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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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資料
添付

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

「久乗おりん」の音風景10 開催

資料
添付

Vintage Revival Productions

iWear for iPhone 11 ￥9,000 + 税
山崎金属工業株式会社
じょんのびングセレクトセット ￥5,240 + 税~

Rayson株式会社
6月4日 最先端LED照明「FEM」60灯を設置

株式会社山口久乗
会期：7月22日（水）～28日（火） 会場：松屋銀座7階

ブナコ株式会社

BL-P923

価格：￥108,000+税

BL-P1441
価格：￥26,000+税

津軽燈LAB

津軽塗スイッチプレート
価格：￥3,800+税

BL-P1571

価格：￥60,000+税
津軽塗ペンダントランプ

価格：￥38,000+税
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【山崎金属工業株式会社】金属加工が盛んな新潟県燕三条地域でカトラリーを製造する山崎金属工業は、流行に左右されない長期的な視野
に立ったものづくりを目指しています。洗練された美しいデザインは勿論のこと、細部まで磨き上げられたカトラリーの口当たりには多くのファン
がおり、ノーベル賞授賞式の晩餐会にも使用されるなど、その評価は世界中に広がっています。■https://shop.yamazakitableware.jp/

新潟県燕三条のカトラリーメーカーが、自宅で気軽にできる外ご飯のスタイルを提案します。

【新潟からゆったり時間のご提案。お庭やベランダで楽しむ「じょんのびング」】

セレクトセット 「ごっつぉ」
価格：￥5,240 + 税

「ごっつぉ」（ごちそう）を食べるために
揃えた充実したペアセットです。
軽くて収納力が抜群のフォーク・ナイ
フ・スプーンと、ちょっとソースをかける
のにも便利なアイスクリームスプーン。
そして細身の長いハンドルで食材を
ピックアップしやすいヘルシーフォーク
の計５種のカトラリーと、硬くて丈夫な
メラミン樹脂のお皿の組み合わせです。

「じょんのび」とは新潟地方の方言で、「のんびり、ゆったり、くつろぐ」という意味です。山崎金属工業（株）が提案する「じょんの
びング」は、ゆっくりと外出ができないときでも、お庭やベランダで、気軽にキャンピングを楽しんでほしいという発想で生まれまし
た。キャンピングといえば、道具のコンパクトさや丈夫さ、機能性が大切です。じょんのびングシリーズは、収納がしやすく軽いカ
トラリーや、コースターとしても小皿としても使える万能ミニトレイなど、使いやすさを重視した厳選アイテムをそろえており、構え
ることなく楽しむことができます。外出やお家時間の過ごし方が変化しているいま、注目を集めているライフスタイル提案です。

【セット内容（ 各2pcs）】
①ナイフ （201mm） / ステンレススチール（レトロ調仕上げ）
②フォーク （186mm） / ステンレススチール（レトロ調仕上げ）
③スプーン （186mm） / ステンレススチール（レトロ調仕上げ）
④アイスクリームスプーン(130mm) / 18-10ステンレス（鏡面仕上げ）
⑤ヘルシーフォーク(193mm) /18-12ステンレス（鏡面仕上げ）
⑥メラミン取皿黒 (φ160×H32mm） / メラミン樹脂

【セット内容（ ①②③各1pcs、④⑤各2pcs）】
①アイスペール（アイストング付）（900mｌ） / 18-8ステンレス
②ウォーターポット （700mｌ） / 18-8ステンレス
③マドラー(197mm） / 18-8ステンレス
④ビール・ハイボールカップ （口径73×高88mm 360mｌ） / 18-8ステンレス
（一重構造）
⑤コースター(120×145×11mm) / 18-8ステンレス・コルク

セレクトセット 「はっこい」
価格： ￥12,850 + 税

「はっこい」(つめたい)飲みものを片
手に、ゆったり晩酌を。
アイスペール、ウォーターポットでい
つでも冷たい水割りを楽しめます。
カップは小ぶりなので倒れにくく、頑
丈なので落としても安心です。コー
スターはコルクを取れば、おつまみ
皿としてもちょうど良いサイズです。

※他、商品の単品購入も可能です。
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【 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/

VRPのロングセラー商品iWearに、ファン待望の新モデルが登場しました。

香川県の革製品メーカー「VINTAGE REVIVIAL PRODUCTIONS（ヴィンテージ リバイバル プロダクションズ）が提案する
「iWear(アイウェア）」は、2009年のiWear for iPhone3G発売から約11年愛されている人気商品です。

iWearは、「服のようにジャストサイズで着る」をコンセプトに一枚革を独自の構造により３Dフォルムに仕上げた「iPhoneレザー
ジャケット」です。使うほどにiPhoneや手へフィットしていき、色・艶が大きく変化する、100%植物タンニン鞣し革(イタリア製)を
使用しています。革の質感が手に馴染み、愛着が湧く、他にはないiPhoneケースです。一点物に育てる楽しみをお楽しみ頂け
ます。

価 格：￥9,000 + 税
素 材 ：italian leather（牛革）
サ イ ズ ：W78×H152×D15mm

色 ：black・camel・blue

意匠登録：1390650

※ICカード、磁気干渉防止シールを収納したままのワイヤレス充電は推奨できません。 ※画面
フィルムは縁なしの物をご使用ください。装着するとiPhone端部の カーブを皮革で包む構造で
す。縁ありフィルムを付けてiWearを装着するとフィルム四角に気泡が入る原因となります。

※ iPhone11より本体の背面の、レンズ・フラッシュのブロックベースが大きくなっております。
革の強度の確保・フラップのめくれを防ぐ等の理由で、「差込み式」を採用いたしました。
装着の際には、差込み部をサイドフラップの内側に挿入してから、スナップを留めてください。

iWear 11 装着における注意事項

2020年7月2日より発売開始

iWear 11 (アイウェアイレブン)

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


PRESS RELEASE

4

第108号
2020.07.20

＜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

【 レイゾン株式会社】 Raysonは、「Emotional Device Technology」で新しい価値を創造する、京都発祥の照明デバイスブランドです。電子制
御技術を基盤に、“伝統を重んじながら、革新を続ける” 京都ならではの美学を統合したプロダクトを展開しています。人が持つ自然な感情に
訴えかける光を追及し、日常生活に欠かせない照明を通じ、より和やかで華やぐ暮らしの具現化を考えます。 ■https://www.rayson.kyoto/

横浜ベイサイトマリーナに60灯のFEMが設置されました。

アウトレットモールに隣接した、日本最大級のマリーナの横浜ベイサイドマ
リーナ（神奈川県横浜市）に、RaysonのLED照明「FEM」が導入され、この
6月から一般公開されました。照明の配置や高さをオーダーに併せてカスタ
ムすることで、施設の象徴である海の波を表現し、来訪客を癒しています。

【 】

【FEM】

半世紀にわたり、照明器具の開発・製造に取り組んできた京都の照明機器
メーカーの新たな事業として独立したレイゾン（株）。
「FEM」は、レイゾンが開発した、シーンに合わせて躍動感のある光を演出
できるLED照明です。

得意の照明制御技術のノウハウを活かして、専用アプリでの調光操作を可
能にし、明暗や点滅をいつでも自由に調節することができます。1台のス
マートフォンやタブレットで最大130灯の制御が可能なため、表現の組み合
わせも無限大です。

電球を包む気泡入りのガラスに反射した灯は、水面や木漏れ日のようにや
わらかな輝きを放ち、眺める人の心を落ち付かせてくれます。

高齢者施設などにも納入実績があり、空間にくつろぎと癒しを与える照明
機器として注目を集めています。
1灯からのオーダーが可能で、商業施設から一般住宅まで幅広いコーディ
ネートが可能です。

参考小売価格：親機 ￥38,000+税
：子機 ￥28,000+税

※天井によって価格が変わる場合がございます。

＜直付けタイプ 仕様＞
□外形寸法：（器具）幅 :球72mm、全高:630mm〜1130mmまで調整可能

（フランジ）幅 :φ123mm 高さ:39.5mm

□質量：約0.8Kg (専用連動器具約0.8Kg)

□使用電圧：AC100V~240V

＜埋め込みタイプ仕様＞
□外形寸法：（器具）幅 :球72mm、全高:630mm〜1130mmまで調整可能

（取付板）幅 :φ140mm 高さ:7mm

□質量：約1.3Kg (専用連動器具約1.1Kg)

□使用電圧：AC100V~240V

▼横浜ベイサイトマリーナ
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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

新作「アストロリン」や「優凛シリーズ」など、“おうち時間”を楽しむ音色を紹介します。

【仏具としてだけでなく、癒しの音色で日々の暮らしを豊かにする“おりん”】

第10回目となる展示会『「久乗おりん」音風景』が7月22日（水）から松屋銀座で開催されます。

富山県高岡の地で創業百余年の歴史を誇る、老舗仏具メーカー（株）山口久乗が提案するおりんは、当地の伝統工芸である高
岡銅器の職人技でつくられています。発車音としてJR高岡駅、北陸新幹線・新高岡駅、あいの風とやま鉄道では高岡市内3つの

駅の発車音にも採用され、また小中学校のチャイムにも使用され、その音色は高く評価されています。仏具としてだけでなく様々
なシーンで親しまれる久乗おりん。今回の展示では“おうち時間”を楽しむをテーマに、呼び鈴やリラックスアイテムとしても人気
な「優凛シリーズ」や、数々の賞を受賞した新作「アストロリン」などをご紹介します。

「癒しの音色の秘密」
久乗おりんの音には、「ｆ分の1ゆらぎ」があります。このゆらぎは、波の音、小川のせせらぎ、風にそよぐ木の葉の音など、自然

界に存在する、人が心地よいと感じる音に共通するもので、音の高低や強弱のゆらぎ、その他の複雑なゆらぎが組み合わさって
生まれる、ごく限られたものです。聴く人の脳波にα波の増加が見られ、リラックス効果があると科学的実験で認められています。

【展示会詳細】

『「久乗おりん」音風景１０』
会期：2020年7月22日（水）～28日（火）
会場：松屋銀座 7階デザインコレクションイベントスペース
時間：10：00～20：00

※26日（日）は10：00～19：30まで / 最終日は19：00閉場

（展示予定商品）
【アストロリン】 （写真上）
価格：￥28,000 + 税
本体サイズ：W60× H70× D55 mm

素材：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）

選び抜いた素材と手法で、美しい音色と響きの良さを実現し、全国伝
統的工芸品公募展・日本伝統工芸士会会長賞をはじめ、数々の賞を
受賞しています。「60℃の傾き」を持たせることで、どこを叩いても良
い音が鳴り、誰でも気軽に演奏をすることができるおりんです。

【優凛シリーズ】（写真下）

ドアに取り付けて音を楽しむ「どありん」や、インテリア性が高く、呼び
鈴としても人気の「ことりん」「りんごりん」など、日々の生活に溶け込
み、気軽に癒しの音を楽しめるおりんを展開しています。外出を控え
お家で過ごす時間が増えたいま、家の中でも気分を簡単にリフレッ
シュできるアイテムとして是非お使い頂きたいです。
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【津軽燈LAB】津軽燈ＬＡＢは、「津軽塗」・「こぎん刺し」・「あけび蔓細工」などの地元津軽の伝統工芸品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年に設立した新ブランドです。得意の発想力を活かし、伝統を受け継ぎながらも、時代に合ったデザイン・用途の
オリジナル商品を提案しています。■https://tsugaru-akarilab.jimdofree.com/

津軽塗は、300年以上受け継がれてきた青森県の伝統工芸です。漆を何層にも重ね

て塗り、研ぐという繰り返しで生まれる、個性的で迫力のある模様が特徴です。津軽燈
LABが提案するペンダントランプは、すっきりしたシャープな形と津軽塗の奥ゆかしい

伝統模様が組み合わさり、アクセントとして取り入れやすいデザインです。オリジナル
スイッチパネルと併せたコーディネートもお楽しみください。

青森県の職人が手掛ける、こだわりのペンダントランプをご紹介します。

【手作りならではのやわらかな曲線と、ブナを透過する紅い光で心落ち着く空間に】

【津軽塗の趣ある模様が上質な空間を演出】

BL-P1571

価格：￥60,000+税
サイズ：φ300×H280ｍｍ
規格：Ｅ１７ 60Ｗ相当×1 / コード長1.0ｍ

日本一のブナの木の蓄積量を誇る青森県で、ブナの木を有効活用するために開発されたBUNACO。厚さ1ｍｍに加工した板材

を円形に巻き付け、押し出して成形することで柔らかな曲線を持つ立体に仕上がります。その唯一無二の美しいフォルムデザイ
ンは国内外から注目され、各地の有名ホテルや商業施設などでも採用されています。ブナの木を透過して生まれる落ち着いた
灯は、心をリラックスさせてくれるので、家族が集うダイニングや寝室の照明におすすめです。

【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/

BL-P923

価格：￥108,000+税
サイズ：φ600×H246ｍｍ
規格：Ｅ26 100Ｗ相当×1 / コード長1.5ｍ

BL-P1441

価格：￥26,000+税
サイズ：φ180×H190ｍｍ
規格：Ｅ17 40Ｗ相当×1 / コード長1.0ｍ

津軽塗ペンダントランプ 呂・赤（写真左）
価格：￥38,000+税
サイズ（本体）φ30×H200ｍｍ
規格：Ｅ17 60Ｗ相当×1 / コード長1.5ｍ

津軽塗スイッチプレート 呂・赤（写真右）
価格：￥3,800+税
サイズ（本体）H120×W70ｍｍ
※スイッチのタイプに合わせたバリエーションが有ります
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