
＜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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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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～いつもの食事を特別なひとときに～

アッサー 山崎金属工業株式会社（新潟県）

創業100年の新潟県・燕市のカトラリーメーカー山崎金属工業株式会社の新製品。
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100％秩父産の繭を使い、糸から織りまで手作りで仕上げた

極上のシルクの生地。

日常生活で使える、秩父の新しいテキスタイルを紹介します。

シリアルやお粥、スープ、スクランブルエッグなど多様な食事に対応できるように幅広にデザインさたカトラリー。

慌ただしい朝食の時間を少し楽しみに変えるような愛くるしいフォルムが特徴です。

国内外から注目を集めるBUNACOのランプ。

今回はその成型方法やデザイン、活用シーンなどを解説致します。
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【山崎金属工業株式会社】

金属加工が盛んな新潟県燕三条地域でカトラリーを製造する山崎金属工業は、流行に左右されない長期的な視野に立ったものづくりを目指して

います。洗練された美しいデザインは勿論のこと、細部まで磨き上げられたカトラリーの口当たりには多くのファンがおり、ノーベル賞授賞式の晩

餐会にも使用されるなど、その評価は世界中に広がっています。http://shop.yamazakitableware.jp/

【ASSAR（アッサー）各種】

◆18-8 STAINLESS STEEL（スプーン・フォーク）

◆ミラー仕上（鏡面仕上）

スプーン S／サイズ：140mm／定価：1,296円(税込)

スプーン L／サイズ：165mm／定価：1,620円(税込)

フォーク S／サイズ：140mm／定価：1,296円(税込)

フォーク L／サイズ：165mm／定価：1,620円(税込)

ナイフ（共柄）／サイズ：180mm／定価：1,620円(税込)

※ナイフの素材のみ・・・ステンレス刃物材

毎日持ち歩きたくなるカトラリー

創業100年の新潟県・燕市のカトラリーメーカー山崎金属工業株

式会社の新製品は、1日の食事の中でも「朝食」に着目しました。

忙しい朝は、朝食を摂らなかったり、手軽に済ませてしまったり

とおろそかになりがちですが、朝食を摂ることの意味や大切さを

感じてもらえるような、カトラリーの開発にたどり着きました。

朝は1日の始まりであり、何かに挑戦する意欲を後押しするよう

な存在となれればと、商品名も「ASSAR」に決定。

もちろん、朝食に限らずお使いください。

携帯できるケース付きなので、ランチ時にも重宝します。

RISE & SHINE

シンプルでも飽きのこない、そしてどこか愛くるしく、

どんな食べ物にも使える優れた形状。

シリアルやお粥、スープ、スクランブルエッグなど、多様な食事

に対応できるように幅広にデザインされています。また、食器を

洗う手間を少しでも短縮できるようなフォルムを検討しました。

毎日持ち歩くためにつくられた透明なケースは、

さっと 洗えて、さっと乾く、清潔感と潤いを感じる

シンプルな パッケージで、外出先でも活躍します。

スプーン S スプーン L フォーク S フォーク L ナイフ
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100％秩父産の繭を使い、糸から織りまで手作りで仕上げた極上のシルク布。
日常生活で使える、秩父の新しいテキスタイルを紹介します。

洗えるシルク～進化する秩父太織～展

－開催概要－ 洗えるシルク～進化する秩父太織～展

会 期 ： 2019年6月20日（木）～2019年7月2日（火）

10：30 - 19：00 /最終日は15：00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：Handweaver Magnetic Pole 
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【Handweaver Magnetic Pole 概要】
埼玉県秩父市に2015年創業。石塚工房にて織物を学び、伝統工芸士の資格を所有す
る代表の北村久美子氏と、秩父とスウェーデンで織物を学んだ南麻耶氏、家業の養
蚕農家を継いだ久米悠平氏の若き3名の担い手たちが、地元産の繭を利用し、伝統的
手わざで秩父太織制作に励んでいる。2017年から「洗える絹布」として機能美を追求し
た布や製品を海外に向け発表している。 http://magneticpole.jp/

【展示内容】

CHICHIBU SILK Race Shawl 桐箱入り
贈って嬉しいもらって嬉しいをテーマに 手染め工房『きぬのいえ』とのコラボ企画 後
染めサービスを付けたスペシャルギフトを提案いたします。

Magnetic Pole（マグネティックポール）は、埼玉県秩父市で糸作りから布にするまでを

手仕事で一貫生産している工房です。

現在、国内で生産されているシルク製品のうち、国産繭を使用しているものはわずか

0.3％ と言われていますが、 Magnetic Pole は100％秩父産の繭を使い、秩父の織物

の歴史を現代に活かした布づくりに励んでいます。撚りのない無撚糸を、オリジナルの

ワッフル模様で手織りされた生地の手触りの良さはもちろんのこと、吸水性と強度に優

れ、100%シルクでありながら洗濯することも可能です。使い込むほどに光沢を増し、な

めらかな手触りへと育ちます。

この展示会ではMagnetic Poleで制作している絹布（秩父太織やKAIKO、WAFFLEシ

リーズ）のほか、初の自社製品でありながら『ambiente2019』のTRENDに選ばれた

skin care cloth などを 大切な人へ贈るギフトとして提案いたします。

CHICHIBU SILK SKIN CARE CLOTH 桐箱入り
蛇口から出る40℃〜45℃のお湯で濡らし軽く絞り顔にのせ毛穴を広げてそのまま気に
なるところを優しくこすると、今話題のスチームケアクロスとしてお使いいただけます。

秩父太織とは？
古くから養蚕が盛んな埼玉県の秩父に江戸時代から伝わる伝統織物。養蚕農家が出
荷できない繭（くず繭・玉繭など）を野良着にして織っていたことが起源です。
秩父太織の製法は一時途絶え、幻の織物ともいわれていましたが、戦後、Magnetic 

Pole代表北村久美子氏の師匠・故石塚賢一氏が復興しました。

オリジナルのワッフル生地

北村久美子氏／繭から糸を引く工程

南麻耶氏／製織

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


PRESS RELEASE OZONE 館内企画

4

ブナならではの赤く透過した光、独自の無駄な資源を出さないエコロジーな手法・造形美で
国内外から注目を集めるBUNACOのランプ。今回はその成型方法やデザイン、活用シーンなどを解説致します。

－セミナー概要－
「 BUNACO -ブナの木の照明青森で誕生したブナコを知ろう！-」

開 催 日： 2019年7月13日（土）14日（日）15日（月祝）

時 間： 各回 13：00～13：50 

参 加 費：無料 （持ち物はありません）

定 員：各回6名（※要予約）

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：Japan creation space monova
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BUNACOは、日本一の畜産量を誇る青森県のブナの木を有効活用するために開発さ

れた木工品で、独自の製法で、ひとつひとつ丁寧に手作りされています。建材に向か

ないとされ、活用法が限られていたブナが、どのように照明・インテリアアイテムとして

多くの人に愛されるようになったのか、成型方法や国内外での活用シーンなどをご紹

介致します。monovaはBUNACOの東京ショールームとして、スタンド・ペンダント・フロア

など約20点のランプを取り扱っており、実際にランプをご覧いただきながら是非お楽し

みください。

日本一のブナの畜積量を誇る青森県で
生まれたプロダクト

参加をご希望の方はe-mailまたはお電話、peatixよりお申込みください。

e-mail：info@monova-web.jp / tel：03-6279-0688 / peatix：http://ptix.at/niZ5vE

mailto:mori@monova-web.jp
http://www.monova-web.jp/
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消臭効果のある籐の敷物、国産イ草のござ、天然木の壁紙をご紹介。
日本の暮らしに古くから馴染みのある素材を、より使いやすく選びやすくご提案いたします。

日本の住まい 天然素材の敷物・壁紙展

－開催概要－ 日本の住まい天然素材の敷物・壁紙展

会 期 ： 2019年7月4日（木）～2019年9月3日（火）

10：30 - 19：00 /最終日は15：00迄 水曜定休・ 8/13-16は夏季休業

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：japan creation space monova
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＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当 ： 藤本
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株式会社サカモト / 天然木の壁紙「ウッドピール」
森林文化都市・埼玉県飯能市にある、木製建具メーカー株式会社サカモトが手がける
「ウッドピール」は、独自の技術で木材を極薄のシート状に加工。天然木ならではの安
らぎと高級感のある空間が、建築物を選ばず幅広く実現可能です。展示では全16種類
の材質サンプルをご用意いたします。 eco-sakamoto.co.jp

【展示内容】

GOZA.（九州物産株式会社） / 国産イ草のセミオーダーのござ・その他インテリア
国産イ草を使った新しいインテリアを提案する「GOZA.」は、福岡県柳川市の“花ござ”
メーカー九州物産が手がけるブランドです 。今回は、伝統の花ござならではの多様な
色・織柄から選べるゴザのオーダーを承ります。 goza-studio.com

好きなサイズでオーダーができる籐とござの敷物や、壁紙として気軽に活用ができる

天然木の壁面材。長年日本人の暮らしに寄り添ってきたメーカーが考える、現代の日

本の暮らしに併せたインテリア・建材をご紹介します。籐は調湿効果・消臭効果に優れ、

敷物として使うと部屋全体を消臭したり、触れた部分の湿気を吸い込むため肌あたりも

さらさら気持ちよく、また、ござに使われるイ草の香りにはリラックス効果や集中力を高

める効果があり、馴染みのある爽やかな質感で、この夏に是非注目頂きたいアイテム

です。また、天然木の壁紙「ウッドピール」は本物の木を極薄に加工する特殊技術が活

用され、より簡単に木のある心地の良い空間を実現させます。

有限会社野々山籐屋 / 消臭効果のある天然素材“籐”のオーダーマット
愛知県東郷町の籐専門の会社「野々山籐屋」は、籐の可能性を探る研究を長年続け、
研究機関の協力を得て、 籐が持つ高い消臭効果を実証しました。心地よい肌あたりと
消臭効果で、夏におすすめの籐むしろをお好きなサイズでオーダーできます。
nonoyama-touya.com/

【セミナー開催のおしらせ】

それぞれのメーカーが製品の特長や取り入れ方を紹介します。是非ご参加ください。

＜籐職人が伝える籐が持つ驚きの消臭効果＞ 2019年8月24日（土）

＜ござのある暮らし～古くて新しいGOZA～＞2019年7月27日（土）

＜ウッドピールを使った心地よい居住空間の提案＞2019年8月3日(土）

※詳細情報は近日HPにてお知らせ致します。

有限会社野々山籐屋／籐のオーダーマット

株式会社サカモト／天然木の壁紙「ウッドピール」

GOZA.（九州物産株式会社）／国産イ草を使用したオーダーござ

mailto:mori@monova-web.jp
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創業９２年の奈良の建具メーカーが提案する新しい暮らし方。
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。

暮らしに寄り添う自由な箱家具展

－開催概要－ 暮らしに寄り添う自由な箱家具展

会 期 ： 2019年9月5日（木）～2019年9月17日（火）

10：30 - 19：00 /最終日は15：00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：株式会社トーマ

第95号
2019.6.20

＜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

【展示内容】

V-TISS LIGHTシリーズの各ユニットと、暮らしに合わせたオススメの組み合わせプラン

をご用意しています。

【株式会社トーマ 概要】
1927年創業。奈良で92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

日に至るまでの継続してきた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/

【インテリアライフスタイル東京に出展】 2019年7月17日（水）〜19日（金）

東京ビックサイトで開催されますインテリアライフスタイル展に出展いたしますので、ご来

場の際は是非お立ち寄りください。

株式会社トーマブース・・・ 西ホール１ B−０３

住宅ドアなどを92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、その板を折り曲げて組み立てる技術「Vカット工法」を応用することで

生まれました。

「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、驚きの

薄さと実用性を兼ね備えた端正な収納ボックスのシリーズです。

薄く端正な外観は、置かれる空間のイメージをモダンに引き立てます。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、ネジや穴がないデザインなので縦置き、横置

きだけでなく上向きにして使用してもデザインの品位が崩れません。

配置の自由度を高める天板や脚のオプションパーツに加え、このたび表面素材のバリ

エーションをご紹介できるようになりました。

その時々の暮らし方や生活シーン、好みのテイストに合わせて組み合わせ、より美しく

住まうためのアイデアを是非本展示でご覧ください。

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

