
本セレクションでは、厳しい審美眼を持つお客さまにも喜んでいただけるような、厳選した“メニュー”を紹介していま

す。ボリュームたっぷりのメインディッシュというより、カジュアルなスターター（前菜）のように、どれも良質でシンプ

ルながら、とてもヘルシーで、多様なテイストにお応えするものばかり。これまで同様に、高い技術力と経験を誇るチーム

が“調理”を行っています。ご覧いただいたお客様がおいしそうに、そして魅力的に感じていただければ光栄です。Super
でPopular、そしてSpecialな逸品を余すところなくご紹介いたしましょう。

消費文化に乗っ取った近代産業において、デザインの定義は

「相違」と「対比」に二分されます。車や日用品、コンピュ

ータに代表される大量生産物の産業化にとって、ときに売上

を伸ばし、消費者にアピールするために、デザインはマーケ

ティングや技術開発のためのツールです。確かにこれは事実

ですが、それがすべてではありません。特にイタリアの企業

では、デザインには今の時代性を象徴する新たな美しさや表

現を提示する力があると考えられてきました。

美しさや喜び、幸福などを描き出すことを目的とした古典的

な絵画や彫刻といった具象芸術に代わって、この200年間世

界のクリエイティブの中心はデザインに移行してきたように

思えます。それまで広く理解され、享受されてきた伝統的な

芸術は、次第に不明瞭で難解、一部の特別な人ための概念的

な存在になり、19世紀後半からは敬遠され、その役割もど

んどん現象していきます。一方で、その反動のように芸術家

やギャラリー経営者、美術館や雑誌のディレクターなどが結

託し、どうすればこの閉ざされた扉が引くようになるかを共

に考えるようになってきました。おそらくコンテンポラリー

アートにとってみれば、大衆の好みはあまり重要なものでは

ないのでしょう。古典芸術の衰退に反比例するがごとく、フ

ァッション、映画、ロック、そしてデザインのように、大衆

に積極的に話しかけようとする次世代芸術が生まれます。イ

タリアの哲学者、ジャンニ・ヴァッティモは、より広い大衆

に向けた新しい芸術の在り方であることを強調するために、

これを「商業芸術」と呼びました。



意見を異にする方もいらっしゃるでしょうが、デザイン

のゴールは、常に個人的（exclusive）ではなく、社会的

（inclusive）なものだと考えています。より多くの人に供給

するために、ハイレベルな取り組みが始まります。ときにデ

ザイン開発が早すぎて、世の中になかなか受け入れられない

場合もありますが、十分な研究開発の元、消費者が満足する

最高のクオリティのものを提供するというのがもちろんデザ

インの本質。我々イタリアのデザイン関連企業は、単にデザ

インファンのためのものづくりをしているわけではありませ

ん。世間一般の方々の暮らしに小さな喜びをもたらすことが

本質的な目的。しかし、それを実現するのはそう簡単ではあ

りません。なぜなら我々の仕事のほとんどは、誰も気づいて

いない意識下の欲求を探し出すことにあるからです。私たち

が受けた使命は、未知の可能性を秘めていますが、それは同

時に非常に険しい道のりです。難解かつ危険で、先行きの見

えない仕事ではありますが、実現への道筋が見えたときの興

奮は格別のものがあります。ここで紹介するのは、10数点

のプロジェクトですが、アレッシィがこれまでにその存在意

義をかけて、何千とこなしてきた研究を通じて厳選したもの

ばかり。私にとってこれらのプロジェクトは、次の100年を

かけて研究していく考古学的価値のある遺物にも似た存在な

のです。

──アルベルト・アレッシィ

アレッシィをはじめ、デザインを軸とするイタリアの企業

は、イギリスのアーツ＆クラフツ運動、ウィーン工房、オラ

ンダのデ・ステイル、バウハウスにウルム造形大学といった

デザイン草創期の力強いクリエイティブマインドをしっかり

と把握し、その遺産の伝承者であるべきだと私は考えていま

す。つまり、インダストリアルデザインの分野で活動する我

々は、こうした芸術を仲介する立場にあり、ギャラリストや

美術館学芸員、またはオーケストラの指揮者や映画監督にも

似た存在なのです。現実には、大衆の欲求や夢をプロダクト

デザインのなかでさらに進化させ、生きた言語にしていくた

めの「専門調査機関」といった様相すら呈しています。



CHA
Naoto Fukasawa
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Cha ● ケトル

19×4.3×h22cm - 900ml
本体：18/10ステンレススチール製

取手：熱可塑性樹脂 ○ 25,000円

CHA
Naoto Fukasawa

細部にまでこだわりながら、純度の高いデザインを目指

す、深澤直人がアレッシィのためにデザインしたのはケト

ルとティーポットを融合させた「Cha」。内容量900mlの
本体はステンレス製で、蓋とハンドルには、熱防止のため

の樹脂加工が施されています。底は強磁性ステンレスなの

で、 IHを含むあらゆる熱源に対応するほか、転倒したと

きに湯こぼれがないよう、蓋は本体にぴったりはまる設計

に。ハンドルは可動式ですが、湯沸かし時や注ぐ際には垂

直位置に固定させることができます。付属の茶こしも、好

みに応じてご使用ください。

深澤直人／1956年山梨県生まれ。多摩美術大学美術学部プ

ロダクトデザイン科卒業後、セイコーエプソンを経て、89
年アメリカでIDEOに入社。96年帰国し、IDEO Japanの東京

支社長に就任。2003年に独立し、Naoto Fukasawa Designを
設立。卓越した洞察力と造形力から意識下に眠るデザイン

の本質を探究し、実践している。欧米各国のデザインプロ

ジェクトに関わるほか、国内では良品計画、マルニ木工な

どとの恊働が知られる。2012年からは日本民藝館の5代目館

長に就任。

ケトルとティーポットという2つの異なるアイテムの要素を融合した「Cha」
の誕生により、これまでにもしばしばあったお客さまの要望にようやく答え

ることができました。深澤直人は、私が高く評価し、尊敬するデザイナーの

一人です。彼は、“環境”について雄弁かつ高い志で取り組んでいます。こ

こで言う環境とは、単に再生可能な素材の使用やリサイクルというよく知ら

れた意味合いだけでなく、ミニマルで、静かながら表現豊かな美しさという

意味を示します。日本の伝統美をしっかりと受け継ぐ深澤直人は、デザイン

界になくてはならない存在です。

──アルベルト・アレッシィ



EAT.IT
Wiel Arets
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photo | Santi Caleca

eat.it ● カトラリー（上記の左から）

18/10ステンレススチール製（テーブルナイフとデザートナイフは

スチールAISI 420製）

サービングスプーン 25cm 3,000 円 

サービングフォーク 25cm 3,000
テーブルスプーン 20cm 2,000
テーブルフォーク 20cm 2,000
テーブルナイフ 20.5cm 1,800
デザートスプーン 17cm 1,700
デザートフォーク 17.5cm 1,700
デザートナイフ 18cm 1,500
ペストリーフォーク 19cm 1,800
マキアートスプーン 19cm 1,800
バターナイフ 15cm 1,200
モカスプーン 10.5cm 1,000
コーヒースプーン 12.7cm 1,200
リゾット用のサービングスプーン 22cm 3,500
ケーキサーバー 25cm 4,000
スパゲッティ用のサービングスプーン 28cm 5,000

EAT. IT
Wiel Arets

「eat.it」は、先端部分と柄とのバランスが均等になるよう

な、シンメトリーなデザインメソッドから生まれたカトラリ

ーシリーズです。機能面にもしっかりと配慮しながら生まれ

た8の字を縦に伸ばしたような特徴的なその形は、独創的な

がら柔らかで優しい印象を与えます。

ヴィール・アレッツ／1955年オランダ・ヘールレン生ま

れ。83年アイントホーフェン工科大学を卒業、翌年ヘール

レンににて独立、97年に事務所をマーストリヒトへ移動す

る。95年から2002年までベルラーヘ・インスティチュートの

学部長を務めるほか、世界の多くの大学で教鞭を執る。代表

作に「マーストリヒト美術建築アカデミー」「ロッテルダム

の290戸の高層集合住宅」「ヘールレンの警察署」「AZLオ
フィス」「ヘッジ・ハウス」など。

食の充実は、生活の質の向上に色濃く影響するもの。このカトラリーは、家族や友人とともに楽し

む料理や食事を、機能面からしっかりサポートしてくれます。装飾性を排除する代わりに現代的な

ライフスタイルを取り込み、ユーザーの自由な感覚で、シーンを使い分けられるようにと考えてい

ます。ミニマルになりすぎない程度に無駄を削ぎ落し、脆さは感じられないエレガンス、魅力的

な簡潔さを備えたこのカトラリーは、日常使いから少人数グループのフォーマルな食卓まで、幅広

く対応。まるでカメレオンのようにどのような環境でもナチュラルに対応し、その風景へと溶け込

みます。心のこもった歓迎の印として、是非ともこのセットを使っていただきたい。その優美な姿

が、日々の食卓に幸せな気持ちをもたらしてくれることでしょう。

──ヴィール・アレッツ
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Territoire ● 六角形のトレイ

46×43.3×h1.5cm
18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 24,000円
スチール製・エポキシ樹脂塗装（イエローサンド）○ 15,000円
Territoire Intime ● 五角形のトレイ

36×35×h1.5cm
18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 20,000円
スチール製・エポキシ樹脂塗装（テラコッタオレンジ）○ 12,000円

TERRITOIRE 
TERRITOIRE INTIME

matali crasset

マタリ・クラッセがデザインしたトレイは、大きな六角形の

「テリトワール」と小さな五角形の「テリトワール・アンテ

ィーム」。2つの形と3つのカラーバリエーション（ステン

レス鏡面仕上げ、イエローサンド、テラコッタオレンジ）か

ら、使う人の好みに応じて組み合われば、異なる幾何学形状

が絡み合い、ユニークな表情を見せてくれます。

マタリ・クラッセ／1965年フランス・シャロン・アン・シ

ャンパーニュ生まれ。91年パリ国立高等工芸大学校インダ

ストリアルデザインコース卒業後、デニス・サンタキアラ、

フィリップ・スタルクの元で経験を積み、98年に独立。パリ

の広告代理店「Red Cell」のほか、「Hi Hotel」「Hi Matic」
「casa Hi」「Hi beach」などのホテル、映画館「Nouvel 
Odéon」等の内装設計を担当したことで知られている。

ユニークなヘアスタイル、そして「自分の名前（matali）は常に小文字で

記す」というかたくなな姿勢。これらは彼女がいかに先鋭的なデザイナー

であるかの証でもあります。1990年代以降で活躍するフランス人クリエ

イターのなかで、独自のデザイン言語を操りながら、表層的な形や美しさ

に頼らず、最も実験的な活動を行っているデザイナーと言えるでしょう。

このシリーズでは、従来とは違う生活の在り方や空間の有効な使い方を模

索しながら、モジュール性に優れ、個性的でフレキシブル、かつ独創的な

カラーリングを持つ新しいスタイルのプロダクトを提案しています。

──アルベルト・アレッシィ
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JOY N.3
JOY N.11
Claudio Raimondo



JOY N.3 / JOY N.11
Claudio Raimondo

Joy n.3 ● トレイ〈ø 40×h2.3cm〉 

18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 16,000円
スチール製・エポキシ樹脂塗装（ブラック、ホワイト）○ 12,000円

Joy n.11 ● バスケット〈ø 20.7×h8cm〉 

18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 16,000円
スチール製・エポキシ樹脂塗装（ブラック・ホワイト）○ 12,000円
18/10ステンレススチール製・24カラット金メッキ ○ 45,000円

Joy n.1 ● センターピース〈ø 20.7×h8cm〉

スチール製・エポキシ樹脂塗装（ブラック、ホワイト）○ 18,000円

センターピース「Joy n.1」にカラーバージョンが登場しまし

た。このコレクションは、「skin of the object（物質の肌）」

というテーマに注目したアレッシィが、クラウディア・ライモ

ンドとともに2013年から開発してきたプロジェクトです。ス

テンレス板を常温成形しながら凹凸のついた側面、不規則でギ

ザギザになった縁に仕上げたことで、軽妙ながらまるで熟練の

銀細工職人が手作業で仕上げたような精緻の極みすら感じられ

ます。デザイナーとアレッシィは、何度もやりとりを重ねた結

果、今回ステンレス製の2つシリーズ「Milky White」と「Super 
Black」という新しいラインナップが揃いました。ナノテクノ

ロジーを活用して生まれたこの色は、特徴的な表面の風合いの

美しさをさらに引き出してくれるものになっています。

クラウディア・ライモンド／アンドレア・ブランジやエ

ットレ・ソットサスによって創設されたCDMで経験を積

んだ後、80年代後半に自身のデザインスタジオを設立。

建築、デザイン、リーサチを軸に、特に素材加工法の研

究を熱心に行っている。ミラノ工科大学、ドムスアカデ

ミーなどで授業を担当。

トレイ「Joy n.11」とバスケット「Joy n.3」は、多彩な表情を持つクラウディア・ライモンドのセンターピース「Joy. 1」シ

リーズ最新作です。ステンレススチール製オブジェの形とその装いは、最新の成型技術を駆使したもの。ゆったりとしたゆ

らぎを感じさせるエッジ処理、キラキラと光を反射するその表情は、まるで稀少な素材を使ったハンドメイドオブジェを彷

彿とさせます。デジタル社会のなかで、こうしたデザインの取り組みは、滑らかで自然、ときに結晶のようにも見える、新

たなるステンレスの表現域を指し示しています。

──アルベルト・アレッシィ



NOÉ
Giulio Iacchetti



● シャンパンボトルオープナー 〈18×5×h1cm〉

18/10ステンレススチール製、鏡面仕上 ○ 12,000円
● ボトルラック〈34.5×15.5×h27.5cm〉

スチール製・エポキシ樹脂塗装

カラー：ホワイト・ブラック・ダークレッド ○ 12,500円

Noè  ● ボトルストッパー〈ø5.5×h6cm〉

18/10ステンレススチール製 ○ 5,000円
● ドリップリング〈5.7×4.4×h1cm 〉
18/10ステンレススチール製、鏡面仕上・熱可塑性樹

脂（本体）フェルト（内張）○ 4,500円

NOÉ
Giulio Iacchetti

「Noè」は、ジュリオ・イアケッティによるワインアクセサ

リーコレクション。「Noè」という名前は、初めてブドウを

栽培しワインをつくり出した人物として旧約聖書に登場する

ノア（イタリア語でノエ／Noè）に由来するもので、シャン

パン用のボトルオープナー、液垂れ防止リング、ワイン／シ

ャンパン用のボトルストッパー、モジュラー式のワインラッ

クが揃っています。

ジュリオ・イアケッティ／1966年イタリア生まれ。ミラノ

工科大学で建築を学んだ後、1992年よりインダストリアル

デザイナーとして本格的な活動を開始する。イタリア国内外

の教育機関で教鞭を執るほか、2001年マッテオ・ラグニと

ともにデザインした使い捨てのフォーク「Moscardino」で

コンパッソ・ドーロを受賞。また、イタリアの百貨店、COOP
のために「Design at COOP」展を企画。「COOP Eureka」
のコーディネイターとしても活躍する。

「ノアの方舟」のノアは、単に洪水から動物を救っただけではありません。旧約聖書に記述されているように、世界ではじ

めてブドウ畑を耕し、ワイン醸造を見いだし、泥酔するほど、ワインへの愛着が高かった人物として知られています。酒の

代名詞のように語られることもある“ビールを飲む人間”がたかだか100歳足らずしか生きることができないのに対し、聖

書のなかの話ではあるものの、ワインを愛したノアは950歳まで生きたとされています。これこそ彼の名をシリーズに冠し

た理由です。私たちがワインを貯蔵し、蓋を開け、注ぎ、そして再び保存する度に「Noè」は重宝するでしょう。まるでブ

ドウの実を逆さまにしたような形にスタッキングできるポリアミド製のモジュラーシステムは、ワインを保管するのにとて

も便利。ワインコレクションのボリュームに応じて、横にも縦にもモジュールを追加できるようになっています。ボトルの

形にも似たシャンパン用ボトルオープナーは、コルクを適切にホールドしながらワイヤーをカットします。万が一、コルク

が途中で詰まってしまっても、コルクを挟んで引き抜くことができます。また、ボトルの口からこぼれ落ちる水滴でテーブ

ルクロスが汚れてしまうのは嫌なものですが、石をはめ込んだ液垂れリング防止リングがあれば、もう心配はいりません。

そして、一度開けてしまったボトルワインの風味を保護しするために役立つのが、昔ながらのコルクの形を踏襲したボトル

ストッパーです。

──ジュリオ・イアケッティ



Octave ● パン用のバスケット

41.5×17.5×h4.5cm
18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 15,000円
● センターピース

58×26.5×h6cm
18/10ステンレススチール製・鏡面仕上 ○ 25,000円

OCTAVE
Abi Alice

センターピース「Resonance」（2006年）、バスケット

「Harmonic」（2008年）、「Pianissimo」（2009年）に

続くシリーズとして発表された、アビ・アリスのオブジェ

「Octave」。前作同様、ステンレスシートに切り込みを入

れ、折り曲げ、溶接しただけ。手作業で仕上げることによっ

て、その凛とした風格を生み出しています。音階の定義とさ

れる「2：1」という比率から生まれた究極に美しい楕円形

の器は、センターピースとしてテーブルを彩るほか、食事の

ときにパンなどを置いておくのにもおすすめです。

アビ・アリス／オーストラリア・シドニー生まれ。絵画、彫

刻、写真、音楽と幅広い芸術分野の活動を通して、デザイン

を考えているクリエイターの一人。また、彼女の作品には「

数学」「幾何学」「折り曲げる」「抽象的」「色」「形」と

いう言葉も頻繁に登場する。ロンドンのビクトリア＆アルバ

ート美術館ほか、多くの作品が世界各国の美術館でコレクシ

ョン入りを果たしている。

楕円形の美しさを究極まで突き詰めた「Octave」。さまざまなバランスを持

つ楕円形を何度もドローイングやモデルで試行錯誤し、最終的な形へと導き

ました。自身の作品や絵画、ドローイングをいくつも組み合わせ、その比率

を参考にデザインを行っています。最近は、音楽や数学などと関連している

ことにも気付きました。音楽でオクターブとは全音階における完全８度音程

を示しますが、同時に物理的な振動数は2対1の比率になります。異なるプロ

ポーションのモデルや満ち欠けのバランスを試しながら、私にとって非常に

心地よい形である2対1の比率のなかで、調和の取れた楕円形のセンターピー

スが生まれました。数学や幾何学、音楽や色彩に本質的に存在する美しさに

は、絶えず心惹かれるものがあります。こうした原理は、我々の意識とリン

クし、文化や世代の壁を超え、感情を揺さぶるような可能性までを秘めたす

べての共通言語となるのです。

──アビ・アリス



Fior d’olio ● ポット付きオリーブオイルポアラー

6×5×h8.5cm
グラス、18/10ステンレススチール製・鏡面仕上、

熱可塑性樹脂 ○ 7,000円

FIOR D’OLIO
Marta Sansoni

アレッシィの監修の元、マルタ・サンソーニがデザインした

のは、緑色のガラス容器と可愛らしい表情のボトルキャップ

のセット「Fior d’Olio」。これらは、オリーブオイルの使用

とテイスティングの両面からサポートするアイテムです。オ

リーブの木をイメージしたボトルキャップは、市販のオリー

ブオイルに装着し、そのまま注ぐことができるようになって

います。両方とも食洗機で洗うことが可能です。

マルタ・サンソーニ／1963年イタリア・フィレンツェ生ま

れ。フィレンツェ大学で建築を学ぶ。90年にアレッシィが開

催したコンペ「Memory Containers」に入賞。その後アレッシ

ィから発表した「Cactus!」は人気シリーズとなり、MoMAを
はじめ多くの美術館のデザインショップで販売されている。

イタリア料理の要でもあるオリーブオイル用グッズを、その使い勝手に合わせて象徴的なデザイ

ンに仕上げた「Fior d’Olio」。オイルの元となる実を付ける木の神聖な姿、そして古来から地中

海地域を示すシンボルでもあるオリーブに敬意を払ったものです。注ぎ口が付いたボトルキャッ

プは、オイルの酸化を防ぎながら、好みに応じて適量を注ぐように設計。また、テイスティング

用カップは、プロのテイスティングルールに従い、テスターの鼻にしっかりとオイルのアロマが

漂うように、ボトルの大きさや口径を緻密に計算しています。初搾りのオリーブオイルを連想さ

せるような色をしたガラスボトルですが、もちろんテイスティングには全く支障はありません。

──アルベルト・アレッシィ



Fior d’olio ● ポット付きオリーブオイルポアラー

6×5×h8.5cm
グラス、18/10ステンレススチール製・鏡面仕上、

熱可塑性樹脂 ○ 7,000円

Quattro muri e due case ● トレイ

46.6×36.6×h3.8cm 
竹材 ○ 17,000円

QUATTRO MURI E DUE CASE
Michele De Lucchi

photo | Santi Caleca

ミケーレ・デ・ルッキ／イタリア・フェッラーラ生ま

れ。76年フィレンツェ大学建築学科卒業後、スタジオ・ア

ルキミアに参加。81年エットレ・ソットサスらとともにメ

ンフィスを結成。84年には自身のスタジオをミラノで設立

する。イタリアの多くのメーカーとともに恊働を手がけるな

か、90年以降はプライベートブランド「プロドゥツィオー

ネ・プリバータ」を立ち上げ、熟練の職人たちによるものづ

くりを追究している。

時間の経過とともに、風合いを増していく木や石、鉄といっ

た素材。自然の摂理を受け入れるその姿に、物事の本質を見

いだすデ・ルッキ。「クアトロ・ムーリ・エ・ドゥエ・カー

ゼ（4つの壁と2つの家）」と名付けられたこの竹製トレイ

にも、同様の思いを抱きながら、美しいストーリーを描き出

しています。

壁で囲まれた土地を挟むように、両側に建てられた二つの小屋。ただ、それだけ。小屋は持ち手として機能し、壁は上に乗せ

たものが滑り落ちないようにストッパーの役目を果たします。竹製のトレイは、ランドスケープそのもの。のどかで質素な田

舎の農村で、善き農夫が素敵な土地を見つけた。彼は、土地を開墾し、耕し始める。取り除いた石で壁を築き、農具と収穫物

のための小屋を建てた。彼が収穫したものとは……夢、幻影、空想、愛、記憶、それとも希望なのでしょうか。

──ミケーレ・デ・ルッキ



PETNIC
Mirriam Mirri

photo | Diego Alto

PetNic ● ペット用品バスケット

36×24×h13cm
熱可塑性樹脂・グレー、グリーン、ピンク

12,000円

エサやりや日頃の世話だけでなく、散歩もペットライフの愉しみの一つ。改めて可愛いと思ったり、言うことを聞かないこ

とにイライラしたりもしながら、互いに思いやり、理解し合いながら、喜びを分かちあう。「PetNic」は、あなたのベスト

フレンドでもあるペットとのお出かけ時に持ち運ぶ、さまざまなアイテムのためにデザインしたバスケットです。ハンドル

付きのアイテムといえば、バスケットのだけでなく、ラジオやランプ、ポータブルレコードプレイヤー、やタイプライタ

ー、ツールボックス、電気機器、カバン、ペット用キャリーバックなどなど、たくさんあります。こうしたものに共通して

いるのは、移動のために便利で持ち運びやすいということ。そして、自由な感覚でいるということだと思うのです。

──ミリアム・ミッリ

ミリアム・ミッリ／1964年イタリア・ボローニャ生まれ。

Superior School for Anatomic Designを卒業後、レッジョ・

エミリアのUniversità del Progettoにてコミュニケーション

とデザインを学ぶ。ロンドンのナイジェル・コーツの元で働

いた後、長年に渡り、ステファノ・ジョヴァンノーニのア

シスタントとして活躍。マンダリナ・ダック、三菱、United 
Petsといった企業と恊働する。また、母校であるUniversità 
del Progettoで教鞭を執っている。

豊かな創造力で多彩なデザインに取り組むミリアム・ミッ

リ。彼女がアレッシィのために手がける人気のペット雑貨

に、新しく「PetNic」が加わりました。PetNicは、おもちゃ

やリード、ビニール袋といったペットとのお出かけに必要な

アイテムを収納するのに便利なバスケット。蓋や内部の仕切

りは取り外し可能で、蓋はそのままエサ用のトレイとしても

使えます。ハンドルは可動式で、垂直にして軽く押すとロッ

クします。ペット同伴でなくとも、お弁当や飲み物を入れ

て、友だちとピクニックに出かけるのも素敵かも。



PetNic ● ペット用品バスケット

36×24×h13cm
熱可塑性樹脂・グレー、グリーン、ピンク

12,000円

AL28001 ● ø 4cm AL28020 ● ø 3.2cm AL28021 ● ø 3.2cmAL28000 ● ø 4cm AL28002 ● ø 4cm

L’OROLOGIO
Frédéric Gooris

腕時計の本質的な要素をうまく抽出しながら、まるで一筆書

きのようにすっきりと、すべてのコンポーネントをシンプル

でエレガントな二次元的なフレームのなかに閉じ込めた「ロ

ロロッジオ」。特徴的な薄いフレームと大きな目盛りは、新

しい形だけでなく、これまでにない時間の感覚を提供してく

れることでしょう。クラシカルながら、流行に左右されない

デザインは時間も見やすく、清潔な印象を与えます。

──フレデリック・グーリス

フレデリック・グーリス／1974年オランダ・リューヴェ

ン生まれ。89年アントワープ大学を卒業、翌年ミラノに渡

り、ドムスアカデミーのデザインコース修士課程を修了。フ

ィリップ・スタルクやステファノ・ジョヴァンノーニの元

で、アレッシィのほか、ターゲット、マジス、日産などの仕

事に携わる。2004年にミラノで独立。09年には、子供用家

具のブランドBomboiも立ち上げる。10年以降、香港に拠点

を移し、世界各国のプロジェクトに参加している。


