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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】

① 【 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 / 全３回)

＜＜申込み締め切り：8月31日(火)＞＞
【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

青森の伝統工芸、こぎん刺しをご自宅でお楽しみいただけるワークショップです。
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。

＊参加者の方には、「こぎん刺しマーケット」で素材をお得に購入できる特典も！

▼ NEW 納入事例紹介

②羽田空港利用者の心をほぐす、京都発のEmotional Light「FEM」

2021年6月10日に オープンした
「北海道どさんこプラザ 羽田空港店」に
40灯の「FEM」が点灯。

調光・配列を組み合わせることで、様々なシーンに
合わせた灯を演出することができるLED照明
「FEM」。この度、羽田空港に新設された、北海道
のアンテナショップに新たに採用されました。

③【Makuakeで今話題】スープをもっと美味しく ④ お出かけを快適にする、軽くて薄い革小物

2021年7月発表
Ruboa「hmny」新作４種

携帯用靴べら、ミニパック、
ブックカバー、手帳カバー。
薄く軽い革にこだわり、持ち
運びがノンストレス。気分を
高める、カラフルなバリエー
ションも魅力です。

2021年7月7日 先行販売開始
「スープ賢人」

人間生活工学によって生み出
された、スープをより深く味わう
ためのスプーン。
従来のスプーンと大きく変わる、
大胆な設計に注目が集まって
います。

▼ NEW新作商品のご紹介

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

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）

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
申込締切： 8/31(火)
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、参加特典として第2回目の
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。

▼申込み・詳細情報

＜＜申込み締め切り：8月31日(火)＞＞

【全３回】 開催日： 1回目：9/11(土）・2回目：10/9(土）・3回目：11/13 (土）

経験者の方向けに、自由な作品に取り組んでいただける特別
コースもございます。お気軽にお問い合わせください。

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

羽田空港利用者の心をほぐす、京都発のEmotional Light「FEM」
6月10日オープンの「北海道どさんこプラザ羽田空港店」に、40灯のFEMを新たに設置

夕張メロン、毛ガニ、ラムといった北海道を代表する特産品を取り扱う北
海道の公式アンテナショップ「北海道どさんこプラザ」が、 羽田空港に新
店をオープンしました。2階にはアイヌ文化の情報発信コーナー、カフェ
スペースを備えています。
１階から続く吹き抜け空間には、京都の照明機器メーカー「レイゾン株式
会社」が展開する、ガラス製シャンデリア「FEM」が設置されています。調
光機能によりキラキラと点滅する明かりは、冬の北海道を象徴する雪の
輝きを連想させる、幻想的な世界観が表現されています。

【調光・配列を自由にデザイン。吹き抜け空間を華やかに照らすオリジナルシャンデリア】

【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。
「FEM」は、シーンに合わせて躍動感のある光を演出できる独自開発の
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著かせてくれます。
高齢者施設などにも納入実績があり、くつろぎと癒しの空間をつくり出す
照明機器として注目を集めています。
1灯からオーダーが可能なため、商業施設から一般住宅まで幅広くコー
ディネートしていただけます。

FEM
参考小売価格
親機（１灯） ￥41,800（税込）
子機（１灯） ￥30,800（税込）
※天井によって価格が変わる場合がございます。

＜埋め込み仕様＞
□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

▼北海道どさんこプラザ羽田空港店

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

【今話題】Makuakeにて、「スープ賢人」を先行販売中！
人間生活工学から生まれた新提案！スープをもっと深く味わうためのスプーン

【初日で支援目標を達成！大ヒット「カレー賢人」に続く「賢人シリーズ」第２弾を発表】

金属加工で有名な新潟県燕市で、1918年の創業以来、上質なテーブ
ルウェアを提案してきた山崎金属工業株式会社。ノーベル賞授賞式の
晩餐会でもカトラリーが採用されるなど、その高い製造技術は世界にも
認められています。

7月7日よりクラウドファンディング「Makuake」でスタートしたプロジェクト
「スープ賢人」は、食べやすさを極めたスープ用スプーン。
「料理を美味しく食べるには、その料理に相応しい最適な形があるもの」
という発想をもとに、 具材のたくさん入ったスープを美味しく味わうことを
目的に開発されました。

「より美味しく食べられるスプーンのカタチはどのようなものか」
東京都立産業技術研究センターと人間生活工学研究センターの協力の
もと、人間生活工学の観点からスープを食べる手と口の動きを観察して、
徹底的に研究して設計されています。
既存のスプーンの形状イメージにとらわれない独特の形状は、スープを
掬い、口に運ぶまでの一連の体の動きに最適な形状として導き出され
たもの。誰もが使いやすく食事をしながら一切の違和感がない、まるで
手の延長のように体に馴染む、そんな１本を目指しています。

＜「スープ賢人」の特徴＞
①顔の正面の45°の角度からスプーンが口に入り、食べやすい
②傾斜がついていることで、唇がスプーン全体をなぞり具材を残さない
③肘を高く上げる必要がなく、美しい姿勢で食べられる
④深い器からでも具材をしっかりと掬えるハンドル設計

付属専用ケース（洗浄可/持ち運びに便利です）
サイズ：縦220×横65×高さ20mm
重量：16.5g(本体15mm / レスト1.5g)
材質：RiceResin（ライスレジン）
★環境に配慮し、材料の一部に古米を使用しています。

スープ賢人 R45（アールヨンジュウゴ）
サイズ：縦185 × 横(最大幅) 45mm / 重量：51ｇ
素材：18-8ステンレス

ES6R45

https://www.makua
ke.com/project/yam

azakitableware/

スープ賢人 ES6 （イーエスロク）
サイズ：縦185×横(最大幅) 45mm / 重量：48ｇ
素材：18-8ステンレス

★右利き専用の左右非対称な形状。スープを口に運ぶ時の45°の角度に
こだわっています。

★六角形の形は、スープの具材をよりたっぷりと
掬うことができ、一度に「ガッツり」食べたいという
方におすすめです。

▼Makuake
プロジェクトページ

▼現在、monova店頭でスプーンサンプルをご紹介中です

mailto:mori@monova-web.jp
https://www.monova-web.jp/
https://shop.yamazakitableware.jp/
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【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日本のブランドとして、世界中からも評価されています。

■https://ruboa.com/

ミニパック / B-083
価格：￥4,950 (税込）
サイズ：約W15×D69×H88mm
素材：撥水加工牛革
カラー : 全８色*

革手袋の一大産地、香川県・東かがわ市のルボア株式会社が手がけるオリジナル革小物シリーズ「hmny」。熟練の職人が革の
選定から裁断・縫製までを一貫して手がけており、高度な加工技術が随所に見受けられます。軽さにこだわった薄手の革を使用
しながらも、気負わずカジュアルに使えるタフさは大きな魅力です。使用する革には撥水加工が施され、屋外のお出かけシーン
やカフェなどでも気軽に使えます。
2021年7月発表の新作４種は、hmnyのコンセプト「本当に欲しいものを形に」を体現する、気配りの効いたアイテムです。
コンパクトなサイズ感、細部に行き届く便利な機能は、お出かけ時の荷物を軽く、気分をますます軽やかにしてくれます。

「本当に欲しいものを形に」 その想いから開発された「hmny」シリーズ

NEW 新作商品のご紹介

コンパクトで薄型の革小物が、軽快なお出かけをサポート

ブックカバー / N-042
価格：￥6,050 (税込）
サイズ：約W12×D120×H160mm
素材：撥水加工牛革
カラー : 全８色*

靴べら / H-031
価格：￥2,750 (税込）
サイズ：約W8×D30×H128mm
素材：撥水加工牛革
カラー : 全８色*

ノートカバー 大 / N-013
価格：￥8,250 (税込）
サイズ：約W12×D153×H215mm
素材：撥水加工牛革
カラー : BLACK

*カラー : 全８色・・・GREEN / YELLOW / ORANGE / NAVY / LIGHTGRAY / GRAY / BLACK / BROWN

キーホルダーのように携帯で
きるポケットサイズの靴べら。
独自開発の金具部分は、足へ
のフィット感も抜群です。

イヤホン、鍵、目薬などの必
需品の持ち歩きに最適です。
背面にはカラビナが付属し、
ベルトやバッグにも取り付け
が可能です。

さまざまな厚みの文庫本に使
える、シンプルなブックカバー。
一般的な文庫本の厚みから
最大900ページに対応してい
ます。

長くしっかり使える「ITO 
BINDERY NOTE BOOK」を
大切に保護するノートカバー。
内ポケット、ペンホルダーが付
いています。

靴べら / H-031

ブックカバー / N-042

ミニパック / B-083

ノートカバー 大 / N-013

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

