
                                 

＜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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masu café OPEN ! 

岐阜県大垣市は枡の国内生産の約80％のシェアを誇る地域です。

「大垣の枡屋さん」の愛称で親しまれる大橋量器による「masu 

cafe」が2018年秋に大垣市商店街にてオープンしました！ 

木枡の産地である岐阜県大垣市に、枡のカフェ「masu cafe」がオープンしました！ 

新しくオープンしたmasu caféの入口近くの壁面は枡でいっぱ

い！テーブルも、食器も枡でできています。 

これらの内装は、大橋量器のスタッフが手掛けた手作りのカフェで、

枡への愛が伝わってきます。 「もっと多くの人に枡の魅力を知って

ほしい」と、新たな枡の使い方を体験できるカフェです。 

大橋量器は1950年の創業以来、日本の伝統の道具「枡」にこだ

わり、その技術と文化の伝承に努め枡の製造を行ってきました。

近年ではライフスタイルの変化にあわせて、枡の技術を使ったイ

ンテリアグッズや食器などの開発を進めています。また、建材や

内装材としても枡の活用を提案しています。 

【TEL】 
090-9898-5468 

【所在地】 
〒503-0903 

岐阜県大垣市東外側町2丁目9番地 

広瀬第２ビル１Ｆ  

※ＪＲ大垣駅より徒歩6分 

【駐車場】 なし 

※お近くの有料駐車場（大垣市東外側駐車
場等）をご利用ください。 
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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 
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【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～  
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【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 
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【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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