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Collezioni コレクション — 
34 人のデザイナー、

21 種の素材、48 通りの仕上げ加工、
19 種の技術、32 色のカラーリング、

59 の照明シリーズ、213 の照明モデル。

集合 — 
34位设计师,

21种材料,48种饰面,19种技术,
32种色彩,59个灯具系列,

213种不同的型号。
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JP → フォスカリーニ社はカルロ・

ウルビナーティとアレッサンドロ・ヴェッ

キアートの二人による直感から生まれたブ

ランドで、それに関わる人々の情熱やエネ

ルギー、そして才能により成長を遂げてき

ました。

CN → Foscarini由 Carlo 
Urbinati和 Alessandro 
Vecchiato两人共同创立， 创立之
初，Foscarini就聚集了一批积极、热情
和充满才华的人，从而促使了Foscarini 
在现代设计装饰灯具品牌中异军突起，不
断发展壮大。
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JP → フォスカリーニ- 照明にかけ

る情熱

フォスカリーニの照明モデルには、それ

ぞれにストーリーや特別な個性があり、照

明というアイディアを明るく近代的な空間に

昇華させます。その背景には日々、頭と心と

手を使ってひとつの空間を照らし出そうと

する人々の努力があります。技術革新を追求

しつつも決してそればかりが主張しない、シ

ンプルでありながらも紛うことなきフォルム

を目指しています。

デザインカルチャーの構築

照明デザイン以外に、フォスカリーニで

はあらゆる表現媒体におけるデザインカル

 

チャーを支援しています。当社で創立･維 

持･推進し、ベッペ･フィネッシにより運営さ

れているBookzine Inventario は、

企業の縛りからは完全に独立したデザイ

ン、建築、アートシーンの展望に特化した

もので、イタリア工業デザイン協会コンパッ

ソ･ドーロ賞を受賞しています。さらに、創

造･芸術的な展示法をもってして、ニューヨ

ークのTwice Light 写真プロジェクトか

ら、ミラノ･トリエンナーレにおけるテーブル

ランプLumiere の25 周年記念式典ま

で、あくなき挑戦は刺激的かつ魅力に溢れ

ています。

CN → Foscarini, 对光的热爱
Foscarini每款产品都有着自己独

特的故事和个性，让光的创意变成“被启
迪”的空间。在其背后是每天为其付出的心 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
灵、大脑和双手，以及一群不断构想新的
方式来点亮氛围的人。在不落痕迹的技术
创新中探寻着对光的热爱。

构建设计文化
除了诠释灯光设计，Foscarini

也支持设计文化的方方面面。通过由创
刊、积极推广，并由Beppe Finessi 
执导的Inventario杂志：一本从设
计，建筑和艺术场景的视角，完全独立
并不受企业约束的刊物，荣获了ADI 
Compassod’Oro 意大利金罗盘
奖。在创意和艺术装置领域，从Twice 
Light纽约摄影项目到Lumiere25周
年在米兰三年展设计博物馆的展出。持续
创作，不断地激发和超越自我。

Allegro —  
アトリエ・オイ、2007 年

Atelier Oï, 2007
p. 160

JP → 光と影

Allegro は光と影のシンフォニー。

一見するとまるで何かの楽器か、あるいは

今にも飛び立ちそうな装置のよう。しかし

Allegroには、照明・装飾として特別な要

素があります。

グラビティ

Allegro は、アルミ製チューブから成

る細いラインを組み合わせて、サスペンショ

ン構造と非物質的な三次元形状を作り出し

ています。そこから放出される光は、まるで

影遊びのような神秘性で空間を彩ります。

ミュージカル

Allegro は、その名前の由来である

音楽記号のごとく、快適で親密、ロマンチッ

ク、あるいは荘厳な雰囲気の空間のどれに

でもしっくり合います。

CN → 光和影
Allegro，是光和影的交响曲。乍一

看，它可能像是某种乐器或是一个惊人装
置悬在半空，但事实上Allegro以一种非
常特殊方式来照亮和装饰空间。

重力
Allegro 是由铝制细管形成一个悬

浮和抽象三维体，当光通过它投射到房间
里，影子如同被施了魔法般点缀其中。

音乐

犹如音符，Allegro没有边界，无论
是舒适温馨，浪漫还是雄伟。 Allegro
和Allegretto Ritmico，Vivace和
Assai都可以在家居和公共环境中单独
使用，也可以多种组合使用。

Aplomb —  
ルチディ& ペヴェレ、2010 年。

Lucidi & Pevere, 2010
p. 168

JP → エッセンシャル

近代的な建造物に用いられる表面の粗

いコンクリートを使用し、スレンダーで洗練

されたフォルムのランプを作ってみたいとい

う願いから生まれたAplomb は、その発

表以来大きな成功を収めています。

手細工

Aplomb はイタリア人職人の手作業

でのコンクリート加工により製造されていま

す。作製にあたっての大きな課題は、肉厚の

薄さ、軽量さ、そして手触りの良い表面テク

スチャにありました。これらを実現できたの

は、ひとえに職人の丹念な努力の賜物であ

り、素材に対する深い造詣は型に流し込ま

れるコンクリート混合物の滑らかさを見れ

ば明白です。

特殊コンクリート

同じ素材を使用することにより、フォ

スカリーニ社ではより小型のAplomb 
mini もシリーズに加えており、単体で、ま

たはオリジナルAplomb や、大型で形

状も異なるAplomb Large との組み

合わせでアレンジが可能です。Aplomb 
Large は、ランプ本体部に内蔵された

LED ライトが直下方向を幅広に照らし出

し、オリジナルAplomb のスポットライト

方式とは一線を画しています。

CN → 必需
Aplomb的诞生源于设计师对使用

混凝土这种大型当代建筑原料来创造一
个轻盈纤细、形状精巧的物品的渴望。自
问世以来已取得巨大的成功。

手工制作
Aplomb是由意大利的专业匠人，

以手工加工混凝土为基础制成。这个项目
的核心挑战是获得超薄的厚度，轻巧的形
状和富有质感的表面，以及细腻的触感。 
这一切都得益于对原材料的精心处理和深
层的了解，从而使得特殊配方的混合原料
能够顺利地浇注入铸件。

特种混凝土
使用相同的材料，Foscarini推出

了一个更小的版本－Aplomb mini－
可以单独使用或与Aplomb原版及
Aplomb Large组合使用，Aplomb 
Large 体量更大并有着不同的形状和
用法。Aplomb Large配有内置的
LED光源，光束能打亮更宽广的面积，
而原版的Aplomb强调的则是它的局
部重点照明。

Bahia —  
ルチディ& ペヴェレ、2010 年。

Lucidi & Pevere, 2010
p. 324
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JP → 詩的

Bahia はチャーミングで上品。照明

としての機能性はもちろん、詩的で魅力溢

れる存在感は空間の演出にもぴったり。3 

種類のディフューザーを非対称的に重ね合

わせ、さらに表面凹凸を交互に組み合わせ

ることで生み出された光と影の調和はまる

で、上空から孤島を見下ろすかのような錯覚

を起こさせます。

反射

完全なまでに白く純粋で、そして絶対

的。Bahia は表面積が大きくも、その肉厚

は極薄くデザインされており、そこから放た

れる全体に丸みを帯びた光が壁に反射され

て空間に拡散されることで、驚くべき視覚的

な深さを与えます。

構成

単体で、または多灯構成でアングル

を変化させることにより、視覚的にも楽し

い- Bahia のオリジナル性はどんな空間

でも光ります。

CN → 诗意
Bahia，迷人而优雅。照明的同时也

在以它的柔和、诗意和无限迷人的魅力装
点着四周：这就是Bahia妩媚的承诺。通
过简单重叠三层灯罩产生的和谐的光和
影，刻意的不对称性和交替起伏的表面，
呈现出有如俯瞰的岛屿形状。

反射
绝对而纯净的白，能覆盖足够大的面

积，却只有最薄的厚度，Bahia呈现着着
绝妙的视觉深度，从中心投射光线并反射
到墙上，继而扩散到周围的环境。

组合
单独或在多个组合使用，改变角度

就能创造出不一样的平面效果。Bahia
迷人的光线中，一种回归自身的情感弥
漫空间。

Big Bang —  
エンリコ・フランゾリーニ& ビセンテ・ガル

シア・ヒメネス、2005 年。

Enrico Franzolini with 
Vicente Garcia Jimenez, 
2005
p. 180

JP → 爆発

Big Bang は爆発的な力。現代ア

ートや最先端建築に触発された、これほど

に斬新なアイディアを大人気のランプとし

て実現できるのは、フォスカリーニ社だけ

でしょう。

彫像的

Big Bang は複雑に交錯するメタク

リル樹脂スラブとアルミニウム塗装プレート

から構成され、光と影、直接照明とそこから

反射する光の相互作用を作り出します。

シグナル

光の演出効果は、二色構成によりより

顕著なものになり、あるいはホワイトの単

色により柔らかな色合いを持たせることが

できます。このランプシリーズはどんな環境

にあっても埋もれてしまうことがありませ

ん。LED バージョンでは、この光の存在感

に加えて優れたエネルギー効率のメリット

も加わります。

CN → 爆炸
Big Bang，爆炸力。只有

Foscarini能够成就这一个以当代艺术
和前卫建筑为灵感的极端和创新的想法，
并让它成为一盏非常成功的灯。

雕塑性

Big Bang由工业树脂和上漆铝
制成，纵横交错的形状有如爆炸物凝固
半空，层层叠叠的光影投射与反射交织
互动。

暗号
这种效果在双色版本中进一步被强

调，也许是纯白让色调更加柔和。这是
一款在任何环境下都无法被忽视的灯。
使用LED的新版本更为它唯美性的存
在赋予了高能效的特性。

Buds —  
ロドルフォ・ドルドーニ、2016 年。

Rodolfo Dordoni, 2016
p. 036

JP → 色彩豊か

1990 年代、ロドルフォ･ドルドーニ

は、フォスカリーニ社向けに明るく着色され

た吹きガラス製のテーブルランプ、フロアラ

ンプ、サスペンションランプの一大コレクシ

ョンをデザインし、それぞれに自然界の要

素名を与えました(Fruits 、Blossom 
、Buds)。

希少

現在ではBuds はスタイルを刷新し、

洗練された円熟味と素材に重点を置いた現

代的なテイストを持っています。今でもデザ

インの主役は手細工の五層吹きガラスで、

ディフューザーの大胆なカットによってその

存在が際立ちます。ストローイエローの内

面仕上げに加え、コールドブラウン、コール

ドグレイ、バンブーグリーン、ウォームホワイ

トの色を揃えており、点灯時温かく、消灯時

にはクールな色合いという二元的な味わい

があります。

CN → 丰富多彩
在20世纪90年代，Rodolfo 

Dordoni 为 Foscarini设计了一系列
台灯，落地灯和吊灯，使用色彩鲜艳的吹制
玻璃，并以大自然为它们命名：Fruits (果
实), Blossom(盛开), 和Buds(花蕾) 。

珍贵
今天，Buds（花蕾）有了新的造型，

诠释了当代风格又不失精致优雅，注重
材质。设计精巧之处仍是吹制玻璃工艺，
变大的灯罩开口让纯手工制作的5层吹制
玻璃得以展现眼前。可选择的颜色：冷棕
色、冷灰色、竹绿色和暖白色。稻草黄色
的内层为Buds带来“双重性格”：当灯亮时
是暖色调，熄灭时则是冷色调。

Caboche —  
パトリシア・ウルキオラ&
エリアナ・ジェロット、2005 年。

Patricia Urquiola with 
Eliana Gerotto
p. 192

JP → 宝石

Caboche は珠玉のデザイン。女性

というのはどんなときでも予期せぬ物事を

最大限に活かす術を持っています。この「女

性」が二人のデザイナーとして出会い、互い

の創造性を掛け合わせて、魅力的で人懐こ

いランプCaboche が生まれたのです。

光輝

そのフォルムは真珠のブレスレットにヒ

ントを得ており、煌びやかで透明な球体の

集合体を構成し、ダイヤモンドのように輝き

ながらも、軽量で耐久性に優れています。近

代的なポリメチルメタクリレート(PMMA)
材を使用しており、カラーはクリアまたはイ

エローゴールドをラインアップ。

クリア

球体を組み合わせた本シリーズは、小

型のサスペンション型から大型のランプま

で、実に多様なサイズの構成が可能です。光

り輝く宝石のようなランプは、まったく異質

な環境空間にあっても魅 力を放ちます。

CN → 珠宝
Caboche，珠宝设计。 女人总是

知道如何充分利用意外。 当这些女人是
两位设计师时，她们的双重创造力无可避
免的造就了一个最令人惊讶和陶醉的作品: 
Caboche。

辉煌
它的灵感来自一个珍珠手镯，最终

展现眼前是犹如钻石般晶莹剔透的灯
具。轻便耐磨的特性来自现代的新型材
料：PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)。有透
明或金黄色两个版本。

透明
Caboche可以灵活地组合成各种

尺寸，从小吊灯到大型装置，让这些不可
抗拒的宝石散发着光芒，为最不一样的场
景注入非同一般的魅力。

Havana —  
ジョセフ・フォラキス、1993 年。

Jozeph Forakis, 1993
p. 106

JP → 個性

Havana は画期的なランプ。上品

なリビングから人気レストラン、またはプー

ルサイドなど多種多様な空間に溶け込み

ます。まるで葉巻のようなテーパー形状を

持つHavana はどんな空間にもマッチ

する時代を超越したスタイルが特徴的で、

暖かく満ち溢れる太陽のような光を作り出

します。

あらゆる空間に

当シリーズは軽量で耐久･耐摩耗性に優

れた再生利用可能なポリエチレン素材を使

用。Havana はフロア、ウォール、サスペ

ンションの各バージョンがあり、屋内外用途

で独立型ランプまたは魅力的な多灯構成で

の使用ができます。

アイロニー

Havana はニューヨーク近代美術館

の常設展に参加するという快挙を成し遂げ、

フォスカリーニ社の歴史の中でも顕著な成

功例であり、洗練されたデザインがいかに

親しみやすく、気軽でアイロニーの味わいを

持つことが可能かを示しています。

CN → 个性
Havana, 一盏具有革命性的灯，你

能在任何地方看见它：有格调的客厅，时

007Collezioni — 2017



髦的餐厅或是泳池边。让人联想到雪茄的
Havana不愧是一个经典的设计，完美的
融入任何环境，给空间带来温暖、和煦犹
如阳光般的氛围。

无处不在
它由白色聚乙烯材料制成：一种质

轻，耐用并可回收的材料。Havana有落
地灯，壁灯和吊灯，可放置室内或室外，建
议既可单独摆放，也可多个组合使用。

有趣
Havana荣幸地成为了纽约现代

艺术博物馆永久收藏之一，而它的确是
Foscarini最大的成就之一：哪怕最为
繁复的设计也可以兼顾轻盈体态和金属
质感。

Kurage —  
ニケット + Nendo、2015 年。

Nichetto + Nendo, 2015
p. 052

JP → 詩的なまでの軽さ

軽量で詩的。Kurage テーブルラン

プは、イタリア人デザイナーのルカ･ニケット

と、日本人建築家佐藤オオキが主宰するデ

ザインオフィスNendo の合作です。

洗練された素朴さ

最上級の日本和紙を使用したこのラ

ンプは、その名称の通り、海中の淡い光の

中を踊るように泳ぐ海洋生物クラゲに由来

する外観です。ディフューザーは、影ので

きないよう特別にデザインされたクリアな

構造の上に覆い被せるだけというシンプル

なもの。

和紙

Kurage は、業界唯一の手漉き立体

和紙製造の谷口･青谷和紙(株)が発展させた

特殊な漉き技術により実現されました。楮(

コウゾ)の繊維で漉かれた和紙は滑らかな感

触を持つと共に多孔性で、光を通すことでく

つろげる快適な、そして情緒豊かな空間を

作り出し、人々を魅了します。着色アッシュ

ウッドのスレンダーな四脚、白色セラミック

ランプホルダー、紙繊維ソックで包んだ電

気ケーブルがその他の構成部品です。

CN → 诗意轻盈
意大利设计师Luca Nichetto和

由日本建筑师Oki Sato创立的多元工作
组Nendo 的共同努力下，诞生了一款轻
盈，诗意，手工打造的产品。它就是全新的
Kurage台灯。

精致简约
Kurage在日语中的意思是水母，使

用日本最精细优质的和纸创造出类似于海
洋生物般的灯，穿梭于海中伴随着光晕翩
翩起舞。灯罩轻巧地站立在专门设计的透
明结构之上，丝毫看不到阴影。

和纸
Kurage是由AOYA开发的一种非

常特殊的工艺技术制造的，AOYA是在日
本鸟取市手工制作的3D和纸的唯一制造
商。含有桑树纤维的和纸触感柔滑兼具穿
透力，光线透过它晕染出的轻松、舒适和
感性，伴随着情感和理性。 四根纤细的自
然色白蜡木腿与一个白色陶瓷灯座支撑着
整个台灯，电线由纸纤维包裹。

Lumiere —  
ロドルフォ・ドルドーニ、1990 年。

Rodolfo Dordoni, 1990
p. 058

JP → ベストセラー

Lumiere は必須のベストセラー。ベ

ッドサイドランプの原型は、17 世紀のパリ

において発明され、以来幾多の変遷を遂げ

てきました。1990 年、一人のデザイナーと

イタリア企業の邂逅が、照明産業における

新たなアイディアLumiere を生むきっか

けとなりました。

エレガンス

従来のベッドサイドランプの刷新法は

スマートなもので、各色揃えられた貴重な吹

きガラス製ディフューザーは、ガラス内面の

特殊層により、暖かく穏やかな放光を実現

し、さらに特徴的なアルミダイカストの三脚

を組み合わせています。

生誕25 周年

Lumiere には驚くような逸話がつき

もの。その誕生から25 周年を迎え、つや消

しを施したガラスディフューザーにより内部

の光源を一瞥することができるLumiere 
の記念バージョンが発表されました。

CN → 畅销品
Lumiere，一个必买的畅销品。 

床头灯是在17世纪的巴黎发明的，它经
历了无数的演绎。1990年，一位设计
师和一个意大利公司之间的一次相遇，
创造了照明行业一个全新理念，它就是
Lumiere。 

优雅
它的博学和世故赋予了经典的床头灯

新的气质，珍贵的吹制玻璃的面罩有不同
的颜色选择，特殊内层结构使光线更温暖
柔和，铝制压铸的三脚灯架更是让人过目
不忘的经典细节。

25周年
Lumiere 延续着美丽而与众

不同的故事。为庆祝面世二十五周
年，Lumiere推出了特别版。经过特殊
金属处理的灯罩带来全新的灯光体验。

Mite —  
マーク・サドラー、2000 年。

Marc Sadler, 2000
p. 118

JP → 研究

Mite は架空の個性。スマートで洗練

され、そして紛うことなき独自性を持ってい

ます。しなやかなフォルムはガラス繊維織物

と、帆艇やゴルフクラブの製造に用いられる

ハイテク素材である炭素繊維(Kevlar ®)に包

まれています。

イノベーション

この画期的なアイディアにより、Mite 
はそのサスペンション版であるTite と共

に、世界的に権威のあるデザイン賞である

ADI コンパッソ･ドーロ賞を授与されまし

た。このランプシリーズは照明業界のアイコ

ンとも呼べる存在となり、さらにLED バー

ジョンでは、環境への配慮という魅力がプラ

スされています 。

CN → 研究
Mite，谜样的个性。婀娜、优雅和

稳重。无论开着或关着都无法被忽视。
外层的高科技玻璃纤维和碳纤维（或凯
芙拉®纤维），同样用于建造帆船和高尔
夫球杆。

创新
这种绝对的创新让Mite与其吊灯版

本Tite当之无愧的获得了全世界最负胜
名的设计大奖之一：ADI Compasso 
d’Oro 意大利金罗盘奖。它已经成为当

代灯具届的佼佼者，LED技术令它表现出
更加令人眩目的光彩，并且更加环保。

Orbital —  
フェルーチョ・ラヴィアーニ、1992  年。

Ferruccio Laviani, 1992
p. 124

JP → 彫像

Orbital は家庭的な彫像。芸術的

オブジェのような外観。1992 年の発表

当時からデザイン業界でも稀有な存在と

して知られ、郵便切手のモチーフにもなっ

たほど。

マルチカラー

銀河系からのインスピレーションを受

け、塗装処理した金属構造上にシルクスク

リーン印刷を施したガラスプレートが取り付

けられ、その外観は非常に魅力的です。ホワ

イトとマルチカラーの二色展開で、明るく美

しいフォルムはシンボル的存在として非常に

華やかに空間を彩ります。

創造性

電球が目に見えるデザインはこのフロ

アランプのなくてはならない要素で、いかに

もイタリア的な創造性やデザインの文化を

反映しています。

CN → 雕塑
Orbital，家居雕塑。它是一盏灯还

是一个艺术装置？Orbital于1992年问
世就被设计界中视为独特之物，甚至出现
在邮票上。或许，Orbital两者兼是。

斑斓

灵感来自宇宙星系，白色或彩色的丝
网印玻璃搭配喷漆金属结构渗透着工业
气息。以明亮而唯美的方式，Orbital将
明确的视觉信号发送在这个空间维度，
蔚为壮观。

创造力
灯泡外露是整体设计概念的一部

分，这是典型的意大利创意和设计文化
的表达。

Rituals —  
ルドヴィカ

+ ロベルト・パロンバ、2013 年。

Ludovica + Roberto 
Palomba, 2013
p. 074

JP → 神秘的

Rituals は近代的ランタン。東洋文化

の軽量なわら半紙提灯にインスピレーショ

ンを受けながらも、西洋の伝統である貴重

な吹きガラスを用いています。Rituals ラ
ンプはあらゆる境界を超え、組み合わせや

環境に縛られることのない美しく詩的な言

葉で語りかけてきます。

多彩な活躍

異色ながらも近代的な形状を持つ

Rituals シリーズは、サスペンションやテ

ーブルランプからウォール、シーリングタ

イプまで、複雑なコンポジションを作り出

すことができます。さらに、複合キャノピー

により9 灯までの多灯吊りにすることも可

能です。

職人の技巧
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細い刻みの入った表面はくしゃくしゃに

なった紙や、すりガラスを彷彿とさせ、そこ

から生み出される親密で心地良い光は、近

代的な生活習慣に寄り添ってくれます。

CN → 奇妙
Rituals，摩登灯笼。其外形灵感源

自于东方的传统米纸制作的灯笼，材料则
采用传承千年的西方的手工吹制玻璃。 
Rituals述说着一种没有界限的永恒的语
言：美丽、诗意、随意的搭配和布置。

多变
从吊灯、台灯、到壁灯和吸顶灯，形状

各异却又相辅相成，这个的大家庭的成员
带来了多种组合的可能性。此外还能搭配
可整合最多9个吊灯的顶灯底座。

精工细作
表面纤细的雕刻纹理让人想起皱纸

和磨砂玻ì璃，散发着微妙而亲密的光芒 
，适合每一个与众不同的个性。

Spokes —  
ガルシア・クミニ、2015  年。

Garcia Cumini, 2015
p. 234

JP → 遠近法でみるボリューム

Spokes は自転車の車輪のスポーク

から着想を得たもの。スレンダーな金属棒

には明確な機能があり、それと同時に稼動

時にはグラフィックアートのようにも見えま

す。湾曲するフォルムの反復により、東洋の

ランタンや鳥かごを彷彿とさせる、柔らかく

軽い仕上がりとなります。

光と影

この吊るし構造内にはフォスカリーニ

社で開発したデュアルLED 回路が組み込

まれており、ランプの直下方向およびその周

辺を暖かな太陽のような光で照らし出し、

空虚さや充実そして影の効果を幻想的な幾

何学模様で表現します。

幻想的

異なるフォルム、色、サイズを組み合わ

せることにより、家庭や公共の空間におい

て無限の視覚･放光パターンを作り出すこと

が可能になります。Spokes のシリーズ

には、さらに大きく劇的なイメージを与える

Spokes L バージョンがあり、天井の高い

広々とした空間にぴったり。

CN → 透视容积
Spokes来自于对自行车轮辐的观

察。纤细的金属条不但具有精确的功能，
同时也代表运动的图线。通过读取这些曲
率和重复的标记，一个柔软，轻盈的形状
呈现在眼前，让人想起东方灯笼或鸟笼。

光与影
内部安装了Foscarini开发的特殊

双LED电路，令温暖的光线如太阳般照亮
下方，渗透四周，虚虚实实光影交错勾画
出梦幻的几何网格。

魔法
通过组合不同的形状、颜色和大小，

可以创造无穷无尽的视觉和光场景，将视
觉效果带到居住或公共环境。Spokes系
列还包括Spokes L版本，更大，更引人
注目，适合大面积或挑高天花板的空间。

Tartan —  
ルドヴィカ

+ ロベルト・パロンバ、2015  年。

Ludovica + Roberto 
Palomba, 2015
p. 246

JP → 模様

Tartan は、スコットランド伝統の

キルトを踏襲しており、十字に交差する模

様は変幻自在の幾何学モチーフを生み出し

ます。デザイナーのルドヴィカとロベルト・

パロンバは、フォスカリーニとのコラボを通

じて、1998 年にDom モデルから始ま

りRituals シリーズへと進化した吹きガ

ラスランプのラインアップ幅をさらに広げ

たのです。

洗練されたガラス

Tartan サスペンションランプの吹き

ガラス製ディフューザーは、ガラスをモール

ド内部に吹き入れることで線やひだなど、ス

コットランド織物を髣髴とさせる模様をつ

けています。ガラス表面には酸を利用したエ

ッチングの技術を使い、柔らかな質感をプ

ラスすることでまるで織物のような外観を与

えています。

個性

このように素材にこだわった魅力的な

個性を持つTartan は、マットな質感のガ

ラスから漏れ出す光が暖かく空間を包み込

むと共に、ランプ直下方向の照明としても優

れものです。

CN → 花样
格子呢毋庸置疑是苏格兰羊毛短裙

的设计特色，垂直十字交叉花样产生不断
变化的几何图案。受其启发，Ludovica
和Roberto Palomba与Foscarini
一起，从1998年的Dom款式开始，接着
是Rituals家族系列，创造了更多以吹制
的玻璃为主题的灯具系列。

深不可测 的玻璃
Tartan吊灯的玻璃灯罩是在刻有设

计图案的模具中，通过手工吹制而成，使
它的纹路肌理更饱满，呼应了苏格兰织布
风格，一场光影的图形游戏。 酸蚀刻技术
的使用也给玻璃的表面带来了仿佛布料般
柔软的感觉。

个性
相当富有吸引力的个性，Tartan透过

哑光玻璃带来一种温暖、充盈的光线，同
时也确保了下方的良好直接照明。

Tress —  
マーク・サドラー、2008 年。

Marc Sadler, 2008
p. 132

JP → オリジナル

Tress は織物であると共に支持構造

であり装飾品。オリジナルの照明アイディア

が形を得て、照明デザイン業界ではすでに

象徴的存在です。

手細工

満たされた、あるいは空っぽの空間、そ

して光と影の純粋なる交錯- Tress は手細

工の結晶です。コンポジット材繊維帯をラン

ダムに織り込むことにより生み出され、暖か

く幻想的な空間を作り出します。

最新カラー

クリムゾンレッドは火山のごとく、イン

ディゴブルーで驚きの要素を、そしてグレー

ジュ(グレーとベージュの中間色)で極めて現

代的なタッチに- Tress は家庭や公共の場

に新しいニュアンスをもたらしてくれます。

カラーは白と黒のバージョンも合わせて5色

で、それぞれの個性が光ります。このランプ

シリーズは幅が広く、多灯設置や照明展示

のプロジェクトなどにも最適です。

CN → 原创
Tress既是一种编织，同时也具有

支撑和装饰的作用，它为原始照明理念赋
予了形象，并已成为照明设计领域中的一
个标志。

手工制作
一个纯粹的充盈与空灵、光与影的互

动，Tress是手工制作加工的产物。通过
编织复合材质，循序看似随机的图案创造
成形，为房间带来温暖和奇妙的气氛。

最新的颜色
如火山般的绯红，令人惊艳的靛蓝和

极具现代格调的暖灰－一种介于灰色和米
色的色调 -Tress为家居和公共空间带来
了新的定义，加上经典的黑色和白色，总
共提供五款选择，每款都有自己独特的魅
力。这个Tress大家族特别适合多款搭配
组合，或参与到灯光项目当中。

Tuareg —  
フェルーチョ・ラヴィアーニ、2013 年。

Ferruccio Laviani, 2013
p. 140

JP → 連綿と伝わるもの

Tuareg は新しい照明の形。アフリ

カ大陸の遊牧民トゥアレグ族独特の枝、竹

などを組み合わせた原始的な構造が、驚く

ような革新的建造物になることからヒント

を得たフロアランプ。

幾何学的

一見すると無秩序なようでいて、実際

は非常に機能的なTuareg は、アルミ製

チューブが三次元の幾何学フォルムを形成

し、スイッチひとつでオン･オフ可能なLED 
ライトは360°の角度調節に対応し、無限

のライティングのバリエーションを作り出

します。

グラフィック

特筆すべきはそのフォルムやライティン

グだけに留まらず、色も重要な要素。上品な

ブラックはどんなシーンにも適し、また明る

いオレンジ色は従来の型にはまらない環境

に馴染みます。

CN → 祖先
Tuareg，一种新的照明模式。这款

落地灯的灵感源自部落文化中，以枝条或
竹杆捆绑构建原始建筑的惊人和创新。 

几何
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看似杂乱无章，但在实际上非常实
用，Tuareg是由铝管塑造而成的一个三
维几何形状，LED光源开关只需一下简
单的触碰动，并可360°调整，创造无限
的可能性。

图形
对Tuareg来说重要的不仅是形状

和光线，还有色彩：优雅的黑色是适合所
有场合的完美搭配;而明亮的橘色带来的
工业化气息则适合不太传统的场景。

Twiggy —  
マーク・サドラー、2006 年。

Marc Sadler, 2006
p. 146

JP → シンプル

Twiggy はとにかく天才的。極細で

しなやか、弓なりの一本のラインが、大きな

ディフューザーをまるで魔法のように空中

に吊り下げている様を想像してみてくださ

い。それが、最先端素材を使用することで可

能になった、究極のシンプルさを追求した

Twiggyです。

クレバー

Twiggy は、釣竿のようによくしなる

上に高さの調節が可能で、あらゆる空間の

ニーズに応えます。

クレバー

ソファやリクライニングアームチェアの

傍らに、テーブルやデスクの上に単体でアク

セントに、あるいは複数構成で空間の演出

にと、その個性と柔軟さが活躍します。

CN → 简约
Twiggy，无疑是天才的。想象一下，

一条超细的、柔软的弧线，如同有魔法般
的将一个大灯罩悬吊在半空中，光线向下
投射的同时也向上弥漫。是的，你刚才想
到就是Twiggy，它结合了对绝对简约的
追求和现代材料给予的可能性。

巧妙
像一根钓鱼竿，Twiggy纤细而又和

谐地弯曲着，此外，它可调节的高度适用
任何场景。

灵活
既可在沙发或躺椅旁边，也可在餐桌

或书桌之上；既可独自成景，也可融入布
置，Twiggy总是有着其特殊的个性和
灵活性。
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Key — 略語表 — 图例

LED

JP → すでに内蔵型LEDが搭載 

されたモデルであることを示しま

す。Foscariniによる設計とエンジニア

リング。

CN → LED标志 
表示灯内安装了带有集成LED的模块，
这来自于Foscarini(梵卡尼尼)的工程
设计理念。

CSQ - IQNET

JP → 全世界で有効なマーク。 

製品の設計、開発、製造、販売において、

ハイクオリティーなレベルを保証するため

に、Foscarini社が、品質管理システムを

実行し、UNI EN ISO 9001:2008規

格に準ずることを証明しています。

CN → CSQ - IQNET标志 
CSQ-IQNET标志全球有效。 
该标志证明Foscarini(梵卡尼尼)所采
用的质量管理体系符合UNI EN ISO 
9001:2008标准，保证了其对产品的开
发、生产和分销过程以及其产品所涉及的
项目中拥有极高质量的水准。

CSQ ECO

JP →全世界で有効なマーク。環境

を配慮し、絶え間ない環境パフォーマンス

の進歩のための企業責任を保証するため

に、Foscarini社が、環境管理システムを

実行し、UNI-EN ISO 14001:2004
規格に準ずることを認証しています。

CN → CSQ ECO标志   
CSQ - IQNET标志全球有效。该标志
证明Foscarini(梵卡尼尼)所采用的环
保管理体系符合14001:2004标准以保
证公司能够持续致力于环保事业。

ENEC

JP → ENECマーク(Electrical 
Certification concerning 
European Standard)は、第三者機

関により発行された任意のマークです。製

品はEN 60598規格に準じ、また、UNI 
EN ISO 9000クオリティコントロール

システムに適応する企業によって製造され

た事を認証します。

CN → ENEC标志 
ENEC(符合欧洲标准的电器认证)标志
为第三方机构颁发的自发性标志。该标志
证明某产品符合EN 60598标准，并且
由经过UNI EN ISO 9000质量控制
体系认证的公司所设计和生产。

Classe I

JP → クラスI 
クラスI照明器具：緑/黄の保護導体デバイス

(アース)に接続する必要があります。

CN → I级标志 
具有I级标志的照明设备：需要将该装置连
接黄绿色保护导体(接地)。

cULus

JP → 製品が北米の規格に適合して

いることを認証し、北米市場向けの製品の

安全性認証におけるリーダー的存在である

独立機関ULにより発行されます。

CN → cULus标志 
该标志由UL颁发，证明本产品符合北美
标准。UL为北美市场上对产品安全认证
独立机构领域的领导者。

Classe II

JP → クラスII 

全ての部分の感電に関する保護は、二重絶

縁及び、もしくは強化絶縁のみを基にした照

明器具、接地の手段は備えていません。

CN → II级标志 
未接地的灯具配件，其安全性仅通过对部
件的双重绝缘和/或加强绝缘来实现。

CCC

JP → 中国強制認証中国の規格に適

合している。

CN → 3C标志 
“中国强制性产品认证”标志，证明该产品
符合中国标准。

American Disability ACT

JP → 障害を持つアメリカ人法 
公共施設や商業的施設に身体障害者自身

でのアクセス可能等の規定に準ずること

を認証。

CN →美国残疾人法案标志 
该认证标志表示这是残疾人能够到达的
公共设施和商业设施。

IP Protection Degree

JP → IP 保護等級 
IP20: 直径12mm以上の固形物体が内

部に侵入することは防止されているが、液体

に関しては防止されていない器具。IP44: 

直径1mm以上の固形物体と水しぶきの内

部侵入が防止された器具。IP65:埃や水の

噴出から完全に保護された器具。

CN → IP 保护等级 
IP20:防止大于12mm的固体物质进入，
不防水。 IP44:防止大于1mm的固体
物质进入，防水喷溅。 IP65:防尘、防
水直射。

Energy Efficiency Classes

JP → エネルギー効率クラス 
EU規制n.874/2012で定められた照明

器具のエネルギー効率クラスはエネルギー

効率指標 (EEI)を元に算出され、A++か

らEまでの範囲で効率を評価します。

CN → 能效等级 
欧盟第874/2012条法规有对照明装 
置能效等级的叙述：照明设备的能效等 
级是以能效指数(EEI)为基础，在A++  
(最高效率)和 E (最低效率)的范围内计
算得出的。

LED
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