
＜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96号
2019.7.22

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＞日本の住まい天然素材の敷物・壁紙展

～初めてのクラウドファンディングプロジェクト～

天然素材の籐むしろを多くの人に知ってほしい！ 【野々山籐屋× 】

資料
添付

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。

籐の敷物（＝籐むしろ）を手作りしている愛知県東郷町の野々山籐

屋は、籐ひと筋30年。籐の研究を続け、籐には優れた消臭効果が

あることを実証しました。

プロジェクトでは、天然素材の籐の魅力と、野々山さんの丁寧な手

仕事を広めるため、 「籐の消臭剤」、「オリジナルのトイレマット」を

リターンとしてご紹介させていただいております。

7/27 九州物産株式会社の友添さんによるセミナー

＜ござのある暮らし～古くて新しいGOZA～＞

（1）13：00～13：30 （2）13：45～14：15 （3）14：30～15：00

「日本の住まい天然素材の敷物・壁紙展」では、作り手による

セミナーやワークショップを開催します。

皆様のご来場をお待ちしております。

8/24 有限会社野々山籐屋の野々山さんによるセミナー＆WS

＜籐職人が伝える籐が持つ驚きの消臭効果＞

（1）12：00～12：50 （2）13：00～13：50 参加費500円（税込)

8/3 株式会社サカモトによるセミナー

＜木の壁紙ウッドピールを使った居住空間の提案＞

（1）13：00～13：50（13：20～13：50 個別相談会）

（2）14：00～14：50（14：20～14：50 個別相談会）

野々山籐屋とmonovaがタッグを組み、大手クラウドファンディングサイトである「CAMPFIRE」にてプロジェクトをスタートしました。

籐の消臭剤は半永久的に使え、

トイレマットは40年以上の長寿命。

ぜひ皆様に使っていただきたいです。

応援よろしくお願いします。
こちらのQRコードからどうぞ
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【株式会社アスカム】

静岡県榛原郡にて創業80年の木材機械加工メーカーである横山鐵工株式会社と共に、2000年から静岡県産の間伐材の有効利用と森林保護育

成を目指してセラミック炭の製造・商品化をしています。間伐材から作られるセラミック炭の機能を活かし、自然素材の機能を活かしたオリジナル

商品の開発を行い、人と森に役立つライフスタイルを提案しています。 http://www.ascam.net

世界初！炭で調音＋調湿＋消臭！？

余韻を鑑賞する調音ボックス韻～ HIBIKI ～

オーディオ機器の製造・開発を行う株式会社アスカ（東京都）とセラミック炭の製造を行

う株式会社アスカム（静岡県）。

社名は似ていますが全く別業種の2社が出会ったことで、「音と空気がキレイに変わる」

驚きの機能性を持った調音ボックス「韻 ～ HIBIKI ～」が誕生しました。

【韻（ヒビキ）】

【希望小売価格】・・・2本組…17,600円（税別）

・・・ 6本組…46,800円（税別）

【原材料】・・・中身（4Kセラミックコーティングカーボン）

袋（ポリプロピレン）、外装（紙）

【カラー】・・・ ：ホワイト、ブラウン

【サイズ】・・・：10.5cm*10.5cm*50cm 約750ｇ

【企画・販売】株式会社アスカ 【製造元】株式会社アスカム

セラミックコーティングカーボン（セラミック炭）とは・・・

静岡県産の杉・ヒノキの間伐材を原料に、特殊セラミックス(天然粘土)をコーティングし、

自社開発の炭化装置で高温で焼成しています。2009年には静岡県工業技術研究所と

の共同研究により「イヤなニオイを脱臭して、木やハーブなどの心地いい香りはほとん

ど脱臭しない炭」として特許を取得。（特許4231900号） 2018年11月には静岡県科学技

術振興功労表彰式にて「優秀発明考案者」を受賞した素材です。

韻 ～ HIBIKI ～の特徴

②音の振動を吸収

空気の振動を吸収する穴は、ミリ・ミクロ・マクロサイズの4Kセラミックコーティングカー

ボンの微細空間から構成されており、理想の体積低効率により電磁波も吸収します。

④空気をキレイに

オーディオルームなどの密閉された空間でも、特殊加工されたセラミック炭の調湿・消

臭機能により、空気を爽やかに保ちます。

①余韻を鑑賞する。

音質を悪化させる室内の不要な響きを、低域～中高域まで全帯域にわたり吸収するこ

とで、解像度とSN（信号対雑音比）を飛躍的に向上させ音質を改善します。

③理想の音に合わせてチョイス

床・壁面にタテ・ヨコ自由に簡単に設置でき、場所を選ばないため、室内を広く使え、部

屋に応じて理想的な音響空間を創造できます。置く場所や数を調整することで、部屋と

音響機器の性能を最大限に発揮させることができます。

【韻（HIBIKI）の視聴会を開催します】

2019年9月1日（日） 13：00～14：30 ／ OZONE4F小会議室A ／ 要予約・入場無料

mailto:info@monova-web.jp
http://www.ascam.net/
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【九谷焼の歴史と特徴】

1655年ごろ大聖寺藩領の九谷村（石川県加賀市）で陶石が発見されたことを機に、藩の命により、有田（佐賀県）で窯業技術を学んだ後藤才治郎

が帰藩後に九谷村の地で開窯したのが始まりと言われています。一時は生産が途絶えましたが、江戸時代後期に九谷焼の制作が復活し、明治

時代～昭和時代前期には輸出されるようになり、世界的にも有名になりました。

九谷焼は、鮮やかで力強い絵画的な絵付けがされている陶磁器です。「呉須（ごす）」とよばれる黒色で線描き（骨描き）し、「五彩」とよばれる、赤・

黄・緑・紫・紺青の5色での絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法です。時代や窯ごとに様々な絵付け様式があります。

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す。

色鮮やかな九谷焼ですが、器だけにこだわらず、陶板やインテリアなど、

現代の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。

建築資材としての九谷焼

～日本の「美」をくらしの中へ～

歴史ある伝統工芸品として、国内外を問わず愛されてきた九谷焼。

華やかな色絵の魅力を活かして、最近では建材資材として数多くの

公共施設や商業施設に利用されています。

もちろん、個人のご自宅にも取り入れることも可能です。

色絵翡翠図手洗鉢

色絵吉田屋風手洗鉢

能美市ふるさと交流研修センター さらい

創楽庵（佐藤剛志）

東白雅堂

株式会社シマサキ陶器

mailto:info@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

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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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）

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10月1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
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【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/

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
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