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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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創業92年、奈良の老舗建具メーカーが提案する新しい収納スタイル。
独創的な技術とアイデアによるモノづくりを紹介します。

資料
添付

資料
添付

資料
添付

春から始まる新生活に喜ばれるギフトアイテムを提案いたします。
職人の手仕事が生み出す、端正で機能性の高い品々です。
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籐のトイレマットは半永久の取り換え
いらずの消臭剤です。

探しあてた60°の傾きは、誰もが

いい音を無理なく最良の音を鳴ら
すことができます。（特許申請中）

多くのデザイナーとプロジェクトを組んで手がけたレムノスのデザイン

クロックを、約４０種類ご覧いただけます。
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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で端正な箱家具展

－開催概要－ 暮らしに寄り添う自由な箱家具展

会 期 ： 2020年1月30日（木）～2020年3月31日（火） 10：30-18：30

（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、前回好評をいただいた、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いたします。

テレビ台やパーテンション代わりの棚として、また壁付けなど、お好みの空間づくりにお

役立てください。

【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/

「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。

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。

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、2019年に新たにバリエー

ションを追加した全6種類の表面素材もご紹介します。

【お知らせ】 2020年4月より、monovaショールームで 「V-TISS LIGHT」をご紹介し、常時
オーダー・組み合わせのご相談なども承れるようになります。

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


PRESS RELEASE 受賞製品のご紹介

3

第103号
2020.02.20

＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当 ： 岩下

tel ： 03-6279-0688（10：30-18：30水曜定休） / mail ： info@monova-web.jp / WEB : https://www.monova-web.jp

（製品情報）
【アストロリン15】
本体サイズ：幅50×高さ60×奥行50 mm

標準価格：￥15,000 + 税

【野々山籐屋】
愛知県東郷町で、夫婦2人営む籐専門の会社です。籐むしろを作り始めて
30年。毎日籐に触れながら研究を続け、研究機関（名古屋大学）の協力の
もと籐には優れた消臭効果があることを証明し、籐むしろのほかに、身近
に使える消臭雑貨を発表するなど、籐の可能性を拡げる活動をしています。

籐の持つ消臭効果・吸水性・汚れにくさを活かしたトイレマットです。天然素材の
籐は40年以上も使用ができ、環境性も高く評価されています。

（製品情報）
本体サイズ：幅600×高さ550 価格：￥15,000 + 税
※望遠性能試験の基準に適合した望遠商品です。
消防庁登録者番号 FE-23-0316

「抜群の吸水性」
6畳の籐むしろで、約1.8Ｌの水分を含むことができ、ニオイや湿度をぐんぐん吸
収します。また、速乾性があるのでべとつかず快適な使い心地です。

▲多孔質な籐の断面 ▲吸水実験

【株式会社山口久乗】
鋳物産業で知られる職人の町、富山県高岡市で、明治40年創業の山口久
乗は、100年以上の神仏具制作・卸をしてきました。近年では、おりんの音
色を日常生活でより身近に楽しんでもらおうと、オリジナル商品の開発を
行っています。久乗のおりんにはリラックス効果が認められ、公共の場でも
広く採用されています。

「f分の1のゆらぎ」を含む、心地よい音色が愛される久乗おりん。
アストロリンは、だれでもいい音を鳴らしやすい工夫を取り入れました。

「優れた消臭機能」
野々山籐屋では名古屋大学の協力を得て、籐の消臭効果を実証しました。籐
はアンモニア臭を60分で99％吸着し、すばやく臭いをとります。トイレはもちろん、
臭いの強い発酵食品や、汗、タバコ、においに有効です。

「汚れにくい、天然のシリカ層」
籐の表面には非常に硬いガラス質のシリカ層があり、汚れに強く、汚れても丸
洗いができるのでいつでも清潔です。

籐のもつ機能

【アストロリン18】
本体サイズ：幅60×高さ70×奥行55 mm

標準価格：￥23,000 + 税

撥（マレット）付き
カラー：パールホワイト、ダークブロンズ

「選びぬいた素材と手技」
吟味した材料を響きにこだわって配合し、熟練の技で鋳込み仕上げています。

「探しあてた60°の傾き」
傾きの角度60°は、誰もがいい音を鳴らせるポイントに、撥（マレット）が当たり
やすい角度となり、無理なく最良の音を鳴らすことができます。（特許申請中）

「余韻にこだわったゆるい台座」
おりんをほどよいゆるみを持たせて台座に固定しています。
おりんをしっかり固定すると音の伸びを止めてしまうので、振動をできるだけ伸
ばし、特有の心地よい余韻を長く保つための大事な工夫です。（特許取得済）

いい音のヒミツ
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入学・入社・など、新天地での生活を応援する、

贈り物に人気の持ち運び小物をご紹介します。

丁寧な仕上げ・気配りの利いた使い心地に職人の技が見られるアイテムが揃っています。

全て国内生産にこだわった、上質な
ハンドメイドの道具ブランドCohana。
その中でも特に人気の「関の豆ばさ
み」は、日本有数の刃物の町、岐阜
県関市にある老舗刃物メーカーがて
います。全長約35㎜という小さなが
ら、気持ちの良い切れ味で実用的で
す。
価格： ¥1,350 + 税

革手袋の産地 香川県・東かがわで
培われた、裁断・縫製の高い技術が
生んだ軽量で収容量抜群のレザー
リュック。雨の日も気にせず使える撥
水牛側・防水ファスナー使用です。
13inchのノートPCも入れられ、ビジネ
スシーンにも役立ちます。
価格： ¥30,000 + 税

ジッパーを開けることで、鍵がスライ
ドして出てくる薄型のスライド式キー
ケース。機能と動作の組み合わせが
スマートでお洒落です。ゆとりのある
大きさで、厚みのある鍵にも対応。6
色のカラーバリエーションがあり、男
女ともに人気の製品です。
価格： ￥9,000 + 税

熊野筆と越前蒔絵、２つの伝統がコ
ラボレーションした、奥ゆかしい美し
さを持つ化粧筆です。スライド式に毛
先の長さが変えられ、また蓋つきな
のでいつでも持ち運ぶことができる、
便利な使い心地です。心機一転、新
たなスタートに、メイクや筆を新しくし
てみるのもいいですね。
価格： ¥8,000 + 税〜

ひとつひとつ職人の手作業で作られ
るステンレスジュエリー。
繊細な造形と、金属が生み出す美し
い光沢は、金属なのに活き活きとし
ているような、特別な存在感が感じら
れます。女性向けのブローチ、アク
セサリーのほか、ビジネスシーンでも
使いやすいラペルピンなどもご紹介
しています。
価格： ¥18,000 + 税

世界一薄いオーガンジースカーフ
「天女の羽衣」は、髪の毛の約1/5～
1/6ほどの、ごく細ポリエステル繊維
を織り上げて作ります。空気を纏うよ
うな軽さと艶めきは、他の生地には
ない特別感で、国内外から多く注目
を集めています。
価格：￥11,000 + 税〜
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Lemnos は、1966年に服部時計店工場精工舎（現セイコークロック㈱）との取引を開始し、特選
時計の枠を納入したことから始まりました。1980年後半からオリジナル企画の開発を開始。1989

年に発売した名作「HOLA」により、世界的なデザインクロックブランドとなりました。「時計は、時
を刻むだけでなく、空間をつくりだすための道具でもある」という考えのもと、多くの著名なデザイ
ナーとプロジェクトを組み、数々の名品を発表してきました。グッドデザイン賞を多数獲得し、国内
外で高い評価を得ています。

多くのデザイナーとプロジェクトを組んで手がけ、全て国内生産を行うレムノスのデザインクロック。

2019年12月より、サテライトショールームとしてmonovaで約40種類の壁掛け時計をご紹介中です。

新作時計を中心とした、他店舗では見られないラインナップですので是非一度ご覧ください。

＜一部製品のご紹介＞

Birdhouse Clock / 

ナチュラル（NY16-12 NT）
design: 奈良雄一
W181×H268×D98mm

(1,020g)

プライウッド
音量2段階調整
ライトセンサー機能付
価格： ¥17,000 + 税

THOMSON PAPER / 

ブラウン（NY18-15 BW）
design : 奈良雄一
φ305×d52mm (860g)

プライウッド、紙、ガラス
価格： ¥10,000 + 税

Day To Day Clock /

ブラック（PIL19-16 BK）
design : PINTO

φ298×d46mm (980g)

オーク、ABS樹脂、ガラス
価格： ¥12,000 + 税

Draw wall clock / 

ブラック (KK18-13 BK)

design : 小池和也
φ323×d40mm （820g)

ABS樹脂、ガラス
価格： ¥7,000 + 税

KASUMI /

ベージュ（AWA19-11 BG）
design: AWATSUJIdesign

φ354×d48mm (970g)

プライウッド、ガラス
スイープセコンド
価格： ¥10,000 + 税
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