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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。
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天池合繊 株式会社
天女の羽衣

資料
添付

夏を鮮やかに彩る、STARON社オマージュシリーズ

プリントスカーフ
￥11,000 +税〜

育児工房 / 

株式会社オオサカヤ
ジンベイスーツ

ジンベイスーツ
￥7,500 +税〜

株式会社 山口久乗
どれみアストロリン １３音セット

標準価格 ￥360,000 +税
単品価格 ￥28,000 +税

Lemnos / 株式会社 タカタレムノス

CARVED SE  ￥12,000 +税
芯 SHIN 靴べら ￥18,000 +税

OLSIA / 株式会社 丹後

2couleurs ￥700 +税〜
CITY ￥600+税〜

●ヨガ寝ござマット ￥14,200 +税
●籐むしろ ￥8,200 +税〜

●チャコバード ￥1,280 +税
●Lemonadeペアカップ ￥3,000 +税

●バングルウォッチ ￥28,000 +税
● 弘前ねぷた祭ポチ袋￥300 +税〜

夏のお出かけはもちろん、パジャマにも活躍

ジンベイドレス
￥8,500 +税〜

バンダナ
￥12,500 +税

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。

酷暑向け快適製品をもうすぐお披露目！
monova初めての地域連携商品を開発中です。発表まで、乞うご期待！

近日発表！

資料
添付

mailto:info@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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【育児工房 / 株式会社オオサカヤ】江戸時代から「知多木綿」として綿織物が盛んな愛知県・知多半島。育児工房では、赤ちゃんの「きもちい
い」にこだわり、素材となるガーゼ生地から縫製まで、厳選された国内工場でベビーウェア作りに取り組んでいます。着せ替えしやすく、触れ
ると嬉しくなるやわらかさ。子育てママにも優しい「伝統素材を使った新しいベビーウェア」を提案しています。 https://www.ikuji-kobo.jp

オリジナル素材の知多木綿オーガニック2重織や、麻生地などこだわりの素材に、日本らしさを感じる有松絞りの柄や
市松模様を取り入れて、快適な着心地のジンベイを作りました。夏の花火大会やお部屋着、パジャマにもおすすめです。

【素材と縫製にこだわった、肌に優しいジンベイ】

さらりとした肌触りで涼しく、オーガニック
コットンの優しさが赤ちゃんを包み込み
ます。上下が分かれていて、パンツはゴ
ム紐なので着せ替えも楽に行えます。

品番(赤)331424・(青)331524 ￥8,500+税
サイズ: 80cm / 90cm  素材：二重織ガーゼ
カラー：ピンク/ ブルー 品質：綿100％（オーガニックコットン）

■オーガニックジンベイスーツ
（有松絞り）

有松鳴海絞りは愛知県名古屋市の有松鳴海地方で生産される絞り染めで、江戸時代始め頃から現代に至る400年以上の歴

史を持つ伝統工芸です。農地として向かない土地だったことから、生活の糧を得るため絞り染めに着目し、商品として売り出し
たのが始まりです。やがて東海道を行き来する旅人がお土産にと競って買い求めるようになり、東海道一の名産品となりまし
た。1975年、国の伝統工芸品として認定されています。

■オーガニックジンベイスーツ
（有松絞り）

品番：337524 ￥9,800+税
サイズ: 80cm / 90cm  素材：二重織ガーゼ
カラー：ブルー/グレー/パープル
品質：綿100％（オーガニックコットン）

■オーガニックジンベイドレス
（有松絞り）

品番：337323 ￥8,500+税
サイズ: 50〜70cm  素材：ガーゼ
カラー：グレー/パープル/ブルー
品質：綿100％（オーガニックコットン）

■ジンベイスーツ
（有松絞り）
品番：306824 ￥10,000+税
サイズ: 80cm / 90cm 素材：二重織ガーゼ
カラー：ブラック
品質：綿100％（オーガニックコットン）

伝統工芸【有松鳴海絞り（ありまつなるみしぼり）】

■ジンベイスーツ
品番：334124 ￥7,500+税
サイズ: 80cm / 90cm  

カラー：グレー/ネイビー
品質：麻100％

有松絞り柄シリーズ以外も
取り揃えております。

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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【天池合繊株式会社】合繊の産地である石川県七尾市。1956年創業の天池合繊は、技術開発型の織物メーカーとして世界最薄、最軽量の生
地である「天女の羽衣」を約3年かけて開発しました。糸の細さ、生地の光沢、透明感、美しさは世界中を魅了し、多くの賞を受賞しています。感
動をもたらすものづくりはベテランの職人によって支えられています。http://amaike.jp/

天女の羽衣の新作スカーフは、数々のトップメゾンを魅了してきたSTARON社のファブリック作品をオマージュした、芸
術的なシリーズです。トレンドのボーダー・ストライプ、クラシック花柄、グリッター光沢を上品に取り入れ爽やかな季節に
ぴったり。今回第一弾の発表のほか、6月にもさらにバリエーションを増やしてご提案予定です。

【今年注目の「透け感」ファッションに取り入れたい、空気のように軽やかなスカーフ】

STARON 社について

STARON(スタロン)社は、フランス、サンテティエンヌに高
級高品質のリボン専門の織物会社として1867年に設立。
約1世紀に渡り、アールヌーボー、アールデコなど芸術と
結びついたものづくりで特権的な立場を確立。大胆で優
雅なファブリック作りは多くの大手オートクチュールメゾン
を魅了しました。

①

②

③

①プリント レインボーダー
￥11,000+税
サイズ: 450×1700mm

素材：ポリエステル 100％

②バンダナ ポリボーダー×オリジナルプリント
スタロン フレンチコレクション キャンディ
￥12,500+税
サイズ: 700×700mm

素材：ポリエステル 100％

③極薄ラメダイナミックグラデーション
シルバー×プリント ペタルス
￥34,000+税
サイズ: 700×2000mm

素材：ポリエステル 100％

2020年5月28日より発売開始

天女の羽衣 受賞歴
2013年 第5回「ものづくり大賞」経済産業大臣賞
2014年 グッドデザイン・ベスト100、特別賞「未来づくりデザイン賞」
2015年 The Wonder 500（経済産業省補助事業）商品として認定
2016年 OMOTENASHI SELECTION 2016

2018年 グッドデザイン賞（受賞製品：シルクダイナミックグラデーション）

天女の羽衣は毛髪の約1/5程の極細ポリエステル繊維を織り上げた世界最軽量級の素材です。数々の賞を受賞し国内
外で高く評価されている、美しい透明感・光沢・軽やかさをお楽しみください。

豪華なラメのグラデーション生地に、優美な花柄を
プリントしたエレガントな１枚です。パーティーシー
ンなど特別な装いにおすすめする一枚です。

使いやすいバンダナサイズです。ポリエステルボー
ダーとコロコロとした色柄の重なりを楽しめます。華や
かな仕上がりで、晴れた日につければ気分をより高
めてくれます。

大ヒットしたブルーのレインボーダーの新色です。
精妙に施されたグラデーションが、鮮やかなグリーン
の中に奥行きを生み、上品な風合いです。

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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【株式会社山口久乗】富山県高岡市は鋳物産業で知られる職人の町です。明治40年（1907年）創業の山口久乗は、100年以上の歴史を持つ
神仏具制作・卸のメーカーです。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。http://www.kyujo-orin.com

どれみアストロリン（１３音）

【 13音を揃えた楽器 アストロリン】

どこを鳴らしてもいい音の響く、誰にでも使いやすいおりんを目指して開発した
アストロリン。その小さなボディが放つ音色は、不思議と心を温かくしてくれま
す。13音に調律されたどれみアストロリンは、心地の良い音を楽しむための楽
器として、身近に感じていただきたいおりんです。

「選びぬいた素材と手技」

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び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）

アストロリンのいい音のヒミツ

サイズ: 幅60× 高さ70× 奥行55 mm

おりん：銅合金（パラジウムメッキ）
ベース：真鍮（ダークブロンズ）
留め金：真鍮（金メッキ）

標準価格：360,000円+税
単品価格：28,000+税

受賞歴（アストロリン）
2019年度 全国伝統的工芸品公募展 日本伝統工芸士会会長賞
第88回 東京インターナショナルギフトショー

LIFE×DESIGNアワード ベスト匠の技賞
第57回 富山県発明とくふう展 高岡市長賞
第59回 富山県デザイン展 奨励賞
第40回 富山県伝統的工芸品展 とやま手わざアワード 奨励賞

※↓画像差し替え

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.kyujo-orin.com/
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【株式会社タカタレムノス】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、世界的なデ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、多くの著名なデ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。グッドデザイン賞を多数獲得し、国内外で高い評価を得ています。http://www.lemnos.jp/

2020年３月発売開始

CARVED SE カーヴド エスイー
￥12,000+ 税

design : 寺田 尚樹
サイズ: W330×H480×D60mm（振り竿を含む）
素材：無機質系人造木材、ABS樹脂、ステンレススチール
ゆっくり振り子時計

文字盤から文字を削り取ったような印象を与えるCARVEDシリーズ。完璧なライ
ンの楕円といわれる「スーパー楕円= Super Ellipse」をとりいれました。正方形

と正円のちょうど中間ともいえる「スーパー楕円」の文字盤が、直線的な壁や天
井のラインと曲線的な時計の針の円運動の中間に佇みます。

-Designer’s message-

文字盤から文字を彫刻刀で彫り取ったような印象を与えるこの時計は、グラ
フィックをフォルムとして扱うことを試みています。彫り込まれた文字の落とす
陰影が文字盤に立体感を与え、周囲の光環境に応じて表情を変えます。イン
テリアの装飾に用いられる素材、技術の転用が発想のきっかけでした。

2020年4月新色発売開始

芯 SHIN 靴べら LGY
￥18,000+ 税

靴べらの差し込むスペースと靴べらの隙間を限界まで検討することで、ほぼ垂直
に自立し、かつスムーズに 靴べらを抜き差しすることができます。玄関でも場所を

取る事がないように、できる限りコンパクトにデザインされており、空間に自然に馴
染みます。軽量で膝を曲げずに使用することができるのでストレスのない使い心
地です。4月より新色のLGYを加え、全５色のバリエーションを展開しています。

design: 小林 幹也
サイズ：（全体）w80×h710×d80mm 1,790g

（本体）：w32×h700×d16mm 190g 

（スタンド）：φ80×h95mm 1,600g 

素材：（全体）アルミニウム/（スタンド）シリコーン

受賞暦
・2018年グッドデザイン賞（日本）
・2017年 iFデザイン賞受賞（ドイツ）
・JIDAデザインミュージアムセレクション
Vol.19 選定商品（日本）
・デザイン インテリジェンス アワード（中国）
・Design Intelligence Award 2018 TOP100

【国内デザイナーとのコラボレーション 機能的で美しいライフスタイルアイテム】

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.lemnos.jp/
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【OLSIA / 株式会社丹後】オルシアがご提供するのは、品質とデザイン性の高いリュクスなタオルです。世界最高クラスの技術を誇る愛媛県今
治市の熟練の職人が、長年使い続けられてきた織機で、わが子の成長を見守るように優しく丁寧に織り上げています。タオルが肌に触れるこ
とで日常に幸せな瞬間が訪れるようにと気持ちを込めてつくるタオルは、全国にファンを増やしています。http://www.tango-imabari.jp/

【新サイズ登場 ・ 深みのあるツートンカラーが心と体を優しく包む 2couleurs】

【スーピマオーガニックコットンで柔らかに仕上げた、都会的な色合いを楽しむタオル】

2020年7月上旬発売開始予定

CITY

バリエーション：
バスタオル 60cm×120cm ￥3,500+ 税
フェイスタオル 34cm×85cm ￥1,500+ 税
ハンカチタオル 20cm×20cm ￥600+ 税
カラー：ホワイト・シルバー・ネイビー・アクアブルー・ベージュ・ボルドー
素材：綿100%(Superior Pima organic cotton)

”2couleurs”（ドゥコロール）とは、ツートンという意味のフランス語。

表裏の色が全く同じになるように工夫した、色までを楽しむ大人のためのタオルで
す。バンブーレーヨンとコットンの染色濃度差を利用して、生み出した同色の中に光
沢感のある深みがあり、その2色の色づかいで、テーマである「LOVE」を表現してい
ます。

パイルには、バンブーレーヨンとコットンを織り交ぜてあり、ボリューム感がありなが
らも、さらっと爽快な肌触りです。バンブーレーヨンは吸水性がコットンの約1.7倍も

あり、さらに防臭抗菌効果も兼ね備える糸。それが、タオルの使用感をさらに満足な
ものにしてくれます。

バリエーション：
バスシート 75cm×150cm  ￥7,000+ 税
バスタオル 60cm×120cm  ￥5,500+ 税 【NEW!】
フェイスタオル 40cm×74cm  ￥3,000+ 税
ハンカチタオル 25cm×25cm  ￥1,000+ 税
ハーフハンカチタオル 12.5cm×25cm  ￥700+ 税 【NEW!】

2couleursハーフハンカチタオル

新バスタオル

カラー（全６色）
#01 Mum & Dad,

#02 Tango des deux

#03 jour et nuit

#04 mermaid story

#05 élan & allure

#06 Cozy Beach

素材：バンブーレーヨン40%

コットン60％

優しい使い心地と、穏やかに、そして気分を高める色使いで、
街に溢れるイロトリドリの幸せな日常に寄り添うタオルを目指しました。

OLSIAらしい軽やかさを表現するためにパイルに使用した糸は、スーピマ

オーガニックコットン。スーピマオーガニックコットンとは、アメリカのスーピマ
協会が認めた綿で、繊維長が35mm以上ある高級綿（Superior Pima）のこ

とを言います。アメリカ綿の中でも特に優れた品質を誇り、生産できる農家も
限られている希少価値が高いこのコットンを使い、CITY独自の柔らかさと軽
やかさを表現しています。
持った瞬間にはまず、その軽さと柔らかさに驚きを感じられます。
世界最高クラスの技術を誇る自社熟練の職人だからこそ出せる質感です。

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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【有限会社 野々山籐屋】愛知県東郷町にて籐職人の野々
山夫妻2人で営む籐専門の会社です。籐の可能性を長年
探り続けて、優れた「消臭効果」があることを発見。敷物の
他にも身近に使える消臭雑貨「ムッシュラタン」なども発表
しています。http://www.nonoyama-touya.com/

【GOZA / 九州物産 株式会社】福岡県柳川市に昭和５７年
会社設立。純国産のイ草を使用し、高級花ござをデパート
を中心に販売しています。最近では、イ草文化の再発見を
テーマに企画から商品開発まで手掛け、国産イ草を使った
インテリア商品の市場創出に力を注いでいます。
https://goza-studio.com/ （shop：https://goza.theshop.jp)

【Kinokoto / 株式会社 アスカム】静岡県榛原郡にて、
1937年創業の歴史ある製材機器メーカーが、国内の間
伐材の有効利用と森林保護育成を目指して2000年に事
業化したアスカム。特許技術のセラミック炭を活かした生
活雑貨や建築資材の開発により、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

野々山籐屋 籐むしろ

調湿・消臭効果に優れた天然素材の「籐」の敷物
は、湿度の高い夏でもさらさらと快適。水で丸洗いが
できていつでも清潔に使え、40年以上長く使える環
境への優しさも注目されています。

福岡県柳川市の伝統産品「花ござ」の技法で織り上
げた純国産イ草を使った、 肌当たりのいいヨガマット
です。ヨガやストレッチなどの運動はもちろん、 夏の
お昼寝でも役立ちます。

GOZA. ヨガ寝ござマット

セラミック炭の優れた消臭・調湿効果でお部屋の空
気を整えます。靴の中にすっぽりと収まるサイズで、
気になる靴周りの湿気対策にも効果的です。定期的
に天日干しすることで繰り返し使うことができます。

Kinokoto チャコバード

monovaでご紹介中の製品から、梅雨・夏に備えて揃えていただきたいおすすめアイテム６点をご紹介いたします。

（S) ￥8,200+税
サイズ(mm) : 400×500

※ ご希望に合わせてサイズオーダーができます。

￥14,200 + 税
サイズ(mm) : 700×1800 ×7 （約1.1kg）
専用キャリーバッグ付き

￥1,280+ 税
サイズ(mm) : 高さ約150

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.nonoyama-touya.com/
https://goza-studio.com/
https://goza.theshop.jp/
http://www.ascam.net/
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＜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

【津軽燈LAB】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」・「あけび蔓細工」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。得意の発想力で伝統工芸をいまの時代にあった感覚のデザイン・用途にして提案して
います。https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/

津軽燈LAB
弘前ねぷたリサイクルポチ袋・長３形封筒

毎年8月1日から開催される弘前の夏祭り「弘前ねぷ

た」。祭り後に捨てられてしまうねぷた絵をもったいな
く思い、再利用を試みた封筒です。ねぷたの鮮やかな
風景を身近に感じられる、ユニークなアイテムです。

メガネに使う素材で作った腕時計。チタンの金具とア
セテートを使ったバンドは、肌に優しく、取り外してバ
ンドを洗うことも可能なので、汗ばむ夏もストレスなく
お使いいただけます。

IGATTACOLETTI バングルウォッチ

Lemonadeはレモンをイメージしたイエローの縁取り

に、海を思わせるブルーグリーンのグラデーション
が夏の陽気さや、さわやかさを感じさせてくれます。
陶器ながらに夏が似合う器です。

萩陶苑 Lemonade ペアカップ

monovaでご紹介中の製品から、夏に備えて揃えていただきたいおすすめアイテム６点をご紹介いたします。

ポチ袋￥300+税 長３形封筒￥500+税
サイズ(mm) : （ポチ袋）120×70 （長３形）240×120

￥28,000+税
サイズ(mm) ※バングルはS・M・Lのスリーサイズです。
（ビッグフェイス） ケース : Φ42 厚さ11 / バングル : Φ68 幅21
（スモールフェイス） ケース : Φ30 厚さ7.5 / バングル : Φ60 幅12

￥3,000+税 （桐箱入り）
サイズ(mm) : （最上部) Φ95  (最下部) Φ50 ・ H100

【有限会社 萩陶苑】約400年の歴史を持つ萩焼。茶の湯
の世界では「一楽、二萩、三唐津」と称されているもの
の、一般の方にも広くその魅力を伝えたいと、伝統的なも
のからモダンなデザインまで、日常で使いやすい萩焼を
幅広く手がけています。http://www.hagiyaki.co.jp

【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（1982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）」を立ち上げました。https://san-you.jp/

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/
http://www.hagiyaki.co.jp/
https://san-you.jp/

