
＜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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＜現在開催中の展示会＞親子で麦ごはん生活展

伝統を大事にしながらも工夫を積み重ねてきた熊野中村の筆。

肌あたりの良さと機能にもこだわった化粧筆をご紹介します。

資料
添付

資料
添付

玄米の約3倍、精白米の約20倍の食物繊維を含む“はだか麦”

香川県より全国へはだか麦の手軽で美味しい食べ方を紹介します。

資料
添付

≪はだか麦セミナー開催≫

・10/26(土) ①13:00~14:30

・10/27(日) ② 13:00~14:30 全2回

※参加無料各回定員:6名

「麦は麦でもはだか麦とは？」という

素朴な疑問や質問に、讃岐はだか

麦本舗の店主、高畑実代子さんが

詳しく解説します。

ザ・コンランショップカフェ新宿店
とのコラボレーション！

期間中は、OZONE3Fの「ザ・コンランショップカフェ

新宿店」にご協力いただき、はだか麦を使ったオリ
ジナルランチメニューをご賞味いただけます！

VINTAGE REVIVAL  PRODUCTIONS （香川県）より

新しくリリースされたキーケース。

あらゆる形状の鍵に対応しました。

mailto:info@monova-web.jp
http://www.monova-web.jp/
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＜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

【VINTAGE REVIVAL  PRODUCTIONS】

2008 年、デザイン・プロデュースを担当する兄（ 塩田裕基 ）が、製造を担当する弟（ 塩田幸司 ）と共に設立。社名は、設立当初 革と同様に好き

だった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る。

コンセプトは、デザインと機能性を融合したプロダクト。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て辿り着いた製品

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
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product name : Card & keys

color: black・camel・orange

size : H95mm × W65mm × D17mm (上部Dカンを除く)

Dカン H11mm × W17mm

net weight : 49g

spec : アミエットkey plate（スイス製）key hook × 6

card pocket × 1 , Dカン× 1

material : イタリアンレザー(牛革)

price : ¥9,900 (税込)

③本体上部にDカンを装備。

中に入らない車のリモコンキーなどは、Dカンに取り付けることができます。

②背面にカードキーを収納。

背面フラップを展開すると、カードポケットが現れます。

カードキーはもちろん、折りたたんだ予備の紙幣を入れておくことも可能です。

iWearの「一枚革を切込み・折りにより、立体成形する発想」を活かし、大容量

かつコンパクトに仕上げました。

※iWearは、一枚革で包むiPhoneレザーケース(弊社既存商品)です。

①6連のキープレート。

メイン収納は、鍵が多めの方も快適な6連のキープレート。

スイス、アミエット社製の上質なキープレートは、強度にも優れています。

MADE IN JAPAN

mailto:mori@monova-web.jp
http://www.monova-web.jp/
https://www.vrp-jp.com/
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玄米の約3倍、精白米の約20倍の食物繊維を含む、食感が楽しい“はだか麦”
香川県より全国へ手軽に美味しく食べられるはだか麦の食べ方を紹介します。

親子で麦ごはん生活展

－開催概要－ 親子で麦ごはん生活 展

会 期 ： 2019年10月17日（木）～2019年10月29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： 讃岐はだか麦本舗

＜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】

・ 大麦と玄米のごはん【新商品】

玄麦・丸麦・押麦の3種のはだか麦に、山形県産つや姫（特別栽培）の玄米をブレンド。

栄養価も抜群で、それぞれの食感も楽しめます。

・讃岐はだか麦本舗 活動紹介、・アレンジレシピ 紹介

【讃岐はだか麦本舗 概要】
明治21年創業の香川県の歴史ある精麦会社である株式会社高畑精麦が2014年に大
麦の一種であるはだか麦のPRを目的に立ち上げたブランドです。店主の高畑実代子
さんが、素朴なはだか麦の魅力を活かした手軽に美味しく食べられる麦食の提案を目
指し、日々奮闘しています。
2017年10月には坂出市の事務所内に直営店がオープンしました。
http://www.hadakamugi.jp

「讃岐はだか麦本舗」は、より手軽に身近に美味しく国産の大麦を食べてもらおうと、香

川県産はだか麦を使った商品展開をしています。

はだか麦は産地が限られた希少性の大変高い大麦の一種で、玄米の3倍、白米の20

倍もの食物繊維が含まれています。高い栄養価と安全性、美味しさが評価され、3年前

から香川県内の保育所2園では、離乳が完了した12ヶ月以上のこども達のおやつに添

加物不使用の『NUDE GRANOLA プレーン』が採用されています。

この度、レトルトパックになった新商品、『大麦と玄米のごはん』がリリースされました。

忙しい朝にもより手軽に、バランスよく美味しい麦食を取り入れることができます。

小さなお子さまから大人の方まで、ぜひお楽しみください。

≪はだか麦セミナー≫

「麦は麦でもはだか麦とは？」などの素朴な疑問や質問に、讃岐はだか麦本舗の高畑

実代子さんが詳しく解説します。親子での参加、小さなお子様の参加も大歓迎です！

・10/26（土） ・10/27(日) 13：00～（全2回） ※参加無料/各回定員6名。

参加の予約はmonovaの電話・メールで受付します。

大麦と玄米のごはん

裸玄麦

NUDE GRANOLA プレーン
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伝統を大事にしながらも工夫を積み重ねてきた熊野中村の筆。
肌あたりの良さと機能にもこだわった化粧筆をご紹介します。

広島・熊野町化粧筆のシンカ展 vol.2展

－開催概要－ 広島・熊野町 化粧筆のシンカ 展 vol.2

会 期 ： 2019年10月31日（木）～2019年11月12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： 株式会社中村製作所

＜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】

「熊野筆」で知られる広島県熊野町で、伝統の技法を大切にしながら工夫を重ね、使い

手に寄り添った筆づくりに取り組んできた中村製作所。

長年、主要化粧品メーカーブランドでの化粧筆の生産で培われた経験と、独自の技法

を活かし、オリジナルの化粧筆 “LADY N” シリーズを制作しています。

肌に当てた時の感触、お手入れのしやすさ、敏感肌の対応など、「美」への悩みや願い

に応じた化粧筆です。本展示では、大人気のLADY Nシリーズをはじめ、熊野筆の伝統

と、越前蒔絵の伝統がコラボレーションした製品の新作を発表します。

LADY N シリーズ Moe

【株式会社 中村製作所 概要】

広島県熊野町に1953年創業。日本最大の筆の産地である地域とともに筆金具の製造

を開始し、後に金属加工の精密技術と伝統的手法を融合させた筆作りを行う。創造・

表現の道具として使ってくださる方々の立場になって、心地よく使い続けられる信頼性

のある商品作りをすることを大切にしております。

http://www.kumano-nakamura.jp

・蒔絵携帯筆

熊野筆と越前蒔絵、2つの伝統がコラボレーションした人気の携帯に便利な化粧筆。

新たにはなまる（薔薇）と、はなまる（カーネーション）の柄2種がリリースされます。

漆塗りの軸部分は1930年創業の漆器メーカー：山久漆工が手がけます。しっとりと蒔

絵が浮かび上がり、風格ある仕上がりになっています。

・LADY N シリーズ

シリーズによって腰や肌あたりが少しずつ異なり、使う方のニーズに合ったものがきっ

と見つかります。素材の使い分けにより、品質と使い勝手の良さを両立しています。

11/2(土) ～4(月祝)、11/9(土)～10(日)展示会に連動し、イベントを開催します！

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

「Lead to～」とのコラボレーション企画。織物デザイナー、アクセサリーデザイナー

の作品、アロマテラピストお勧めのオイルなどのマーケットとなります。

蒔絵携帯筆/はなまる(薔薇/カーネーション)

蒔絵携帯筆
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CFRP（炭素繊維強化プラスチック）でつくられたダルマや招き猫。
2020年という新たな節目のスタートに現代最高技術の縁起物を提案します。

カーボン賦形師が創る縁起物展

－開催概要－ カーボン賦形師が創る縁起物展

会 期 ： 2019年11月14日（木）～2019年11月26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

協 力： 株式会社フタバモデル製作所

＜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】

・カーボン製フィギュリン、カーボン製雑貨

・フタバモデル製作所 活動紹介

【MADNESS/フタバモデル製作所 概要】

岐阜県・安八郡にある株式会社フタバモデル製作所は、約50年前木型製作会社として

創業。時代とともに金型加工、自動車部品、航空機部品、カーボン部品の試作・量産な

ど事業領域を拡大しアルミ、鉄、チタンなどの金属加工をはじめ、樹脂加工やCFRPの

成形まで、材質を問わず幅広い分野のものづくりを支える設備を取り揃えています。

新ブランドとして誕生したMADNESSでは、カーボン（ＣＦＲＰ）を軸とした独自のモノづく

りに挑戦しています。 http://www.madness-carbon.com/

カーボンダルマ＜伝統工芸Ver.＞

カーボンダルマ＜オリジナルVer.＞

招鬼猫

ジェット機の部品を製造する会社が、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）で造った

MADNESSのカーボンアイテム。 MADNESSは、カーボンの魅力をもっと多くの人々に

伝えたいという想いから、2015年に株式会社フタバモデル製作所（岐阜県）のブランド

として誕生しました。同社の代表であり、高い技術を持つカーボン賦形師である片山

慎太郎氏自ら手掛けるカーボンアイテムは、カーボンの繊維がより美しく見えるように、

形状と作り方にこだわり制作されています。

MADNESSを直訳すると、「狂気の沙汰」、「熱狂する」といった意味になります。

「人々の驚きを超え、感動を与えるモノを作りたい」、「カーボン素材でしかできないモノ

を作りたい」、「カーボンの魅力をもっと知ってほしい！」 という想いがMADNESSにこ

められています。本展では岐阜県の伝統工芸である春慶塗で仕上げたカーボンダル

マをはじめとするMADNESSの製品を一堂に展示します。2020年という新たな節目のス

タートに現代最高技術のカーボン製のダルマ、招き猫を飾ってみませんか？

ふ け い し
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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.3

－開催概要－ 古くて新しい、ござの魅力

会 期 ： 2019年11月28日（木）～2019年12月10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：GOZA(九州物産株式会社)
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＜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。

「今までの常識ではありえない、ござのインテリア雑貨を作りたい」

具体的には、「花ござ」の技法や伝統のエッセンスを取り入れて

「こんなござ(あるいは イ草 アイテムなど)があったらいいな…をカタチにしたい」

という想いがあります。これまでの「敷物」という概念を取り除いて、国産イ草の品質の

良さを生かしたおしゃれなインテリア商品としての価値を提案します。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紹介します。

また、今回熊本県の奨励品種である『涼風』というイ草も展示します。この機会に是非

加工される前のイ草をご覧ください。

【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

※くらしの工芸展(熊本県伝統工芸館)

イ草フラワー
※展示会ではクリスマスやお正月に使えるイ草フラワーを紹介します。

【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。

マリンボーダーござ

ヨガ寝ござマット

mailto:mori@monova-web.jp
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