
＜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

2020.10.20 配信

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。

詳細情報をご希望の方は是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

1
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。

2020年10月22日（木）～12月27日（日）
会場：monova内 特設会場
主催：ルボア株式会社

香川の革小物職人が作るコンパクト財布「Minitto」は、
約半年待ちにもなるほど、いま大注目のアイテムです。
待望の新作を、【monova限定】でお披露目します。

山崎金属工業株式会社

10/1発売 「おでかけSWAN」
¥2,273+ 税

電車の吊り革・ドアの開閉など
日々の接触不安を解消します。

Cohana/株式会社KAWAGUCHI

10/30発売 2020秋 新作各種

寄木細工のお花の待針 ¥1,300 + 税
こけしの針入れ ¥4,200 + 税
手まりの六角小箱 ¥8,500 + 税
真ちゅうの小さな糸巻き ¥3,900 + 税
漆と金蒔絵 播州の裁ちばさみ ¥22,000 + 税

11月21日（土）まで

IGATTA  COLETTI

「時伝（トキヅテ）」第2弾発表

11月24日（木）開催

ⅿonovaイベント
「こぎん刺しコースター作り」

男女兼用

Kinokoto「炭のマスク」がリニューアル
ワイドが広くて防寒対策にもぴったり

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


PRESS RELEASE 活動・イベント紹介

2

第111号
2020.10.20

＜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

鯖江バングルウォッチTokidute【トキヅテ】 ×
高岡モメンタムファクトリー・Orii

福井県鯖江の「越前漆器」・「眼鏡作り」の技術で生まれ
たバングルウォッチ「時伝」は、素材の美しさと着脱の簡
単さ、肌への優しさが魅力です。
新作の文字盤に採用されたのは「高岡銅器」の技術で
施した深いコバルトブルーの「斑紋ガス青銅色」と真鍮
の色味が活きる「斑紋荒し色」。
北陸に伝わる伝統技術で生み出した、モダンなデザイ
ンは唯一無二の美しさを持っています。

鯖江発の人気腕時計「時伝（トキヅテ）」第2弾を発表
鯖江「IGATTA COLLETTI」のバングルウォッチと富山県の高岡銅器の技術がコラボした、素材美が魅力のシリーズです

【11月21日終了】

本場青森のこぎん刺し作家に教わりながら、自宅で「こぎん刺し」が体験できるワークショップです。

ワイドが広くなった新「炭のマスク」。コットンの優しい肌あたりが心地よく、寒い冬には防寒対策としても活躍します。

Kinokoto「炭のマスク」は、消臭効果と調湿効果のあるオリジナル炭「セ
ラミック炭」をコットンの糸に練り込んだオリジナルの生地を採用しており、
ニオイがこもりにくく柔らかな着け心地が魅力です。今回、ワイドサイズ
が5㎝広がり、顔へのフィット感が更に増しました。程よく厚みがあり秋・
冬の防寒対策にもお勧めです。
【Kinokoto/株式会社アスカム】 https://www.kinokoto.net/

オーガニックコットン 「炭のマスク KOKORO」

価格：￥1,300 + 税
サイズ：W230×H135ｍｍ（男女兼用）
素材：（表裏全体）コットン（セラミック炭染オーガニックコットン100％）

（耳掛け部）ナイロン・ポリウレタン

針と糸と生地だけで手軽に始められ、手芸好きを中心にブームとなって
いる青森の伝統工芸「こぎん刺し」。今回は初心者の方でも気軽に楽し
めるコースターキットを使って、青森のこぎん刺し作家によるワークショッ
プを開催します。

自宅で参加できる
「こぎん刺しコースター作り」ワークショップ

開催日時：2020年11月24日（火） 15：00～16：30

定員：6名 / 参加費：【初回限定価格】￥1,500（材料費込み）
主催：monova / 協力：津軽工房社
参加者募集期間：10月24日（土）～11月13日（金)

応募ホーム：monovaホームページに掲載予定

Makuake

プロジェクトサイト

【 IGATTA COLLETTI 】 https://igatta-colletti.jp/

【ﾓﾒﾝﾀﾑﾌｧｸﾄﾘｰ・Orii 】 https://www.mf-orii.co.jp/
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高級イタリアンレザー「ブッテーロ」を使用した新モデルを、東京ショールームmonovaで発表します。
ここでしか見られないMinitto誕生秘話や限定公開の開発過程のサンプル、人気の定番カラーもご覧いただけます。

Minitto新作先行販売会
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「Minitto（ミニット）」は、昨年1月に発売を開始した『日本最小サイズの2つ折り財布』です （メーカー調べ）。その圧倒的な小ささと実
用性がインターネットで話題を呼び、一時期には約半年待ちになるほどの人気を博しています。

コンパクトさの秘密は、極力仕切りを減らし、コインとカードの収納の境を自由にさせたこと。一般的な二つ折り財布とほぼ変わらない
収納力をもち、かつワイシャツの胸ポケットにも収まるほどミニマムで、スマートな生活を好む男性を中心に支持が急上昇しています。

【ルボア株式会社】1961年設立。革手袋製造で培われた裁断・縫製等の高い技術力を活かし、革小物の製造・販売を開始。「自ら使ってみたい

もの」をコンセプトに開発したオリジナル製品は、シンプルで機能性に定評がある国産ブランドとして、世界中からも評価されています。

■https://ruboa.com/

Minitto ブッテーロ仕様

価格：￥24,000 + 税
サイズ：W90×H80×D20ｍｍ
素材：牛革タンニンレザー
収納量：お札約20枚・カード5～6枚・小銭30枚程度
カラー：ブルー・イエロー・グリーン・チョコ・ブラック

オレン

『BrEAknoT』は、香川県東かがわ市の革小物メーカー、ルボア（株）で生まれました。『今までに作ったこと

がないもの』『今までに誰も見たことが無いようなもの』を作りたいという職人たちの遊び心と熱意でスタート
した製品づくりは、日本最小の長財布 「Ollet」*や出し入れがスマートなスリムキーケース「SpinKey」など
を生み出し、レザーアイテム好きのファンを増やしています。

職人たちの遊び心から始まったルボア（株）独自のファクトリーブランド

（*メーカー調べ）

『Minitto ブッテーロ仕様』先行販売会

会期：2020年10月22日（木）～12月27日（日）
（水曜定休／最終日は15時まで）
会場：monova

販売方法：予約販売（monova店頭・オンラインショップ
https://monova.thebase.in/ ）
予約開始：10/22（木）10：30～
初回ご注文分お届け予定：11月中旬～
展示内容：『Minitto ブッテーロ仕様』全5種

定番モデル各種・製品サンプル ほか

今回発売を予定している新作は、高級イタリアンレザー「ブッテーロ」を使用したモデルです。ハリとコシがあり、経年変化による美しい
艶が楽しめます。日本の革ではなかなか出せない美しいカラーリングも特徴で、定番のブラックやナチュラルをお持ちの方も、シーン
ごとの使い分けとしてグリーンやイエローの明るいカラーを選んでみてはいかがでしょうか。開発初期からの貴重な製造サンプルも見
ることができ、Minittoの魅力が一挙に集まる展示となります。

ブッテーロ：イタリア、フィレンツェで生産されるヌメ革のひとつ。
成牛のショルダー部分を使用し「ヌメ革の王様」と称されています。

▲オンライン
ショップ

mailto:mori@monova-web.jp
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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提案する、ウィルスガード商品「おでかけSWAN」

【吊り革やドアノブなど、日常の接触不安を解消するポケットサイズのマルチフックを開発】

新型コロナウィルスの流行により、公共の場で不特定多数の人が使うものを直接触れることへ不安意識をもつ人が増えています。
そこで、ステンレスカトラリーメーカー山崎金属工業(株)は日常を安心して過ごすためのアイテムとして、ケッズトレーナー・
JMR(株)・(株)日本メタルワークス・マリープラチーヌ(株)の4社との共同開発で「おでかけSWAN」を商品化しました。

清らかな美しさを感じる白鳥をモチーフにしたこのフックは、電車の吊り革に掛けたり、ドアの開閉の補助・ボタンを押す際や荷物
かけとしてなど、マルチに活用ができます。表面には(株)神戸製網所が抗菌を目的に開発した特殊合金ニッケルメッキ技術
「KENIFINE（ケニファイン）が施され、本体の衛生状態保持を助けます。名刺サイズで持ち運びがしやすく、ニューノーマルの必
需品として日々の生活でお使い頂きたいアイテムです。

使用例

抗菌 感染予防フック おでかけSWAN

価格：￥2,273 + 税
サイズ：W57×H99×D2.5ｍｍ
重量：35ｇ
素材：18-8ステンレス（銅含有）
表面処理：KENIFINE™
※下記QRコードよりKENIFINE™の抗菌資料を
ご覧いただけます。

10月1日発売開始

売り上げの一部は、
新型コロナウィルス
（COVID-19）・エイ
ズ・結核・マラリア対
策基金を支援する
団体に寄付致します。

mailto:mori@monova-web.jp
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神奈川

無垢な表情がかわいらしい、手のひらサイズのこけしを針入れにしました。津軽系こけしの特
長でもあるオカッパ頭と、鮮やかな色彩をおりまぜて作られています。
内部は針山になっており、針が拾えるよう底面には磁石がついていて安全に使えます。

【こけし】「津軽こけし」発祥の地、青森県黒石市にある「津軽こけし館」が制作しています。
こけしは東北各地の山間部に伝わり、木材を挽き、椀や盆を製作する「木地師」が、湯治場で
作り始めたのが、その始まりと言われています。11系統ある伝統こけしの中で、津軽系は最
も歴史が浅く、斬新な発想と多様な型、描彩、技術を元に発展してきました。「ねぶた絵」に影
響を受けたとも言われ、カラフルな色合いも特長のひとつです。
【針】石川県で440年の歴史を持つ、目細八郎兵衛商店の針が3本入っています。

こけしの針入れ

地域産業や工芸にこだわった上質なハンドメイドの道具ブランド「Cohana」から5点のアイテムが新たに登場

創業から60余年、日本橋に本社を置く老舗手芸道具メーカーKAWAGUCHI。 『Cohana』は、KAWAGUCHIが長きにわたり培った
経験と強みを活かして、伝統的な匠の技術や素材、産地と共にコラボして生み出したハンドメイド道具です。
Made in Japanにこだわった、モダンで上質なデザイン。職人の手でひとつひとつ丁寧につくり上げられたCohanaは使いやすく実
用的で、日本の良さを五感で感じることができます。ハンドメイドの時間を更に楽しく、ゆったり味わっていただけるブランドです。
自宅で出来る趣味がより親しまれるこの季節に、手芸などがお好きな方に是非お使い頂きたいアイテムです。

価格：￥4,200 + 税 （縫い針3本入り）
サイズ：（本体）高さ約90×直径約30ｍｍ／ （パッケージ）W47×H108×D49ｍｍ

（縫い針）長さ：36.4×太さ：0.71ｍｍ
素材：（本体）：木（水木）・ウール・シリコンゴム・ネオジム磁石 （針）：鋼
色：きすいせん YE・ばらいろ PI・みずあさぎ GR・つゆくさいろ BL

箱根にあるたくさんの天然木の色を活かしながら寄せ合わせ、様々な模様を作って箱などの
製品にしたのが、伝統工芸品の箱根寄木細工です。
その寄木細工の繊細な技術で、色とりどりの木片を寄せたお花の待針を作りました。

【寄木】 箱根細工技能士である、「寄木工房 銀」が制作しています。無垢の木ならではの柔ら
かな天然の色が、それぞれの木が持つ個性として表れ、寄木細工のお花の一つひとつにやさ
しい表情を与えています。
【針】 針産地として約300年の歴史を持つ広島で作られた、丈夫でしなやかな針を使用してい
ます。使いやすい針の太さと長さにこだわり、布通りもとてもスムーズです。

寄木細工のお花の待針

価格：￥1,300 + 税 （3本セット）
サイズ：（本体）長さ約35×太さ0.5ｍｍ

（パッケージ）W63×H65×D6ｍｍ
素材：木（水木・ウォールナット・桂・唐変木・ホオ・苦木）・ニッケルメッキ・鋼

涼しい気候と長くなる夜。手作りが楽しくなる秋におすすめの、可愛く便利な道具が揃いました。

寄木工房 銀 / 神奈川県小田原市広島

津軽こけし館 / 青森県黒石市青森

10月30日発売開始

mailto:mori@monova-web.jp
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【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

刃物の街としておよそ250年の歴史がある播州地域。そこでつくられた切れ味の良い裁ちばさみ
に、高貴な光沢を放つ漆と金蒔絵を施しました。天然の漆ならではの微妙な色の変化が楽しめ、
年月を重ねるごとに味わい深く美しい艶があらわれます。

【はさみ】小野市に1955年に創業したタナカマイスターの鍛冶職人が1丁づつ丁寧に仕上げてい
ます。生地に吸い込まれるような安定した切れ味があり、鋼の刃は切れ味が落ちても、研ぎを繰
り返すことでいつまでも変わらない切れ味を保つことができます。
【漆塗り】漆塗りを施すのは愛知県名古屋市にある1970年創業の江原漆工所。
仏具などの漆塗りの経験や知恵を活かし、試行錯誤しながら何度も試作や色の調整を繰り返しま
した。漆独特のなめらかな質感が手にしっくりなじみ、使うほどに愛着が増していきます。
【布・ケース】はさみを包んでいる布は、裁ちばさみと同じ産地の上質な播州織の生地を使用して
います。はさみケースには本革を使用し、金銀のタッセルを付けました。

漆と金蒔絵 播州の裁ちばさみ

価格：￥22,000 + 税
サイズ：（本体）全長：約220 刃渡り90ｍｍ／ （パッケージ）W90×H30×D238ｍｍ
素材：（塗装の種類）：うるし塗装 （本体）：鋼 （革ケース）：牛革・真鍮 （タッセル）：ポリエステル

真ちゅうの小さな糸巻き

価格：￥3,900 + 税
サイズ：（本体）幅33×高さ35×奥行33ｍｍ （パッケージ）W55×H63×D63ｍｍ
素材：（本体）：真鍮 （糸）：絹（6ｍ）
色：しろ WH・くろ BK

小さな手まりを持ち手にした、六角形の小箱を作りました。東北地方の上質な山桜を使用し、なめ
らかな木の質感と美しい木目が、手まりのかわいらしさを引き立てます。六角形は調和や安定と
いった縁起がいい形とされ、お祝いや特別な贈り物として使われる手まりとの相性も抜群です。
小箱にＣｏｈａｎａの小さな道具が収納でき、ちょっとしたお裁縫箱におすすめです。アクセサリーや
小物入れにも使いやすい大きさで、お部屋に置いておくだけでもかわいらしく、インテリアとしても
楽しめます。

【手まり】 制作するのは、「手まりを自由に身近に楽しんでもらいたい」そんな思いから2014年に
活動をスタートしたTEMARICIOUSです。日常でよく目にする草木を集め、自然にしか作り出せな
い落ち着きのある色に染めあげています。その草木染めの糸で作った手まりは、自由と伝統が交
ざり合い、繊細でモダンに仕上がっています。

手まりの六角小箱

価格：￥8,500 + 税
サイズ：（本体）直径90×高さ73（木箱50）ｍｍ／ （パッケージ）W110×H75×D103ｍｍ
素材： （本体） ：（木）：山桜 （手まり）：綿・籾殻・鉄
色：きすいせん YE・ばらいろ PI・みずあさぎ GR・つゆくさいろ BL

TEMARICIOUS／東京都杉並区

高辻製作所／富山県高岡市
MARIMO／福岡県筑後市

タナカマイスター／兵庫県小野市
江原漆工所／愛知県名古屋市

昔から機織り（はたおり）に使われ親しまれている糸巻き「苧環（おだまき）」 を、5㎜角の真ちゅう
で組み上げてつくり、使いやすい白と黒の艶やかな絹糸を巻きました。
糸の端を挿し込む切り込みがあるので、お気に入りの糸に巻き替えて使うこともできます。糸巻き
としてはもちろん、小さな洋裁用文ちん、ペンレストやペーパーウェイトにもお使いいただけ、小さ
いながらも存在感のあるアイテムです。

【糸巻き】鋳物の町富山県高岡市にある仏具メーカー、高辻製作所が制作しています。
400年の歴史を持つ高岡銅器の伝統技術を活かし、その精度の高さと丁寧な仕上げの研磨技術
で、凛とした佇まいの糸巻きに仕上がりました。
【絹糸】絹糸を施すのは、小さな房や結びを得意とする福岡県筑後市の房工房MARIMOです。手
作業で巻き上げた美しい仕上がりはまさに職人技です。

東京

福岡富山

兵庫 愛知

地域産業や工芸にこだわった上質なハンドメイドの道具ブランド「Cohana」から5点のアイテムが新たに登場

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://cohana.style/shop/index.php

