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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。

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・monova

【monova限定】で先行販売中のMinittoブッテーロ
仕様。ファン待望の新作は、初回生産分が一部売
切れになるほどの人気です。店頭発売も開始し、ク
リスマスギフトをお探しの方にもおすすめです。

11/20 先行発売開始
VINTAGE REVIVAL PRODUCTIONS

「小さい縦づかい財布」
価格 ： ￥23,000 + 税 （右利き用・左利き用）

スマホのように利き手を縦に動かすだけで使える、
スマートな使い心地の超コンパクト財布です。
Makuakeでの先行発売開始と同時に、【monova】
限定で先行展示を開始します。

2021年1月4日（月）～2月2日（火）
会場：monova内特設会場・Kitaniショールーム

主催：有限会社桂雛・monova

初節句のお祝いにはもちろん、大人が楽しむインテ
リア・アートとしても選ばれている、新時代の雛人形
「桂雛」。こだわりの北欧家具「Kitani」とのコラボレー
ションで、その洗練された魅力をお見せします。

かつらびな

ミニット

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


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
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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。
中でも「グリーン」は一時売切れになるほど人気です。定番カラーや貴重な製作過程のサンプルも一堂に揃い、ご覧いただけます。

Minitto新作先行販売会
第112号
2020.11.20
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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/

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内特設会場
販売方法：monova店頭・オンラインショップ
https://monova.thebase.in/ 

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

今回発売した新作は、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っております。

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 ▲Youtube

mailto:mori@monova-web.jp
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伝統技法を用いて、多彩な色柄を現代的なアートとして表現した「桂雛」
その洗練された魅力を、こだわりの北欧家具「Kitani」との組み合わせでお見せします

モダンと伝統が融合した雛人形「桂雛」展示受注会

－開催概要－ モダンと伝統が融合した雛人形「桂雛 」展示受注会

会 期 ： 2021年1月4日（月）～2021年2月2日（火）

10：30 - 18：30 / 水曜定休

会 場 ： monova内 特設会場 （入場無料）

場 所 ： 東京都新宿区西新宿3-7-1

リビングデザインセンターOZONE 4階

主 催 ： 有限会社桂雛・monova
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【展示内容 】

桂雛 各種

「鯛づくし」の友禅を衣装に採用した新作をはじめ、吉祥文様を織り込んだ西陣織を

多彩に取り入れた作品をご覧いただけます。※納期：約2週間

Kasane Frame （写真下） ￥25,000 + 税~ 

雛人形と同じ材・手法でつくられ、孝雄氏が手掛ける桂雛の世界観をウォールインテ

リアとして楽しめます。20種類を超える生地と、西陣織で表現した美しいグラデーショ

ン「襲ねの色目」を自由に組み合わせてオーダーいただけます。※納期：約2週間

サイズ・価格： （smaｌｌ）W233× H 283×D18ｍｍ /  (medium)：W233× H433× D18ｍｍ

【有限会社桂雛 概要】

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

1926年（昭和元年）に創業した有限会社桂雛は、現在の代表、小佐畑孝雄氏で三代目

となる歴史ある人形作りをしています。今ではほとんどの作業が分業制となった雛人形
づくりですが、桂雛は体部の制作を一貫した手作りで行っています。200を超えるパー

ツを組み合わせて一体一体丁寧に作るその製造法と技法が高く評価され、桂雛は「茨
城県伝統工芸品」や「城里町指定無形文化財」にも指定されています。

孝雄氏は、代々受け継がれる一貫した人形作りの手法を守りながら、雛人形を単なる
季節限定の節句人形ではなく、一年を通して暮らしの中で美しさを楽しめる美術品にす
ることを目指し、制作しています。「形・色・文様」、雛人形を形作る全ての美を突き詰め
て研究し、装束には、結城紬や友禅などのほか、ベルギーブランドのドリス・ヴァン・ノッ
テンなど、様々な生地を取り入れます。そして、独自の感性で巧みに生地を組み合わ
せ、子供から大人まで、見る人の想いを表現した、ものがたりのある雛人形を生み出し
ています。

本展示では、動画による桂雛の伝統的な製作技法の紹介や、新作「Ｋａｓａｎｅ Ｆｒａｍ
ｅ」、北欧家具メーカー「Ｋitani」とのコラボレーションによるインテリアとしての楽しみ方

をご提案いたします。初節句のお祝いにはもちろん、大人が楽しむインテリア・アートと
しても選ばれている、新時代の雛人形を是非ご覧ください。

同時開催：『Kitani 東京ショールーム特別展示』

会場 ：OZONE4階 「Kitani 東京ショールーム」

（https://www.kitani-g.co.jp/）

フィン・ユールをはじめとする北
欧デザイン家具をライセンス生産
する北欧家具メーカー「Kitani」
にて、インテリアと組み合わせた
桂雛の特別展示を開催します。

かつらびな
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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/

スマホのように利き手を縦に動かすだけで使える。キャッシュレス時代の最前線を行く機能的な超コンパクト財布。

2019年、Makuakeで大反響を得たVRPの「縦づかい財布」が進化して登場します。 財布を持つ手を動かさず、スマートフォンのよう

に右手（利き手）を縦に動かすだけのスムーズな出し入れが最大の魅力。日本最小クラスまでコンパクトに仕上げ、より一層使いや
すい形になった「小さい縦づかい財布」は、11月20日より「アタラシイもの応援購入サービス、Makuake」で発売を開始します。

小さい縦づかい財布 （一般発売は2021年春を予定）

価格 ： ￥23,000 + 税 （右利き用・左利き用）
素材 ： 外側 – イタリアンシュリンク（牛革）

内側－イタリアンスムース（牛革）、一部合成皮革
サイズ ： W90×H88×D18mm （重さ49ｇ）
色 ： Grayish blue(グレイッシュブルー) ・ Rouge(ルージュ) 

Chocolate(チョコレート) ・Black (ブラック) (全4色）

収納 ： カード段×3、小銭/カード入れ（最大7枚程度）、紙幣入れ
収納量 ： カード8枚、小銭10枚程度、紙幣10枚程度

（VRPが推奨する収納量の目安）
○意匠出願済（意願2020-021594 ・ 意願2020-021595）

【新宿ショールームmonovaでも先行展示開始！】
Makuakeでの先行販売と同時に、monovaショールームでは実際の商品をご覧いただけます。革の質感、色、持ち心地や収納力
など、お手に取ってお確かめください。 ※販売はMakuakeサイトのみ。

▼プロジェクトページ

MADE IN JAPAN

よく使うカードが一目で分かるカード段、小銭とカードが入る仕切り付きのポケット、大きく開く紙幣入れ。十分な収納量とコンパクトさ
を両立させるのは、二重フラップの独自構造。二つ折りにきれいにまとまります。革にはイタリア製の気品あふれるシュリンクレザー
を使用し、使う人やシーンを選びません。キャッシュレス化によりコンパクト財布への人気が高まる今、特に注目されるのが使い心地
です。細部の構造にまでこだわり抜いたことで実現する、スマートな使い心地を是非ご体感ください。

2020年11月20日より先行発売開始

mailto:mori@monova-web.jp
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