
＜お問合せ＞ Japan creation space monova 担当：岩下
tel：03-6279-0688 mail：info@monova-web.jp WEB : https://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。

多彩な技術を活かし活躍する、日本各地のモノづくり企業の最新情報をお届けいたします。

Japan creation space monova
開催・活動のご案内
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製品紹介

各社話題の製品紹介資料
添付

4/7（火）より、桂雛の展示が新たに始まりました

（株）アスカム
「オーガニックコットンの
炭のマスク（女性・小顔
用）」
￥1,450円+税

福井県鯖江発の腕時計ブランド「イガッタコレッティ」から待望の
新作が登場。スーツやビジネスシーンに合うスクエアデザイン。
Makuakeで既に106％達成の注目製品です。【（株）サンユー】

素材にこだわったマスク資料
添付

【新規】桂雛ー小佐畑人形店（茨城県）

新規出展メーカー紹介【追加情報有】

「Makuake」プロジェクト資料
添付

■炭の効果で消臭・調湿。女性用サイズが新登場！

■フィット感抜群！水着素材のマスクが新発売！

ヘルメット潜水（株）の
「クロッツマスク」（2枚入）
￥728+税

鯖江発！眼鏡と漆、伝統の技を継承する
バングルウォッチ【時伝】-Tokidute-

■Cohana 春限定「SAKURA」 ■BUNACO新作ランプ

資料
添付

■VRP「縦づかい財布」一般販売開始
Makuake1300%達成の注目の品

2020年度は新規出展の5社を迎えてご紹介してまいります

（第104号に掲載・追加情報有）

天野漆器株式会社

【漆器/富山県】

津軽燈LAB

【津軽塗・こぎん刺し/青森県】

株式会社トーマ

【木製家具/奈良県】

株式会社サンユー

【漆器/福井県】

http://monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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【株式会社サンユー】漆器産地、鯖江市河和田
地区に昭和57年に漆器製造メーカーとして
創業。近年は漆塗りと眼鏡製造の技術を組み
合わせた製品提案に力を入れ、自社ブランド
「IGATTA COLLETTI（イガッタコレッティ）」を
立ち上げた。https://san-you.jp/

素材にこだわったマスク

「オーガニックコットン 炭のマスク
（女性・小顔用）」 アジャスター無し ￥1,450 + 税

「クロッツ マスク」 （2枚入り）
¥728 + 税

株式会社アスカムが提案するのは、木材とセラミックスを混ぜた独自開発

の「セラミック炭」を繊維に練りこみ、消臭効果と調湿効果を持った炭のマ

スクです。オーガニックコットンで肌当たりも抜群。ロングセラーのこのマス

クに、今回耳のゴムを女性用サイズに調整した新サイズが加わりました。

鯖江発！眼鏡と漆、伝統の技を継承する
バングルウォッチ【時伝】-Tokidute-

クラウドファンディング「Makuake」プロジェクトの話題製品

ウィルス対策・花粉対策に欠かせないマスク。
素材の性質を生かした、使い心地抜群のマスクが人気です

ヘルメット潜水株式会社が提案するのは、ウェットスーツの製造

で培った縫製技術を活かし、水着の素材を使用したマスクです。

伸縮性のある生地は顔へのフィット感が抜群で耳も痛くなりにくく

軽い付け心地と速乾性も嬉しい機能です。

福井県鯖江発のライフスタイルブランド「イガッタコレッティ」から、

Sabae Bangle Watch「時伝」（トキヅテ）が新しく誕生しました。

コンセプトは、「時代を超えて伝わる技術」。

塗りの最上級とされる「呂色塗り」の技を採用した「呂色」（ろい

ろ）、茶系の「琥珀」（こはく）と、灰系の「銀地」（ぎんじ）の３色の

文字盤が端正な輝きを放つスクエアタイプの時計。100年以上続

く眼鏡づくりと1500年以上続く越前漆器の技が息づく国内屈指

のものづくりのまち福井県鯖江ならではの逸品に仕上がりまし

た。美しい輝きを持つバングルの組合せを自由に楽しめます。

GRAY WHITE

Makuake
プロジェクトサイト

NEWNEW

http://monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://san-you.jp/
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【BUNACO】青森県弘前市にて1963年に設立した自社ブランドのテーブルウェア、照明、
インテリアグッズを製造する木工製品のメーカー 「英国 Homes&Gardens Classic 
Design Award」や「グッドデザイン賞」など国内外の多くの賞を受賞し、著名な商業施設
などでも採用されています。http://www.bunaco.co.jp/

【Cohana（株式会社KAWAGUCHI）】東京・日本橋を創業の地とする老舗手芸
道具メーカーが、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です。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っています。https://cohana.style/shop/index.php

4月より発売開始の各社製品をご紹介します。

【Cohana SAKURA2020 】

【Vintage Revival Productions】香川県丸亀市のレザープロダクトブランド
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/

【VRP 「縦づかい財布」一般発売開始】

【BUNACOに新作モデル・新カラーが登場しました！】

ダークブラウン

ライトブラウン

ブラック

レッド

この春、Cohanaの人気アイテムに、日本を象徴する「桜」を
イメージした限定商品が発売されました。（全6アイテム）

BL-T1953 ￥30,000+税
Size(mm) : φ235×H353

BL-P1931 ￥24,000+税
Size(mm) : φ200×H150 

BL-P1451 ￥24,000+税
Size(mm) : φ180×H203

BL-P1923 ￥36,000+税
Size(mm) : φ353×H220

テーブルランプ 新作モデル ペンダントランプ 新色

とんぼ玉の待針 さくら
￥1,350+税

南部鉄器の文ちん さくら
￥2,500+税

関の豆ばさみ さくら
￥１,500+税

関の老舗刃物メーカー
が作った切れ味抜群の

豆ばさみ

「とんぼ玉」の技法により
ひとつずつ人の手で作り
出された待針

鋳肌（いはだ）の細やか
な凹凸が特徴的な南部
鉄器の洋裁用文ちん

BL-T195１ ￥15,000+税
Size(mm) : φ122×H225

クラウドファンディング「Makuake」で達成率1300％を達成した
人気製品が、4月から一般発売を開始しました。スマホのように
縦に持つ、新たな使い心地のコンパクト財布です。

（全４色） （左利き仕様有り）

4月の新規取り扱い製品

小ぶりで使いやすいサイズ感になっています。 落ち着いた色味でシックなお部屋にも合わせやすくなっています。

（monova取扱アイテム）

http://monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.bunaco.co.jp/
https://cohana.style/shop/index.php
https://www.vrp-jp.com/about/
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2020年度から新たに5社が加わります。
次世代につな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モノづくりを是非ご覧ください。
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富山県高岡市で受け継がれてきた伝統的工芸品「高岡漆器」は、「青貝塗」

「勇助塗」「彫刻塗」の３つの技法を代表とした華やかな表現が特徴です。

明治25年に創業した天野漆器はその伝統を継承しつつ、ガラスに漆を施すなど

新たな技法を開発し、現代の生活にあった品々を創りだしています。

手仕事を生かしたオーダーメイドへの対応も積極的に行い、その実績は多岐に

渡ります。■ https://www.amanoshikki.com/

株式会社サンユー【漆器/福井県】

福井県鯖江市に漆器製造業者として昭和57年に創業した株式会社サンユー

近年は漆塗りの技術を活かした新たな取り組みとしてライフスタイルブランド

『IGATTA COLLETTI（イガッタコレッティ）』を立ち上げ、アクセサリーなどの

生活雑貨を提案するほか、鯖江が誇るもうひとつの伝統産業「眼鏡」づくりの

技術と自社の漆塗りの技術を組み合わせた腕時計を開発するなど、新たな

モノづくりの挑戦を続けています。■ https://san-you.jp/

津軽燈LAB
【津軽塗、こぎん刺し/青森県】

津軽燈ＬＡＢは、電気工事会社である「津軽の電気」が、「津軽塗」・「こぎん刺

し」・「あけび蔓細工」など、地元津軽の伝統工芸を広めたいという志で2019年

にスタートしたプロジェクトです。津軽塗りを施した照明器具や小物、自社で

特注した糸や生地を使ったこぎん刺し製品など、得意の発想力で伝統工芸を

いまの時代にあった感覚のデザイン・用途にして提案しています。

■ https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/

高岡漆器の伝統を未来へ

鯖江の技術、漆器とメガネフレーム素材を活かした腕時計

これからの津軽をデザインする

http://monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://www.amanoshikki.com/
https://san-you.jp/
https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/
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1927年創業。奈良で90年以上の歴史を持つ、住宅のクローゼット、リビングド

アなどの国内製造を行う家具・建具メーカーです。「技術とアイデアのトーマ」と

評価され、 独自開発の「Vカット工法」ビスを駆使した「V-TISS LIGHT]シリーズ

はどこから見てもねじや穴がなく、板厚わずか8ｍｍのシャープな角をもつ端

正なユニット家具です。長年日本の住宅に寄り添ってきたトーマから、新たな

収納スタイルを提案しています。■http://www.e-toma.com/

＜2020年度常設展示企業一覧（全28社）＞

・株式会社アスカム（静岡県）

・天池合繊株式会社（石川県）

・天野漆器株式会社（富山県）

・育児工房/株式会社オオサカヤ（愛知県）

・OLSIA/株式会社丹後（愛媛県）

・有限会社桂雛（茨城県）

・Cohana/株式会社KAWAGUCHI（東京都）

・株式会社絹や（徳島県）

・九州物産株式会社（福岡県）

・株式会社サンユー（福井県）

・有限会社萩陶苑（山口県）

・株式会社セラミック・ジャパン（愛知県）

・津軽燈LAB（青森県）

・株式会社トーマ（奈良県）

・株式会社中村製作所（広島県）

・南国屋/丸安洋傘株式会社（大阪府）

・有限会社野々山籐屋（愛知県）

・ブナコ株式会社（青森県）

・ヴィンテージリバイバルプロダクションズ（香川県）

・ヘルメット潜水株式会社（大分県）

・丸中株式会社（群馬県）

・MADNESS/株式会社フタバモデル製作所（岐阜県）

・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）

・ルボア株式会社（香川県）

・レイゾン株式会社（京都府）

・株式会社ワタオカ（広島県）

暮らしに寄り添う、新たな木製家具を提案

有限会社桂雛【雛人形／茨城県】
受け継がれる人形作りの奥深さを、
新たなインテリアとして提案する

茨城県が誇る伝統工芸品「桂雛」。現在は三代目となる小佐畑孝雄氏が、初代

から続く伝統工法を守りながら「結城紬」や「西ノ内和紙」など積極的な地元産

品の活用や、希望の生地で衣装を仕立てるオーダー品の制作など、新しい取

り組みで桂雛の継承に力を注ぎます。今回は雛人形のもつ美しさをより身近に

楽しめるものとして、インテリアウォールアート「Kasane frame」も提案します。

作家TATAKAO KOSAHATAの世界観を15ｍｍの厚みに閉じ込めた作品です。

■ http://www.katsurabina.jp/index.html ■ http://takaokosahata.jp/

2020年度から新たに5社が加わります。
次世代につな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モノづくりを是非ご覧ください。

http://monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/

