました。 

2018年度グッドデザイン賞 受賞しました 

受賞対象は「シルクダイナミックグラデーション」。グラデーションになるように、緯糸にシルクを織り

込んだ生地。ポリエステルからシルクへと素材変化する生地の開発力が評価され受賞しました。 

「シルクダイナミックグラデーション」 

【オリジナルプリント パラサイトメテオリット】 
メテオリットは、石鉄隕石。チェーンを思わせる幾何学状の隕石柄

をスカーフの両端にあしらった重厚感を感じさせる1枚。顔周りを

無地にすることですっきりとした印象に。 

【オリジナルプリント トルマリン】 
あふれる色とりどりの輝きが魅力の

トルマリン。ビビットな色のハーモ

ニーを楽しめる1枚。 

【オリジナルプリント アガット】 
アガットはメノウ。メノウの何層に

もなる豊かな色相をブロック状に

コラージュしたような1枚。 

オリジナルプリント各種サイズ：45×170cm 素材：ポリエステル100％ 
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KITCHIBE Crinkle Candle 

＜株式会社セラミック・ジャパン＞ 

歴史ある焼物の街、愛知県瀬戸市に1973年

に創立。当初から一貫したデザインポリシー

のもと、瀬戸の伝統技術とデザイナーとのコ

ラボレーションによるプロダクトを創出する陶

磁器メーカー。確かな技術と現代にふさわし

いデザインが融合した、実用性と芸術性の

高い製品は様々なデザイン賞を受賞し、

MoMAパーマネントコレクションに選定される

など、国内外で大きな評価を得ている。 

KITCHIBE Crinkle Candle ￥4,800（税別） 
size：φ820×H840㎜ / 内容量：180ｇ / 燃焼時間：約40時間 

株式会社セラミック・ジャパン（愛知県）×株式会社キチベエ(東京都) ×町田ローソク株式会社（埼玉県）の3社のコラボレーション

により誕生した「KITCHIBE Crinkle Candle 」。小松誠氏がデザインした、陶磁器ではあるものの柔かな形状を持つ「new crinkle 

tumbler」と、200年の歴史を持つ信頼の技術で生みだされたオリジナルフレグランス、黒煙が出にくく繊細な香りを表現する100%植

物性原料の国産キャンドルが合わさり、清らかな雰囲気の漂う新たなセンテッドキャンドルが生まれました。 

＜SAKURA＞ ＜WASHI＞ ＜MATCHA＞ ＜YUKI＞ ＜KITCHIBE＞ ＜YUZU＞ 

日本らしい香りを表現した全6種類。無色無臭を基本とし、静かでピュアな香りを尊ぶ、この国の香りの感性を感じます。 

＜町田ローソク株式会社＞ 

1973年、初代町田勢七より、埼玉県北足立

郡伊奈町にローソク製造所を創業。確かな

原料を用いたワックス加工のノウハウにより、

洋ローソクやアロマキャンドル、そしてアロマ

和蝋燭まで、時代に合った多様なキャンドル

を提供。技術の応用により、国産の100％植

物性原料ワックスのキャンドルを製造する希

少なメーカーとなっている。 

＜株式会社キチベエ＞ 

1808年創業の塩野香料からスピンオフし

たフレグランスデザインカンパニー。 

200年の歴史が紡ぎ出す繊細で驚きに満

ちた唯一無二の香りを届ける。オリジナル

ブランド”KITCHIBE”を国内外で展開しな

がら、香りに関するコンサルティングも行

なっている。  
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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  

第88号 
2018.11.20 

＜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88号 
2018.11.20 

＜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。 

≪アカトシロ 玉井氏 アテンド日≫  

11/29（木）、30（金）、12/1（土）、12/2（日）12/9（日）、12/10（月） 

※時間帯は未定。変更する場合がございますので、お越しの際はお問い合わせください。 
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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88号 
2018.11.20 

＜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： Lead to～  

第88号 
2018.11.20 

＜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や展示を開催します。 

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/マヤ暦ライフアドバイザー 

SAYAKA（出口さやか）/カラー＆イメージコンサルタント 

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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水道管がレトロなインテリアに！ 

重厚でインパクトのある家具をお楽しみください。 

Water Pipe Project 展 

－開催概要－ Ｗａｔｅｒ Ｐｉｐｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ 展 

会  期 ： 2019年1月17日（木）～2019年1月29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・ワイ・エンジニアリング株式会社 

第88号 
2018.11.20 

＜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 

【ワイ・エンジニアリング株式会社 概要】                                 

福島県富岡町にて2000年7月に創業。2015年に郡山市に移転。給排水衛生設備、空

調・換気、上下水道工事の施工を中心に事業を展開。専門技術者の集団としてのプラ

イドを持ちながらも「楽しみながら仕事に取り組む」ことをモットーに、その技術を応用し

た新しい提案に力を入れる。http://i-inai.jp/ 

【展示内容】 

卓上ライト / ポールハンガー / ダイニングテーブル / ワインラックなど。 

規格品のほか、セミオーダー・フルオーダーにも対応しています。 

福島県中部に位置する郡山市の水道屋さん「ワイ・エンジニアリング」では、2011年の

大震災以降、さらに忙しく地域の整備にあたっています。しかし水道工事は、どんなに

頑張って綺麗に作っても土のなかで目立たない仕事。いつしか、「もっと広く我々のこ

の仕事を知ってもらい、福島に人に、そして県外の人にも元気を届けていきたい。」との

思いが募ってきました。そこで誕生したのが、「i-inai」（いーない）と地元福島の言葉で

「いいね」を意味する言葉を冠した水道管の家具シリーズです。 

2017年秋にデビューし、東京の大規模見本市で発表したころ、来場した有名百貨店か

ら出品のオファーをもらう事もできました。新聞やテレビでも紹介され、写真投稿サイト

でも大きな反響を得ることに。ついには地元の店舗にも採用が決まり、少しずつ配管の

技術が知られるようになってきています。 

今回、monovaでは人気の照明シリーズのほか、店舗什器として相性がいいハンガー

類をご紹介します。復興への願いを込めて福島を代表する家具になるように。無骨な

デザインに、強い思いが詰まっている福島の家具です。 
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