
＜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。

PRESS RELEASE

第93号
2019.4.22

Japan creation space monova （モノヴァ）は、モノづくりの情報発信をするショールームです。

日本各地のモノづくり企業、ギャラリースペースでライフスタイル提案型の企画展を開催しております。
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＜現在開催中の展示会＞blue 2@tokushimaとくしま×デザイナー展

資料
添付

GWのスタート3日間でお送りする元気なイベント。

多様なライフスタイルの実践者との交わりが

あなたの五感を刺激します。

年度 常設スペース

新規参加メーカーのご紹介

2019年度から新たに5社のメーカーが加わりました。

次世代に繋いでいきたい日本の文化や

新たなスタンダードとなり得るものづくりを、ぜひご覧くださ

い。

資料
添付

青森県の電気工事会社が提案する

新しい青森の伝統工芸のカタチ。

東京初お披露目となる「津軽の燈(あかり)LAB」を紹介します。

会場：OZONE3F「パークタワーホール」ほか

資料
添付

～初めての方でも刺しやすい、こぎんざしの小物制作～
近頃ブームのこぎんざしを体験してみませんか？

こぎんざしの先生がレクチャーするので、初めての方でも安心です。

刺しやすいコースターとしおりのキットをご用意しています。

小学生以上のお子様の参加が可能です。
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新規出展メーカーのご紹介
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2019年度から新たに5社のメーカーが加わりました。
次世代に繋いでいきたい日本の文化や、新たなスタンダードとなり得るものづくりを、ぜひご覧ください

地域産業や工芸にこだわった、上質なハンドメイドの道具

東京・日本橋を創業の地とする老舗手芸道具メーカー

（株）KAWAGUCHIが、長年培った経験や技術をもとに新たに手掛

ける上質なハンドメイドの道具ブランド「Cohana」。

日本全国各地域に根付く産業や工芸の技術を取り入れ、素材や

技術にこだわりました。

機能性とデザイン性を兼ね備えたハンドメイドの道具。贈り物、イ

ンテリアとしても、いつまでもご愛用いただける道具です。

https://cohana.style/shop/index.php

使いやすさにこだわったデザイン設計

2008 年、デザイン・プロデュースを担当する兄が、製造を担当す

る弟と共に設立。社名は、設立当初ヴィンテージジーンズやパッ

チ素材を小物として“リバイバル” していたことに由来しています。

元船舶設計士である兄がCAD で設計し、幾度となくプロトタイプ

を製作し、辿り着いた製品群。使いやすさを優先したプロダクトは、

新たな機能と独特のフォルムを成形しています。

https://www.vrp-jp.com/about/

薄板板金の技術とハンドメイドから生まれたジュエリーブランド

創業以来60年。培ってきた金属加工技術と女性の感性をコラボし、

薄いステンレスの板に細やかな加工を施してステンレスフラワー

ジュエリーを製作しています。

Stain(汚れ)less(ない)の名の通り清潔な金属を素材とし、永遠性

をアピール。ブランド名「BLOSSO」は「blossom」（咲く）の最後

の”m”を取ることで（咲き続ける）と意味を持たせた造語です。

http://www.blosso.tokyo/
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2019年度から新たに5社のメーカーが加わりました。
次世代に繋いでいきたい日本の文化や、新たなスタンダードとなり得るものづくりを、ぜひご覧ください

老舗メーカーが手掛ける、気持ちいいやすり

やすりシェア95％を誇る広島県仁方で、126年の歴史を持つ老舗

メーカーのワタオカは、鍛冶職人が大阪から持ち帰った技術で生

産をはじめ、のこぎりの刃の研磨や、工場の金属加工で使われる

プロ専用の一流やすりを作り続け、選ばれてきました。今ではヘ

ルスケア用品や動物用のコミュニケーションブラシなど、その伝

統技術を活かした新たな製品がヒットを生み出しています。

https://www.wataoka.co.jp/

九谷焼の新たな使い方を提案

石川県能美市は、江戸時代初期の1655(明暦元)年頃から生産が

はじまったという歴史ある焼き物「九谷焼」の産地です。KUTANI  

STYLE（クタニスタイル）は能美市商工会九谷部会に所属する有

志が立ち上げたグループで、色鮮やかな九谷焼を器だけにこだ

わらず、陶板やインテリアなど生活様式の中に広く取り入れ、日

本の伝統美を感じてもらえるよう新たな提案を行っています。

・株式会社アスカム（静岡県）

・天池合繊株式会社（石川県）

・Cohana/株式会社KAWAGUCHI（東京都）

・育児工房/株式会社オオサカヤ（愛知県）

・有限会社萩陶苑（山口県）

・有限会社大橋量器（岐阜県）

・九州物産株式会社（福岡県）

・株式会社絹や（徳島県）

・丸中株式会社（群馬県）

・ブナコ株式会社（青森県）

・ヘルメット潜水株式会社（大分県）

・MADNESS/株式会社フタバモデル製作所（岐阜県）

・OLSIA/株式会社丹後（愛媛県）

・株式会社山口久乗（富山県）

・山崎金属工業株式会社（新潟県）

・株式会社山下工芸（大分県）

・レイゾン株式会社（京都府）

・ルボア株式会社（香川県）

・株式会社サカモト（埼玉県）

・KUTANI STYLE（石川県）

・株式会社セラミック・ジャパン（愛知県）

・ヴィンテージリバイバルプロダクションズ（香川県）

・the BLOSSO/株式会社ミューテック35（東京都）

・南国屋/丸安洋傘株式会社（大阪府）

・株式会社 ワタオカ（広島県）

・有限会社野々山籐屋（愛知県）

・株式会社中村製作所（広島県）
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青森県の電気工事会社が提案する新しい青森の伝統工芸のカタチ。
東京初お披露目となる「津軽の燈(あかり)LAB」を紹介します。

津軽の伝統工芸と燈 展

－開催概要－ 津軽の伝統工芸と燈 展

会 期 ： 2019年4月25日（木）～2019年5月20日（月）

10：30 - 19：00 /最終日は17：00迄 水曜定休、5/21(火)は臨時休館

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：津軽の電気
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【津軽燈(あかり) ＬＡＢ 概要】

弘前の電気工事会社「津軽の電気」の新ブランド。今までなかった青森の伝統工芸の

照明器具や小物を提案、販売、施工。青森だけにこだわらず、全国展開、世界進出を

目指し、モノつくりの提案を行う。https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/

【展示内容】

こぎん刺しピアス・イヤリング

津軽地方に300年前から伝わる伝統的な刺繍「こぎん刺し」をアクセサリーに仕上げま

した。津軽の名産であるリンゴに見立てた巻き玉がアクセントになっています。

「津軽燈 (あかり) ＬＡＢ」は青森県弘前市の電気工事会社である「津軽の電気」が2019

年春に立ち上げたばかりの新ブランドです。津軽の伝統的工芸品である、「津軽塗」・

「あけび細工」・「こぎん刺し」を現代のインテリアに取り入れ、新たな青森のモノつくりを

提案しています。全国展開を目指した第１歩として、今回の展示会ではオリジナル照明

器具やアクセサリーといった様々なアイテムを展示します。きっと気に入った作品が見

つかると思いますので、ぜひご高覧くださいませ。

津軽塗スイッチコンセントプレート

あけび細工のランプシェード

こぎん刺しピアス・イヤリング

津軽塗スイッチコンセントプレート

500枚以上売り上げた、津軽の電気の代表製品。塗の作業は1枚1枚手作業で行って

おり、48の工程を経て出来上がる津軽塗の柄は、一つとして同じものはありません。玄

関やリビングのスイッチコンセントを取り替えることで、簡単にお部屋の雰囲気をガラリ

と変えることができます。

あけび細工のランプシェード

灯りを灯すと編み目の隙間からもれる光が幻想的な、新感覚のランプシェードです 。

あかり

【こぎん刺しのワークショップ】 コースターまたは栞製作

5月18日(土)・19日(日)／①11：00～ ②14：00～（各日2回開催・約60～90分）

定員：各回6名 料金：1,500円（※要予約 taketoshi19710122＠gmail.comまで）
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GWのスタート3日間でお送りする元気なイベント。
多様なライフスタイルの実践者との交わりがあなたの五感を刺激します。

からだにいいことライフスタイルフェスティバル2019

－開催概要－ からだにいいことライフスタイルフェスティバル2019

会 期 ： 2019年4月28日（日）～4月30日（火・休）

4 月28 日 （日） 12：30〜18：00

4 月29 日（月・祝） 10：30〜18：00

4 月30 日（火・休） 10：30〜17：00

入 場 料 ： 一般（当日）1,500 円（税込）/事前申込1,000 円(税込)

CLUB OZONE会員：1,000円（税込）

※CLUB OZONEへの入会は当日OZONE館内でも承ります。

会 場 ： リビングデザインセンターOZONE

3F パークタワーホール、6F ロードサイドスクエア）

主 催 ： 一般社団法人まちかど健康づくりネットワーク

共 催 ： 「月刊からだにいいこと」編集部、リビングデザインセンターOZONE
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多忙な都市生活者のための、 健康的なライフスタイルの集中講座を、ゴールデン

ウィークのひとときに、一緒に学びませんか？

話題のカリスマトレーナーAYAさんをはじめ、管理栄養士の麻生れいみさん、さらに

は、ヴィーガンライフスタイルの若き伝道師・LINAも日替わりで登場！！

また、見るだけで！聴くだけで！元気をもらえるプログラムとして、都内屈指の高校

生ダンスチーム、笑いを科学するドクター、ダブルダッチの世界一チーム、地元新宿

の高校生音楽家たち・・・。など、多様なライフスタイルの実践者との交わりがあなた

の五感を刺激する 3日間です。

糖質オフ生活の劇的効果
管理栄養士 麻生れいみさん

「からだにいいことライフスタイル フェスティバル2019」公式サイト

http://www.karakoto.com/lifestyle/ 

【イベント概要】

・最新＆すぐに役立つ＆元気になれる！多彩なステージプログラム

・医療従事者による！からだのケンサ体験パーク

・最新の健康商品に会える！協賛企業・団体ブース

・からだにいいランチ販売

・抽選でモラエル！素敵な商品群（6階コーナーにて）

体型管理続ける方法教えて！トークライブ
クロスフィットトレーナー AYAさん

ヴィーガン・ライフスタイルのススメ
モデル LINAさん

mailto:mori@monova-web.jp
http://www.monova-web.jp/

