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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。

1

セット販売 ￥8,600+税

資料
添付

DANSHUT (ダンシャット）

Vintage Revival Productions

sliding keys ￥9,000+税
MADNESS

カーボンダルマ ￥15,000+税～

株式会社 サンユー

木枠パーテーション￥4,900 +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。

資料
添付

天女の羽衣 / 天池合繊 株式会社

バンダナ ￥10,500 +税～

津軽工房社 / 津軽燈LAB

こぎん刺し専用麻生地
こぎんドゥエル ￥ 650 +税～

OLSIA / 株式会社 丹後

Premium Cotton ￥1,000 +税〜
CITY ￥600+税〜

株式会社トーマ
VTISS LIGHT ￥60,000+税～
Lemnos / 株式会社タカタレムノス
fun pun clock￥ 7,000+税～

monova 初の地域連携商品がついに登場！

ヘルメット潜水株式会社と丸中株式会社の
共同開発で生まれた、冷却ネックサポーター

×
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消防庁の発表によると、2019年6月～9月の全国における熱中症による救急搬
送人員の数は6万人以上。そのうち約100人が亡くなっており、熱中症は最早誰
しもに迫る大きなリスクです。
そこで、夏の屋外作業などの過酷な暑さを軽減するために開発されたのが
「 DANSHUT」です。本体とカバーの2つで構成されている製品は、本体に水を入
れて冷凍庫で凍らせてから取り出し、カバーを取り付け首に巻いて使います。
本体素材は、ウェットスーツ素材を使用。柔らかくサラッとした感覚で肌の馴染み
も良好に。カバーには遮熱効果の高い生地を使用し、本体の冷却効果の持続化
に貢献しています。酷暑対策として欠かせないアイテムです。

【使い方】

冷却効果は約6時間持続。水を凍らせて何度でも使え、過酷な暑さを軽減します。

※保冷性能試験実施
温度37℃ / 室温70％の状況下で、本体表面の
温度が30℃を超えるまでに6時間以上要した。

DANSHUT(ダンシャット）

monova初の地域連携商品

￥8,600 +税

手順1：キャップを外して
水を入れます。

手順2：冷凍庫で凍らせま
す。

手順3：取り出したら氷を
折り、カバーを取り付けて
首に巻いてください。

700ｍｌ～800ｍｌが適量
です。

写真のように2カ所を折り曲
げます。カバーをつけておく
と形を作りやすいです。

少し溶かしてから首に巻く
と、最初から冷たいです。

素 材：＜本 体＞ クロロプレンゴム・ナイロン・ PET（キャップ:ABS）
：＜カバー＞ ポリエステル100％

サイズ：約490×80×80㎜（1000ml） カラー：青 生産：日本

DANSHUTは、ヘルメット潜水㈱と丸中㈱の共同開発により
生まれた製品です。

【丸中株式会社】 絹織りの産地として有名な群馬
県の桐生市に1936年に創業し、以来、和装・洋装
の商社として生地や製品を供給してきました。 “産
地のハブ”の役割を目指し、2012年より自社ブラン
ド商品の開発・販売を行っています。
http://www.saien-marunaka.com

【ヘルメット潜水株式会社】 ウエットスーツ素材を
扱うヘルメット潜水が開発したCLO’Zの「やわらか
湯たんぽ」シリーズは、柔らかな質感とゆっくりと伝
わる温かさが人を心身共に癒し、全国から絶大な
人気を集めています。http://www.cloz.co.jp

ダンシャット

6月20日（土）発売開始！

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.saien-marunaka.com/
http://www.cloz.co.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/

2020年春夏の新作として発表されたスカーフは、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。5月28日に発売を開始した第1弾に続き、6月18日には第2弾として、首元からヘ
アアクセサリーまで気軽に楽しみやすいバンダナサイズの3作品が追加されます。トレンドのレトロムードと「透け感」
ファッションが一つに表現されていて、楽しめます。

【注目の「透け感」コーディネートにも。トップスには抵抗があり、小物で取り入れたい方におすすめ】

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、アールデコなど芸術と
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バンダナ オリジナルプリント
スタロン フレンチコレクション ロンド
￥12,000+税
サイズ: 700×700mm

素材：ポリエステル 100％

②バンダナ ポリボーダー×プリント
テクノブロック ブルーレッド
￥10,500+税
サイズ: 700×700mm

素材：ポリエステル 100％

③バンダナ ポリボーダー×プリント
テクノブロック ピンクイエロー

￥10,500+税
サイズ: 700×700mm
素材：ポリエステル 100％

2020年6月18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 グッドデザイン・ベスト100、特別賞「未来づくりデザイン賞」
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 グッドデザイン賞（受賞製品：シルクダイナミックグラデーション）

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。その唯一無二の透明
感・光沢・軽やかさは国内外から高く評価され、数々の賞を受賞しているほか、パリ・オペラ座の舞台衣装にも生地が採
用されています。

使いやすいバンダナサイズ。鮮やかな色柄とストラ
イプを組み合わせたアクセントになるモダンなデザ
イン。男性はアスコットタイとしても。

使いやすいバンダナサイズ。鮮やかな色柄とストライ
プを組み合わせたアクセントになるモダンなデザイ
ン。男性はアスコットタイとしても。

鮮やかな花柄を正統派なクラシックスタイルで。カ
ジュアルからシックまで幅広く活用できます。

①

②

③

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://amaike.jp/
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【津軽燈LAB】津軽燈ＬＡＢは、「津軽塗」・「こぎん刺し」・「あけび蔓細工」などの地元津軽の伝統工芸を広めたいという志で、電気工事会社であ
る「津軽の電気」が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時代にあったデザイン・用途にして提案しています。
https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/

北の雪深い農村生活から生まれた津軽こぎん。江戸時代に綿を着ることが許されなかった農民が、麻の生地に保温性と強度を
持たせるために刺繍をしたことから始まりました。長い年月をかけて生まれた模様の数々は、現代でも文化とデザインを楽しめる
ものとして愛され続けています。

最近では、ウイルス対策としてマスクを手作りする人が増えています。マスクにこぎん刺しを施してファッションを楽しむなど、家で
楽しめる趣味としてこぎん刺しの人気が更に高まっています。関東のこぎん刺しファンの要望に応え、本場青森から届いた「津軽
工房社」オリジナル麻生地のカット販売を、 7月1日より monovaで開始します。

お家時間を使った趣味として、ファンが増えている「こぎん刺し」。ご希望サイズでの販売が始まります！

津軽工房社オリジナル こぎん刺し
専用・麻布「こぎんドゥエル」
生成り・えんじ・うぐいす
ももいろ・紺 （全５色）

１０ｃｍ単位で販売
生成り１０ｃｍ×１２５ｃｍ￥650+税

えんじ・うぐいす・ももいろ・紺
１０ｃｍ×１２５ｃｍ￥700 +税

７月１日反物販売開始

ショールーム内の「津軽燈LAB」ブースでは、麻布の他にも30色以上のこぎん刺し用糸や、初心者の方に人気
のある簡単なキットも取り揃えています。

定番色から優しい風合いの新色まで、ご希望の長さで販売します。

青森県弘前市にお店を構えるこぎん刺し専門店「津軽工房社」が提
案する麻生地は、優しい風合いが人気です。オンライン販売を通じて、
全国から注文を多く集めています。

最近では、コングレスと呼ばれる綿100％の生地が多く販売されるよ

うになりましたが、昔ながらの縦長なひし形模様を楽しめる、こぎん
ファンに嬉しい麻100％の生地です。

今回、5月に発売を開始した紺色・ももいろ・うぐいすを加えた全5色
の生地を、10cm単位からオーダーカット販売ができるようになります。
今まで実物を見ることができなかったという方に、朗報です。

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/


PRESS RELEASE

5

第107号
2020.06.19

＜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

【OLSIA / 株式会社丹後】オルシアがご提供するのは、品質とデ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/

90年以上の歴史を持つタオル工場の技術が、極上の肌当たりのタオルを作り上げました。

【今治タオルブランド認定。都会的なカラーリングと軽やかな使い心地】

2020年7月1日発売開始

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（全5色）
素材：綿100%(Superior Pima organic cotton)

OLSIAの一番人気のライン「Premium」をフルオーガニックにリモデル。極

上の肌当たりを実現したラインです。国内にはほとんど流通しないウガン
ダ共和国のオーガニック長綿を使用し、90年以上続くタオル工場ならでは
の技術で絶妙な強度を保ちながら織り上げています。

オーガニックコットンが持つ天然の油分で繊維の状態が正常に保たれるた
め、洗濯しても繊維に弾力性があり肌触りがやさしいのが特徴です。

OLSIA初となる「今治タオルブランド」認定のタオルです。

今治タオル品質基準：吸水性、脱毛率などのタオル特性、染色に対する耐
光、選択、汗、摩擦試験、引張、破裂、寸法変化率、有機物質検査など。

OLSIAらしい軽やかさを表現できるよう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。
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。

バリエーション：
バスタオル 60cm×120cm ￥5,500+ 税
コンパクトバスタオル 43cm×95cm ￥4,000+ 税
フェイスタオル 34cm×85cm ￥3,000+ 税
ハンカチタオル 25cm×25cm ￥1,000+ 税
カラー：シロ、シルバー、スモーク、チーク、モス、ハニー（全6色）
素材：綿100%（ organic cotton ）

【100％オーガニックコットンの超甘撚り糸を使用。しっとり体になじむ極上の肌当たり】

2020年7月1日発売開始

Premium Cotton 

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.tango-imabari.jp/
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【 MADNESS(マドネス)／(株)フタバモデル製作所】創業時、木型製作会社としてスタートした〈フタバモデル製作所〉は、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。そして2015年、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、ＭＡＤＮＥＳＳ〈マドネス〉が〈フタバモデル製作所〉の新ブランドとして誕生。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/

OMOTENASHI SELECTION 2020 受賞商品のご紹介

カーボンダルマ伝統工芸バージョン
（極小、小、中、大） / カーボン招鬼猫

・カーボンダルマ小（写真右）
サイズ：H145mm 重さ：55ｇ 価格：￥60,000+税

・カーボン招鬼猫 （写真左）
サイズ：H195mm 重さ：60ｇ 価格：￥90,000+税

最先端素材「カーボン」と、日本古来より縁起物として愛され続
けられている「ダルマ」・「招き猫」とが融合することで、新たなイ
ンテリアになりました。カーボンは、航空機やレーシングカーな
どのパーツとして使われる、軽くて丈夫な素材です。

『カーボンダルマ』には飛騨春慶塗りに蒔絵が施され、時が経つ
につれて艶と透明度が増していきます。『招鬼猫』にも蒔絵が施
されていて、存在の頼もしさが際立っています。

日本在住外国人が選ぶ、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」商品にノミネート。

【町工場のモノづくり魂・技術と伝統工芸のコラボで生まれた新しいダルマ】

Vintage Revival Productions

sliding keys “cloche”￥9,000+税

カラー：ブラック、ブルー、ライトブルー、レッド、オレンジ（全5色）
サイズ： W71×H128×D15mm

素材（革）：外/マットシュリンク（牛革）・内/ゴート革（山羊革）

スライディングキーズ “クロシェ”は、新感覚のキーケース。鍵を出す

そのスマートな動作と、鍵を束ねるかわいいスマイルリングは、持つ
人の日常に笑顔をもたらしてくれます。スマイルリングには、下向き
はもちろん、水平方向・上向きに持っても鍵がスムーズに取り出せる
という効果があります。設計・試作を繰り返し、各パーツの寸法を細
かく設定することで、持ちやすくシンプルな形状と使いやすさとを両
立させています。5色のビビットなカラー展開は男女ともに人気です。

【 VINTAGE REVIVAL PRODUCTIONS】 2008 年、デザイン・プロデュースを担当する兄が、製造を担当する弟と共に設立。社名は、設立
当初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ます。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/

【ファスナーを下ろすと鍵が出てくる、マジックのような使い心地のキーケース。】

おもてなしセレクションは、「日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めること」を目的に、2015年に創設された
アワードです。使う人を思いやる心から生まれた「こだわりの技」、伝統を継承しながらも現代に向けて改良を重ねる「創意工夫」。こうした活動
を評価された商品が認定されています。

受賞

受賞

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
http://www.madness-carbon.com/
https://www.vrp-jp.com/about/
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【株式会社サンユー】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/

漆器の木地づくりの技術で、新型コロナウィルス感染拡大防止に貢献。

【すっきりとした桐の四方枠で、インテリアとしても心地の良い存在感】

木枠パーテーション

サイズ・価格
幅600ｍｍタイプ （W600×H550×D180） ￥4,900+税
幅500ｍｍタイプ （W500×H550×D180） ￥4,700+税
幅400ｍｍタイプ （W374×H374×D281） ￥4,500+税

素材
パーテーション部分：透明塩ビシート 枠：桐 脚：MDF

（株）サンユーは、福井県鯖江市で長年漆器製造業に携わってきた企画・製造メーカーです。旅館や飲食店を対象として食器を
提供する漆器産地も、この度の新型コロナウィルスの感染拡大で大きな影響を受け、自分たちにできることで少しでも感染拡
大の防止に役立ちたいという思いで、木製品製造のノウハウを生かして飛沫感染防止パーティションを製作しました。軽量で工
具を使わずに簡単に組み立てられます。パーティション下部には50mmのスリット（空間）があり、小物や書類のやりとりもス
ムーズにできます。

【組み立て方】

枠と脚の溝を合わせて、スライドさせて入れてください。

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

【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。■http://www.lemnos.jp/

fun pun clock ふんぷんくろっく

design :土橋 陽子
（S） φ254×d48mm（580g ） 価格：￥7.000+税
（M) サイズ：φ305×D48mm（725g） 価格：￥8,000+税
（L) サイズ：φ354×D48mm（970g） 価格：￥12,000+税
素材：プライウッド、ガラス、ステップセコンド
※置時計、カラーバリエーションも有ります。

長く休校措置が続き、家でも規則正しく過ごすことが意識され始めました。親子
間で学習や遊びのスケジュールを決めて守るなど、時刻を伝え合う機会が増え
ました。

「fun pun clock」 は、まだ時計が読めないお子様でも、時計の仕組みを知りた
くなる知育時計です。名前の由来は、“時”を表わす「1~12」の文字が、60進法
の“分”の読み方となった際に「5ふん(fun)」「10ぷん(pun)」「15ふん(fun)」「20ぷ
ん(pun)」と交互に繰り返される文字盤の工夫。長い針を追うと何分進んだかが
とてもわかりやすくなっています。

お家時間の過ごし方が見直される今、機能的なインテリアに注目が集まっています。

【暮らしに合わせる。自由なカラーコーディネートと収納スペースを楽しむインテリア】

【「時計を読みたい」子供の気持ちを叶える、知育時計】

V-TISS LIGHT CASE Set Plan-E ￥146,000+税

セット内容
・スクエア2連（W392×H784×D295） ￥27,000・・・1点
・スクエア3連（ W392×H784×D295 ） ￥30,000 ・・・1点
・引き出しセット（W374×H374×D281） ￥18,000 ・・・1点
・ハーフ浅型（W392×H196×D130） ￥10,000 ・・・1点
・ハーフ浅型2連（W784×H196×D130） ￥18,000 ・・・2点
・コの字棚板（W374×H192×D252） ￥5,000 ・・・1点
・天板4モジュール幅×1（W1568×H26×D295） ￥20,000 ・・・1点
素材：基材/繊維材（MDF）、アルミ 表面：オレフィン系樹脂化粧シート

外出自粛に伴い、家での滞在時間が増え、テレワークの導入が進みました。そ
の影響から、特に収納家具やデスク、チェアなどの買い替えが増えています。

（株）トーマのV-TISS LIGHTは、392×392㎜の正方形を基本モジュールに全
てのアイテムが設計されています。7種類のボックスユニットと引き出し・脚など
のオプションパーツを組み合わせて、自由な収納スペースが作れます。さらに6

色と豊富なカラーバリエーションで、どのお部屋にも合わせやすいのが魅力。
内装に合わせて素材感をコーディネートするのもおすすめです。

【株式会社トーマ】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 評価されています。 独自開発の「Vカット工法」を駆使した「V-TISS LIGHT」シリーズ は、端正なユニット家具
です。どこから見てもねじや穴がなく、板厚をわずか8ｍｍに抑えたことにより、シャープな角をもつのが特長です。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/

【選べる6種類のカラー】
①ヨーロピアンチェリー柄
②ブラックウォールナット柄
③ホワイトウォールナット柄
④ブラックレザー柄
⑤シャンパンゴールド柄
⑥ベージュ和紙柄

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2017年グッドデザイン賞受賞（日本）
第13回キッズデザイン賞受賞（日本）
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https://www.monova-web.jp/
http://www.lemnos.jp/

