
＜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

2021.4.20 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。

【第1部】 （全3回） 1回目：2021/6/12(土) ・ 2回目：7/10(土） ・ 3回目：8/7(土）
【第2部】 （全3回） 1回目：2021/9/11(土) ・ 2回目：10/9 (土) ・ 3回目：11/13 (土)
会場：monovaまたは、Zoomによるオンライン参加
主催：monova / 協力：津軽工房社

2021年は、こぎん刺し好きの輪がもっと広がるようにと願いを込めて、ワーク
ショップ活動の名称を「monovaこぎん子クラブ」に変更してスタート。
今回は、全3回の体験を通して「コースター」と「ミニアートフレーム」をお作りい
ただけます。基礎から丁寧に教えるので、初心者の方におすすめです。

2021年4月 一般発売
「 小さい縦づかい財布 」
¥25,300（税込）

クラウドファンディングで
1800％の支援を達成。
VRPの超コンパクト財布が
ついに店頭販売を開始。

2021年4月 発売
「KinoKoto 麻と炭の薄手
レッグウォーマー」
¥3,300（税込）

薄手ながらしっかりカバー。
お客様のSOSから生まれた、
丁度いい厚み。

「Interior Lifestyle 
TOKYO 2021」
会期：2021/5/19（水）～

5/21（金）

家具・陶器・革小物、
3社の出展情報をご紹介。
是非お立ち寄りください。

2021年4月21日 スタート
鯖江バングルウォッチ
「時伝」最新作登場

福井県鯖江でつくられた、
眼鏡を「かける」ように使え
る腕時計。人気のコラボシ
リーズに第2弾が登場。
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＜オンライン参加OK＞ 東京新宿でこぎん刺しを学ぼう！全3回の体験で2つの作品をお作りいただけます

すっきりとした柄と、誰でもできる気軽さが人気の、青森伝統の
刺繍「こぎん刺し」。その魅力は、日本だけでなく海外からも注
目され、こぎん刺しファンの輪が広がっています。

今回monovaでは、「これからこぎん刺しをはじめたい」「一人で

は不安だけど仲間と一緒に楽しみたい」という方におすすめの、
基礎からこぎん刺しを学べるワークショップを開催します。
「Zoom」を使ったオンライン参加もできますので、遠方の方や、
外出を控えている方も安心してお申し込みください。

ワークショップ開催概要

開催日時： （各部全3回 ・合計6時間）

【第1部】 1回目：2021/6/12(土）・2回目：7/10(土）・3回目：8/7 (土）
【第2部】 1回目：2021/9/11(土）・2回目：10/9(土）・3回目：11/13 (土）
開催時間：各回 13：00～15：00
参 加 費 ：￥12,000 （材料費込・税込）
講 師：津軽工房社 引間未奈子さん
募集締切： 【第1部】 5/23(日) ・【第2部】 8/31(土)
開催場所：monova （オンライン会議ツール「Zoom」での参加も可能）
所 在 地 ： 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 ： monova
申込み・問合せ： (Mail) info@monova-web.jp / (Tel) 03-6279-0688

■ワークショップ内容■

＜2回目・3回目＞
レベルアップで「ミニアートフレーム」に挑戦！
1回目よりレベルアップ！14㎝×18㎝の幅に柄を繋げて刺して

いきます。完成した生地は、キャンバスに張り付けてアートフ
レームに仕上げましょう！
仕上がり目安：1時間で1枚の1/5～1/4程度（初心者）

＜1回目＞
こぎん刺しの基礎講座 「コースター」作りにチャレンジ

図案についての知識や基本の縫い方を覚えながら、ひとつの
柄を刺していきます。
仕上がり目安：1時間で1枚の半分～完成まで（初心者）

ワークショップ終了後は、monovaにて皆さまの「ミニアートフ

レーム」の展示会を予定しています。それぞれに違う作品の個
性を楽しみながら、これからの作品作りにもお役立てください。

また、こぎん刺しの材料、雑貨をそろえたマーケットも開催予定
です。ワークショップ参加者の方は、参加特典としてマーケット
にて材料各種を5％OFFでご購入いただけます。

「ワークショップ作品展示会」＆
「こぎん刺しマーケット」開催

開催日時：【第1回】 8/19（木）～ 8/31（火）
【第2回】 12/9（木）～ 12/21（火）

開催場所：monova（10：30～18：30/水曜定休）
＊入場料無料（どなたでもお楽しみ頂けます）

▼コースター材料・ミニアートフレーム材料（組合せを選べます）

【講師】 津軽工房社：引間未奈子さん
こぎん刺しの作家作品を中心に、刺し子糸や津軽塗な
どの工芸品を販売する「津軽工房社」を青森県弘前市
に出店。自身でもこぎん刺し作品を制作しながら、学
生時代に学んだ染色技術を活かして、刺し子糸の染
色なども行っています。

※写真の作品はイメージです

▼申込み・詳細情報
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【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は、脱臭、調湿効果、遠赤外線機能に優れています。

オリジナル商品のブランド「KinoKoto」では、セラミック炭と自然素材の機能を活かした生活雑貨を通じて、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

いつでも冷えてるカラダを守る 2021年4月より発売開始 麻と炭の薄手レッグウォーマー

価 格：￥3,300（税込）
材 質：表側：麻15％、綿85％

内側：綿（セラミック炭染めオーガニック
コットン100％）

ゴム部分：ポリエステル・ポリウレタン
サイズ：フリー（適用周囲の目安 ＝約16～43㎝、

長さ約43㎝）
カラー：グレー・ネイビー
製 造：日本

＊お手入れ方法
手洗い又は洗濯ネットに入れて、洗濯頂けます

KinoKotoの人気商品、「絹と炭のレッグウォーマー」の姉妹品として、薄手ながら
しっかりした履き心地の、オールシーズン対応レッグウォーマーが発売しました。

商品化のきっかけは、「絹と炭のレッグウォーマー」愛用者からの声。
「冷房の効いた部屋でも使うことができる、薄手のレッグウォーマーが欲しい」
夏場も冷えに悩む方からのSOSでした。

表側には吸湿性の高い麻とコットンのミックス糸（抗菌加工）を使い、内側にはセ
ラミック炭染オーガニックコットン糸を使った二重編みになっています。
従来品（絹と炭のレッグウォーマー）に比べて、約半分程薄くなったことで、ファッ
ションに響かず着用することができます。

内側は吸湿・脱臭にも優れているので、保温力がありながらやさしくさらっとした肌
触り。夏の暑い時に着用していて、熱や蒸れを感じる場合は、２つ折りにして短く
着用することもおすすめです。

mailto:mori@monova-web.jp
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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/

Makuakeで1800％を超える支持を得た、VRPの超コンパクト財布

日本最小クラスのコンパクト財布でありながら、しっかり収納が可能。縦方向に手を動かすことで全ての機能にアクセスができ、必要
なものがすぐに取り出せます。二つ折りにするとスクエアになる、収まりの良い洗練されたフォルム。そして革にはしっとりした質感で
手触りが良く、発色も美しいイタリアンシュリンクを採用。経年による色の変化が少なく、傷やシワが目立ちにくいことも特徴です。
優れた機能性とデザイン性を両立した、ノンストレスでスマートな使い心地をぜひお試しください。
＊右利き・左利き仕様（受注生産）をご用意しています。

小さい縦づかい財布

価格 ： ￥25,300 （税込）
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 ： Black (ブラック) ・ Choco(チョコ) 

Grayish blue(グレイッシュブルー) ・ Rouge(ルージュ) (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）

【香川本店・新宿ショールーム monovaでは限定色「Taupe」も販売】
現在、「小さい縦づかい財布 Taupe」を2店舗限定でご覧いただけます。外側にはTaupe、内側にはDark 

Brownを合わせた品のある落ち着いた仕上がりです。使うシーンや性別を問わずお使いいただけます。

MADE IN JAPAN

外側

2021年4月1日より一般発売開始

スマホのように縦に持つ、小さい縦づかい財布。

内側

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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1982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「メガネ」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/

「金沢五彩箔」 鯖江バングルウォッチ×金箔屋さくだ

2021年4月21日 プロジェクト開始

前回目標支援の460％以上を達成した、高岡モメンタ
ムファクトリーOrii とのコラボレーション第2弾です。
数多く寄せられた「スクエアタイプの文字盤が欲しい」
というお客様の要望に応え、100個限定で販売を予定。
文字盤に施された美しい色彩表現は、富山県に伝わ
る「高岡銅器」の技術によるもの。
深いコバルトブルーの「斑紋ガス青銅色」と、真ちゅう
の色味が活きた「斑紋荒らし色」の2色の展開があり、
大人のお洒落をお楽しみいただけます。

鯖江バングルウォッチ×高岡モメンタムファクトリーOrii 「スクエアモデル」

「時伝」プロジェクト第3弾。
コラボレーションするのは、石川県で金箔の魅力を幅
広く発信する金箔屋さくだ。金沢に受け継がれる伝統
工芸の技を進化させ、モダンな表現を探求することで、
世界でただひとつだけの腕時計が誕生しました。
伝統的な箔装飾の技法「虹彩箔」と、漆器の「蒔絵」の
技を組み合わせて生まれた、文字盤の幻想的なグラ
デーション。職人の五感によって作り出すその色模様
は、同じものはひとつとない、唯一無二の美しさです。

プロジェクトページ（4月21日14時より開始）
⇒https://www.makuake.com/project/tokidute03/

2021年4月28日 プロジェクト開始

詳細はHPにて公開予定⇒ https://san-you.jp/

【ﾓﾒﾝﾀﾑﾌｧｸﾄﾘｰ・Orii 】 https://www.mf-orii.co.jp/

【金箔屋さくだ】 https://goldleaf-sakuda.jp/

福井県鯖江発のブランド「IGATTA COLLETTI（イガッタコレッティ）」が開発した「鯖江バングルウォッチ」は、100年以上続くメガネ
づくりと1500年以上続く越前漆器の技術を掛け合わせて生まれました。ベルトをバングルタイプにすることで、メガネを「かける」よ
うに、誰でも片手で簡単に装着でき、文字盤とバングルの組み合わせを好みに合わせて自由に変えることができます。

「時伝」は、日本のモノづくりを未来へ継承することを目的として生まれた、鯖江バングルウォッチのコラボレーションプロジェクトで
す。この春 Makuakeにて、「時伝」にまた新たな商品が登場します。ぜひ皆様の応援をお願いいたします。

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
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5月に東京ビッグサイトで開催される見本市「インテリアライフスタイル」に、monova出展メーカー3社が出展いたします。
会場に足を運ばれる方は是非、各社ブースにもお立ち寄りください。

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、独自開発の「Vカット工法」を駆使した端正で実用的な収納家具「V-

TISS LIGHT」シリーズの人気が高まっています。長年日本の住宅に寄り添って
きたトーマが提案する、日本の暮らしにフィットする新たな収納スタイルです。
■https://toma-v-tiss.com/

才能あるデザイナーと瀬戸の伝統技術とのコラボレーションで生まれる、従来

には無かった日常使いの「せともの」。常に新しい提案を大切にし、瀬戸の技術

者の協力のもと、無理難題と言われる製造にも挑み、様々なデザイン賞の受賞

やMoMAパーマネントコレクションに選定されるなど国内外から高い評価を得て

います。■https://www.ceramic-japan.co.jp

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/

株式会社トーマ / V-TISS LIGHT
ブース ： 【HOME】 Aomi Hall A C-31

出展アイテム ： 収納家具
見どころ ： 組み合わせ方で自由に演出できる収納空間

ルボア株式会社 / hmny・CORGA
ブース ： 【MOVEMENT】 Aomi Hall B Q-24

出展アイテム ：皮革製品（ステーショナリー・バッグ）
見どころ ： 靴べら、ブックカバー、ミニポーチなど新作を発表

株式会社セラミック・ジャパン
ブース ： 【特別企画 Feel Good Working】 Aomi Hall B U-15

出展アイテム ：陶磁器（食器・花器・キッチン小物・アート・クラフト製品）
見どころ ： 小松誠氏デザインの新作を展示予定

【開催概要】
会期：2021/5/19（水）～5/21（金） / 開催時間：10：00-18：00（最終日は 16:30まで） 会場：東京ビックサイト 青海展示棟
※事前登録制 https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

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

