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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。
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▼ イベントのご案内

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。

【トピックス一覧】

▼ NEW新作商品のご紹介

① (オンライン参加OK)【 monova こぎん子クラブ】こぎん刺しワークショップ 開催！

＜＜第１部の申込み締め切り：5月23日(日)＞＞
【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。外出を控えている方も、オンラインで安心してご参加いただけます。

②趣味の時間をより快適に。BUNACOがスタイリッシュな正座スツールを提案。

2021年6月 monova販売開始
BUNACO「正座スツール」
¥16,500（税込）

青森を代表する木工ブランドBUNACOが、長時間の正座を助ける「正座ス
ツール」を新たに提案。縦・横どちらで使っても収まりのいいコンパクトなサイ
ズ感と、ブナ材を使った上品な見た目が魅力です。関東で実物を見られるの
は、monovaショールームだけ。ぜひ実際に座り心地をお確かめください。

z

③疲れた目元をリフレッシュ

KinoKoto
「ほっとする
アイピロー」

電子レンジで
20秒。簡単に
つくれる癒し
時間。

▼ 「在宅ワークを快適に」monovaおすすめ商品

④仕事にメリハリ「置き時計」 ⑤気分を上げる「お針山」

Lemnos
「置き時計」

作業をしながら
いつでも確認。
時間を意識して
仕事を効率化。

hiro
「針物語」

お気に入りの
道具で、手仕
事をもっと楽
しく。
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【monova こぎん子クラブ】こぎん刺しワークショップ 開催！
＜オンライン参加OK＞ 東京で学ぶ、津軽のこぎん刺し。 全3回で基礎がしっかり身につきます！

初めてのこぎん刺しに最適
お子様から大人まで気軽に始められ、すっきりとした柄が人気
の「こぎん刺し」は、青森伝統の刺繍です。その魅力は日本だ
けでなく、海外へも広まってきています。

今回monovaでは、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。「こぎん刺しをはじめたい」・「一人では不安。仲
間と一緒に楽しみたい」という方に特におすすめです。
「Zoom」を使ったオンライン参加もできます。全国どこからでも、
外出を控えている方も安心してお申し込みいただけます。

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、monovaにて、みなさまの「ミニアートフ
レーム」の展示会を予定しています。布と糸の組み合わせ、柄
でまったく異なる雰囲気になるので、経験者の方にも新たな発
見がきっとあります。作品作りにも役立てていただけます。

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

＜＜第１部の申込み締め切り：5月23日(日)＞＞
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【ブナコ 株式会社】 水分量が多く建築材に適さないと言われる木材・ブナ。そのブナの蓄積量日本一を誇る青森県が、ブナを有効活用しよ

うと開発したのがBUNACOです。木材資源をムダにしないエコロジーな製法で作りだされる照明やテーブルウェアはそのフォルムも独特。桂

剥きされたブナを透過する光は夕日のように朱く美しく、癒しの空間をつくります。■http://www.bunaco.co.jp/

趣味の時間をより快適に。BUNACOがスタイリッシュな正座スツールを提案。
洗練されたデザインと優しい座り心地で、食事や習い事をリラックスしたひとときに

器づくりの技術でつくる、青森発の「正座スツール」

2021年6月よりmonovaにて販売開始

BUNACO正座スツール

IB-S2101（レギュラーサイズ / 写真左）
価格：¥16,500（税込）
サイズ：楕円 約210×130×H110mm
質量：約540g

IB-S2121（トールサイズ/ 写真右）
価格： ¥16,500（税込）
サイズ：楕円 約210×130×H130mm
質量：約590g

1956年に青森で誕生したMade in JAPAN の木工ブランドBUNACOから新商品をご紹介します。
この度ご提案するのは、天然ブナ材を使用した「正座スツール」。 茶道などの和文化をたしなまれる方、ローテーブルで食事をす
る方など、正座をする機会が多い方のために開発された、長時間の正座を助けるスツールです。
縦・横いずれの向きでも足の収まりが良いコンパクトなデザインで、椅子の存在は目立つことなく、美しい姿勢を保てます。
サイズは２種類あり、身長や体格に合わせてお選びいただけます。

照明やスピーカー、スツールなど、幅広い商品の提案を行っているBUNACO。薄いテープ状にカットしたブナ材を巻き付け板状に
して、職人の手技で押し出すことで生まれるそのカタチは、美しい曲線を描きます。
グッドデザイン賞をはじめ、国内外の様々な賞を受賞して注目を集め続けている、青森県を代表するプロダクトです。

カラー：本体/ライトブラウン、台座/キャラメルブラウン
座面：合成皮革/黒
素材：本体/天然木(ブナ)、台座/天然木
塗装：ウレタン塗装仕上げ
原産国：日本

※持ち運びに便利なオリジナルロゴ入り巾着付き（右写真）。
※天然木を使用しているため、1点ずつ木目や色が異なります。
※ 1点1点手作りのため、寸法、質量に多少の誤差が生じます。
※「レギュラーサイズ」「トールサイズ」より高さが高いもの・低いものをご希望の場合は、

オーダーメイドで製作します。 お気軽にお問合せください

mailto:mori@monova-web.jp
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毎日を心地よく。在宅ワークを充実させる「仕事の相棒」をご提案。

株式会社ヒロ

金沢の地で、縫製業を営み始めて80年余。針と糸を支えてくれる「お針
山」は、株式会社ヒロにとって、なくてはならない大切な存在です。
「裁縫に携わる人が、針山を通してもっと楽しく裁縫に取り組めるように」
といつしか願うようになり、可愛い針山セットが誕生しました。
モチーフにしているのは、日本人に馴染みの深い昔話。ひとつひとつ丁
寧につくられる５種類のかわいい待針が、針仕事の時間をより一層楽し
いものにしてくれます。

針物語 ～桃太郎～

三度目の緊急事態宣言が発令された現在、在宅ワークに慣れ、日常化したという方が多い一方、「集中するのが難しい」「もっと
快適な環境にしたい」という、在宅ワークに悩むお客様の声も耳にします。
monovaでは、お家での時間をより快適にするための新たなアイテムを揃えました。快適なリモートワークは、環境づくりから。
お気に入りのアイテムをそばに置いて、業務や手仕事のモチベーションアップにぜひお役立てください。

Lemnos / 株式会社タカタレムノス
置き時計

DROPS DRAW THE EXISTANCE 
（KC10-12） ＊写真左
価格：￥6,600（税込）
サイズ：W116×H113×D50mm
重さ：290g
素材：磁器 (スイープセコンド)
Design：塚本 カナエ

RIKI ALARM CLOCK ［アラーム］/ ナチュラル
（WR09-15 NT） ＊写真右
価格：￥7,480（税込）
サイズ：W110×H115×D56mm
重さ：240g
素材：ブナ、ABS樹脂、ガラス(スイープセコンド)
Design：渡辺 力

KinoKoto / 株式会社アスカム
ほっとするアイピロー

価格：￥2,200（税込）
サイズ： W210×H90mm (重さ：165g）
素材：（表生地）コットン100％ （セラミック炭染オーガニックコットン）

（中生地）コットン100％
（中 身）緑豆、ドライハーブ（ラベンダー）

価格：￥3,740（税込）
サイズ： （針山）幅約60×奥行き約40×高さ約50mm
素材：（針山）ウール / （まち針）樹脂ニス仕上げ

多くの著名デザイナーとプロジェクトを組むLemnosから、デスク周りで活
躍する「置き時計」が新たに入荷しました。空間に馴染みやすいデザイン
と、秒針の音が気にならないスイープセコンドがおすすめポイントです。

自然由来の「機能性セラミック炭」を活かして、暮らしにやさしさと健康を
提案するライフスタイルブランド KinoKoto。「ほっとするアイピロー」は電
子レンジで20秒温めることで、優しく香るラベンダーと、ほどよい重みと温
かさが感じられ、疲れた目元をほぐします。カバーにはセラミック炭が入っ
た糸を使い、遠赤外線効果でじんわり熱を伝える効果も。長時間のリ
モート会議など目に負担を感じた時、さっと温め、癒しのひとときを。

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

