
イタリア人の建築家ヤコポと、熟練のタイル職人ルチアナ
そして、タイルアートデザイナー、トリーニ純子
イタリアと日本を結ぶ物語。
大地のテラコッタに、ガラスのような繊細な釉薬で描く
ドディチタイルの世界が始まります。
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『ドディチタイル』の起源
イタリア・トスカーナ地方にある、フェレンツェ郊外に、昔から、テラコッタ製品を作っているトッリータ・ディ・シエー
ナという小さな町がありました。その町出身のテラコッタ職人の元へ、一人の女性がお嫁に行きます。彼女の名前はルチ
アナ。彼女の出身地は遠い昔、中世の頃にスペインを征服したアラビア人たちの、陶器タイル製法が伝わるジェノバのは
ずれでした。その伝統技法を受け継いでいたルチアナは、ご主人の焼くテラコッタへ色付けを行ってみました。
その結果、テラコッタの土の温かみと鮮やかな色、愛らしい凹凸の表情を持つ、楽しいテラコッタ陶器が出来上がったの
です。 

出会い
その後、ルチアナのところへ、建築家の父親リカルドと一緒に、イタリア人青年ヤコポが訪れます。彼が目にしたのは、 
トスカーナの風景を主題に四季の要素を織り交ぜた絵を、鮮やかな釉薬で描いた大小様々な陶器や飾り皿でした。

ヤコポ来日
ヤコポは、トリノ工科大学卒業後、母国イタリアから離れて、ニューヨークでの設計事務所勤務の経験を経て、日本にやっ
て来ます。そして、間もなく神戸の設計事務所で働き始めます。

街並みと表札
イタリアでは、道を通る人に見てもらう、楽しんでもらう、という目的で誇りを持って、窓から花を飾ります。そうして、 
一個人のこだわりから美しい街並みが創られていきます。イタリアの花に代わる何かがあれば・・・日本各地の街並み散
策を しながら、ヤコポが日本の住宅に欠かせないものとして目にしていたのは「表札」でした。

表札から始まった『ドディチタイル』
クオリティの高い材料にこだわり、熟練のルチアナが絵付けして仕上げる「表札」の開発が始まります。この開発は、ヤ
コポの勧めで何度かルチアナの工房を訪問し、その色と質感の美しさに魅了されていた、ヤコポの妻の純子と共に行われ
ました。純子はルチアナのタイルの風合いを活かせるように、丁寧にデザインしていきました。

こうして『ドディチタイル』が誕生します。



2

「表札」から「アート」へ
時を同じくして、神戸で設計事務所を設立し、本格的に建築家活動を開始していたヤコポ。日本ではタイルというと、床
材や壁材に使う建材というイメージが主流だった中、彼は自身のプロジェクトのために、装飾絵画として『ドディチタイル・
アート』を開発し、実際に採用します。「表札」と同じく、デザインは妻の純子が担当しました。

『ドディチタイルアート』のカラーパレット
ルチアナとヤコポ、純子の３人により厳選された天然鉱物由来の顔料を揃えたカラーパレット。その中には、晴れ渡った
トスカーナの空のようなターコイズブルー、和の漆を連想させる朱赤、トスカーナの大地の色テラコッタカラー、優しい
ミルクティー色。そして、珊瑚のような表面の質感を持つピンク、植物の葉っぱのような斑点模様の入る緑、クラクレ模
様の表面に透明エナメルを掛けたような奥行きのあるオレンジ。また、見る角度によりニュアンスが異なるメタリック色・・・
と多彩な色が揃いました。 

『ドディチタイル・アート』が大切にしていること
イタリアは伝統を大切に後世へ伝えていく国です。『ドディチタイル』はイタリアで作られる技術の伝統を受け継ぎ、永く
愛され、 美しく飾り続けられる商品づくりを目指しています。

日本とイタリアの架け橋に

神戸でデザインしたものをトスカーナ州にあるタイル工房で制作。完成したタイルは再び神戸を経て全国のお客様の元へ。
日本とイタリア～この魅力ある２都市の空気とともにお届けします。

伝統を現代に生かす

イタリアの伝統技術にアイデアを加えることで、日本のインテリア・エクステリア商品として斬新に生まれ変わりました。

暮らしに彩りと潤いを

鮮やかなイタリアンカラーが、暮らしの装飾に華やかさを加えます。また、工業品にはない暖かさにあふれる手作りの品が、
使う人の心を和ませ暮らしに潤いを与えてくれます。
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トリーニ純子

Paesaggi di Toscana トスカーナの風景
2013年

窓の外に広がるのは、フィレンツェを州都に戴くトスカーナの丘陵地帯。穏やかに晴れた高い
空を舞う鳥の群れが見つめているのは、古のヴィンチ村で大自然の一瞬を切取ろうと素描に
余念の無い、かつての画家の少年時代？ それとも、小麦の刈り入れに忙しい農家の主に、一
夜の宿を所望したロレンツォ・イル・マニーフィコの侍従の姿…　いいえ、もっと普通の、けれ
どもとびっきり愛おしい市井の人々の何気ない日常かも知れません。
さあ、甘いパンとカプチーノで早めの朝食を終えたら北イタリアの優しい太陽が降り注ぐ、トス
カーナの散策に出かけましょう！

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Verso Sera 夕刻ごろ
2014年

ウンブリア州の州都であるペルージャは、若者が多い大学の町。こじんまりとしたサイズの町
を歩いてまわってから、丘の上にある広場からウンブリア平野を一望したジュリエッタ。それか
ら、予定の時間に到着した待ち合わせのカフェで過ごしています。段 と々辺りの建物の色が変
わり始めて、夕刻に近付いてきたよう。今日も終わりに近付いています。待っている人はまだ来
ない？遅れて来るのだろうか。（トリーニ 純子 記）

全体　39.7 × 59.2 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　32.5 × 52.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円
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トスカーナの小高い丘の上から、眺める風景です。目の前に広がるのは、緩やかに波打つ丘陵地に、赤い屋
根の集落と緑の糸杉が点在する景色。テラコッタの赤い屋根は、歩んで来た歴史を優しく語りかけてくれま
す。そして、天に向かって真っすぐに伸びる糸杉は、大地の力強さを教えてくれます。 この土地は、小麦畑が
色づく夏には、一面が黄金色に染まります。
（トリーニ 純子 記）

全体　111.2 × 39.7 cm　10.0kg　151,200円　
タイル　104.0 × 32.5 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Paesaggio Tetti Rossi 赤い屋根の集落の風景
2014年
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ポルトフィーノはイタリアのリグーリア州ジェノヴァ県のリビエラ海岸にある小さな町で、夏に
なるとヨーロッパのセレブが集うリゾート地です。
かつての漁村だった町は、その美しさに気づいたセレブたちが豪華な別荘を建て、華やかな場
所へと美しく変貌を遂げました。
澄み渡った青い空の下で、ピンク、オレンジ、イエローと色鮮やかに並ぶ建物と共に、沿岸には
停泊する多数のヨットやクルーザーが揃います。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Portofino IV ポルトフィーノⅣ
2013年
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お洒落なミラネーゼが別荘を構えるセストリ・レヴァンテは、リグーリア州ジェノバにある町。
２つの海に挟まれた半島にあるセストリは、昔ながらの漁師の町の顔を持つ一方で、休暇を楽
しむミラネーゼのために、建物の１階は流行りのブティックが軒を連ねます。
セストリは、夫の祖母が住んでいた町で、私も何度か訪ねたことがあります。心地よい海からの
潮風と、ウィンドウショッピングが楽しい通りの様子を思い出します。（トリーニ 純子 記） 

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Window Shopping ウィンドウショッピング
2013年
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ジュリエッタが、旅の途中で立ち寄ったトスカーナ州のシナルンガは、ガイドブックには載って
いない昔ながらの姿を残す小さな町。
ベッド・アンド・ブレックファストのホテルで一晩過ごして、目覚めた朝に窓を開けてみる。
昨夜は気付かなかったけれど、町の入口であるアーチ型の城門がホテルの目の前にあった。今
日は、城門をくぐって町の中心部へ出掛けてみよう。
私も、トスカーナの各地に点在する歴史ある城下町を偶然の出会いで訪れることが度々ありま
す。城下町に足を踏み入れると、まるでタイムスリップしたかのような不思議な気分になるもの
です。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Mattino Fresco すがすがしい朝
2013年
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トリーニ純子

Christmas2013 クリスマス2013
2013年

イタリアでもミラノの雪は毎年のことですが、温暖な気候のトスカーナでも、クリスマス前から
急に温度が下がり、まれに雪で真っ白になる年があります。しんしんと空から舞い落ちる真っ
白な雪が、緩やかに波打つ丘陵を覆います。ふわふわの白い雪をまとった糸杉はまるでうさぎ
の耳のよう。遠くの山も、明日の朝には麓まで真っ白に姿を変えているでしょう。
（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Flower Tree フラワーツリー
2013年

イタリアでは、クリスマスはNatale（ナターレ）といって、１年の中でも重要な行事の一つ。日
本でのお正月のように位置づけられています。町にはイルミネーション、お家の中にはクリスマ
スツリーと、クリスマスムードが溢れる中で迎えるイブの日は大切な家族と一緒に過ごします。
毎年、我が家も、子どもたちと一緒にワクワクしながら飾り付けるツリー。 今年は、オリジナリ
ティがあって、華やかで、幸せを運んで来てくれるようなこんなお花のツリーを飾りました。
（トリーニ 純子 記） 

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円
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トリーニ純子

Punta del Faro 岬の灯台
2013年

南イタリアのプーリア州のレッチェは、イタリア最南端の町。
長靴の先の部分、サレント半島の最南端にはアドリア海とイオニア海がぶつかる岬があって、
大きな灯台があります。
岬には、航海の無事を祈るための教会もあります。
真っ青なターコイズブルーの空に浮かぶ真っ白な雲。水面に映る空の青さと白く輝く灯台。
晴れた日には、「青」と「白」の爽やかなコントラストが力強く美しく映り出されるのが印象的
です。 （トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Regatta ヨットレース
2013年

レガッタ（REGATTA）とはベネチアの歴史的なゴンドラ競技から生まれた言葉で、一般的に
は、ヨットのレース試合のこと。
イタリアでは、各地に誰でも気軽に参加できるヨットクラブがあって、ヨット好きが集って休日
のひとときを過ごせるハウスがあります。
そんなヨット好きたちが待ちに待ったヨットレースの日は晴れ渡ったよいお天気。
窓の外の海に浮かぶ色とりどりのヨットに、窓辺のカラフルなお花も声援を送っているようで
す。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円
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チンクエテッレで知られるイタリアのリヴィエラ海岸にある、サンタ・マルゲリータ・リーグレ
は、ポルトフィーノの隣に並んで位置する、昔ながらの雰囲気を残した穏やかな時間が流れる
漁村です。
窓辺の真っ赤な花、その向こうの曲線的なアイアンの手すり、そしてさらに向こうにある、時代
を越えても変わらない眺めを楽しみませんか？
よく晴れた日の今日も、海に出ている漁師たちの声が聴こえてきそう。
サンタ・マルゲリータ・リーグレは、いつ訪れても肩の力を抜いて、懐かしい故郷に帰ったよう
な気分になれるところが好きです。 （トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Finestra sul Mare 海へ続く窓
2012年
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イタリアン・リヴィエラと言うと、１番にサンレモを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか？
サンレモは、リグーリア州リビエラ海岸にある、フランス国境やモナコの近くの町で、サンレモ音楽祭や豪華
なカジノやヨットハーバーでも有名な町。
地中海の温暖な海岸線に続くビーチは、ヤシの木やパラソルが並び、明るい南国ムードが漂います。
サンレモの深いブルーの海と空、私がリビエラ海岸で一番好きな町の一つです。（トリーニ 純子 記）

全体　48.0 × 138.0 cm　14.5kg　 205,200円　
タイル　30.0 × 120.0 cm　194,400円　
フレーム　23,760円

トリーニ純子

Sanremo サンレモ
2012年
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トリーニ純子

Fiori e Frutta 花とフルーツ
2012年

トスカーナの工房で初めてルチアナのタイルと出会ったときの、色の美しさへの感動から、私
が最初に描きたいと思った「花」をテーマとした絵。晴れ渡ったトスカーナの空のようなター
コイズブルー、和の漆を連想させる朱赤、優しいミルクティー色。そして、植物の葉っぱのよう
な斑点模様の入る緑、クラクレ模様の表面に透明エナメルを掛けたような奥行きのあるオレン
ジ。柔らかいオフホワイトが基調の、ブルーをアクセントに添えた花瓶の中に、自然の色彩を
コーディネートしました。四季折々に色の表情を変えてくれるイタリアの我が家の庭を思い描
きながらのデザインです。（トリーニ 純子 記） 

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Fiori e Ape 花とミツバチ
2012年

ルチアナと私と主人の3人で、こだわり抜いてセレクトした天然鉱物由来の顔料を揃えたドディ
チタイルのカラーパレット。そのパレットの魅力を余すことなく詰め込んでデザインする「花」を
テーマとしたシリーズです。こちらは、四季の中で一番穏やかな春のイメージ。そこに、イタリ
アの町を歩いていると、オブジェや紋章をよく見かける ミツバチを登場させました。ミツバチ
と、彼らを歓迎するかのような春のお花とのワンシーンです。 また、「花」といえば、神戸での
生活では、ゴールデンウィークの北野坂を華やかに飾るインフィオラータが、私たち家族に 一
番身近で馴染みのあるイベントです。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円
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トリーニ純子

Fiori e Frutta 花とフルーツ
2012年

トスカーナの工房で初めてルチアナのタイルと出会ったときの、色の美しさへの感動から、私
が最初に描きたいと思った「花」をテーマとした絵。晴れ渡ったトスカーナの空のようなター
コイズブルー、和の漆を連想させる朱赤、優しいミルクティー色。そして、植物の葉っぱのよう
な斑点模様の入る緑、クラクレ模様の表面に透明エナメルを掛けたような奥行きのあるオレン
ジ。柔らかいオフホワイトが基調の、ブルーをアクセントに添えた花瓶の中に、自然の色彩を
コーディネートしました。四季折々に色の表情を変えてくれるイタリアの我が家の庭を思い描
きながらのデザインです。（トリーニ 純子 記） 

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Fiori e Ape 花とミツバチ
2012年

ルチアナと私と主人の3人で、こだわり抜いてセレクトした天然鉱物由来の顔料を揃えたドディ
チタイルのカラーパレット。そのパレットの魅力を余すことなく詰め込んでデザインする「花」を
テーマとしたシリーズです。こちらは、四季の中で一番穏やかな春のイメージ。そこに、イタリ
アの町を歩いていると、オブジェや紋章をよく見かける ミツバチを登場させました。ミツバチ
と、彼らを歓迎するかのような春のお花とのワンシーンです。 また、「花」といえば、神戸での
生活では、ゴールデンウィークの北野坂を華やかに飾るインフィオラータが、私たち家族に 一
番身近で馴染みのあるイベントです。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Due colori di Uva 2色のぶどう
2012年

緑豊かな庭に、枝もたわわに実ったぶどうにりんごに梨に。子どもたちと賑やかに収穫した自
然の色彩をフルーツスタンドに盛り付ける。スタンドから溢れんばかりの見事な収穫。パパの
幼い頃の思い出が詰まったセカンドハウスで、家族が集って過ごすイタリアでのある休日。ノ
ンナお手製のランチをいただいたら、デザートにどのフルーツから食べようか？赤紫と青紫の
ぶどうを中心に色とりどりのフルーツたちが音楽に乗って踊り出しそう。（トリーニ 純子 記）

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Fiori e Farfalle 花と蝶
2011年

「花」シリーズの中で私が一番最初に描いたものです。
春がもうそこまで来ている、でもまだ少し肌寒いある日のこと。
庭に咲いていたお花たちを摘んできて、海が見える家の出窓に飾りました。
華やかな薔薇の花に、茎がちょっと曲がったデイジーが愛嬌を添えます。
まるで家の中には一足先に春の風が舞込んだみたいになって、蝶々もどこからかやって来まし
た。（トリーニ 純子 記）

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円
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トスカーナ州のシエナ近郊にあるオリーブ園やぶどう畑に囲まれたモンタルチーノ。 ブルネッ
ロ・ディ・モンタルチーノで知られるワインの名産地で、ワイン農家は２００を超えます。
そんなワインの香り漂う町にやって来たジュリエッタ、熟成した甘い香りに誘われて入ったワイ
ン屋さんでの一場面。小鳥たちも陽気に歌い出しそう。
イタリアでの生活では、食事に欠かせないワイン。もちろん、みんなが集う場面には特別なワイ
ンが登場します。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Bottega del Vino ワイン屋さん
2012年
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バールの入口に設けられたテーブル席。テーブルの上には飲みかけのオレンジジュース、そし
て椅子の上にはパンが入ったバスケットが残されたまま。店内からは人々の話し声が賑やかに
外に漏れてくる。今にも零れ落ちそうなフラワーボールの下に、ついさっきまで腰掛けていたの
は誰だろう？ご近所のマダムが忘れ物を取りに帰ったのだろうか。それとも、店内のお友だちを
見つけてお喋りに夢中になっているのかな。（トリーニ 純子 記）

全体　52.0 × 74.0 cm　8.5kg　 151,200円　
タイル　45.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Succo d’ Arancia オレンジジュース
2009年



16

ウンブリア州の州都であるペルージャを訪れたときの思い出。
小さなペンションの前で大きなトランクケースと小ぶりなトランク
ケースが整列してタクシーの到着を待っていました。
毎日、人が到着して、そして出発していく場所。
遠い国から人々がやって来るこちらのペンションは、凛としていて都
会的な雰囲気を漂わせています。
だけど、そんなことよりも、一番気になったのは、誰かが窓を閉めてし
まったのか、冒険好きなネコが中に戻れなくなった様子でウロウロと
していたこと。（トリーニ 純子 記）

全体　52.0 × 74.0 cm　8.5g　 151,200円　
タイル　66.0 × 45.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Arrivi e Partenze 帰郷と旅立ち
2013年
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トリーニ純子

Cafe カフェ
2009年

北イタリアのトリノには、カステッロ広場を囲むアーケードの下に、19世紀に作られた老舗カ
フェ「ムラッサーノ」があります。イタリア映画に何度も登場している、洗練されたアールヌー
ボーの内装。そして、カフェを利用するマダムもまた、その雰囲気にしっくりと溶け込んでいて
素敵です。帽子をかぶったマダムがお喋りしながら「いつものをお願い」とバリスタに一言。マ
ダムは何十年来の常連さんだけど彼女に気持ちをちゃんと伝えたことがない。でも、今日こそ
想いが伝わるかな。（トリーニ 純子 記）

全体　40.5 × 52.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 45.0 cm　71,280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

“Cafe” Cup & Saucer ｢カフェ｣のカップ&ソーサー
2013年

タイルアート｢Cafe カフェ｣のスタイリッシュなイメージをそのままに、エスプレッソとマキ
アートのカップ&ソーサーを作りました。

カップ　直径 7 × 高さ4 cm　　ソーサー　直径 12 cm
一客　7,560円　　ペア　14,040円

エスプレッソ ホワイト エスプレッソ ブラウン

マキアート ホワイト マキアート ブラウン
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シェイクスピアのロミオとジュリエットの舞台になった町としても知ら
れるヴェローナ。ミラノとヴェネチアのちょうど中間にある、ロマン
ティックな恋の町です。
そんなヴェローナにやって来たジュリエッタ。
メルカートで、ゼラニウム、向日葵、チューリップ・・・色とりどりの花た
ちに囲まれて夢中になっている様子。
憧れの美しい町のワンシーンを、綺麗に輝く色釉でデザインしました。
（トリーニ 純子 記）

全体　68.0 × 68.0 cm　9.5kg　 205,200円　
タイル　60.0 × 60.0 cm　194,400円　
フレーム　28,080円

トリーニ純子

Al Mercato delle Erbe 花市場で
2009年
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夫の祖母が住んでいたジェノバのセストリ・レバンテには半島があって、東向きの
マーレ・ピッコロは地元の漁船が停泊しています。そこから、近くにある修道院へ向
かって上る小道から見えるこんな眺めが私のお気に入りでした。
細い裏道はカルージョと呼ばれていて、そこにはビーチでの暑さから離れて涼む心地
よい遊歩道スペースが広がります。潮風が優しく包み込んでくれて、近くの漁船から
は地元の人の温かさを感じられる、思い出の町の風景です。 （トリーニ 純子 記）

アートと同じモチーフのカップ&ソーサーは、もちろん、イタリア人の職人
が心を込めてハンドペイントし、焼き上げた一点もの。タイルアートとコー
ディネートして、贅沢なティータイムをお楽しみください。

全体　99.0 × 90.0 cm　28.4kg　500,000円　
タイル　108.8 × 98.9 cm　480,000円　
フレーム　41,040円

トリーニ純子

Passeggiata Lungo Mare 海辺のお散歩
2009年

カップ　直径 9 cm × 高さ 7 cm
ソーサー　直径 16 cm　
一客　16,200円

トリーニ純子

Bara shima Cup
2007年
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トリーニ純子

La Prima Volta 初めて
2008年

細い道が迷路のように入り組んだシエナの町を散策しながらその感覚に慣れたころ、たどり着
いたカンポ広場はとてつもなく大きい空間のように感じました。一面にレンガが敷かれ、美し
い建物に囲まれた広場は、夜になってレストランのテラス席が拡大すると魔法のようにその面
積が縮まっていく感じ。柔らかい外灯の光の中で、広場は心地よいヒューマンスケールのちょ
うどよい大きさの空間になります。初デートにぴったりの場所です。（トリーニ 純子 記）

全体　52.5 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　45.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Wine ワイン
2003年

古典的な静物画をJunkoらしいタッチで仕上げた作品。
豊かな色彩と、わずかに用いられた白がデザインに深みを与えています。個人宅だけでなく、
レストランやバーでも飾っていただけるデザインです。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円
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トリーニ純子

La Prima Volta 初めて
2008年

細い道が迷路のように入り組んだシエナの町を散策しながらその感覚に慣れたころ、たどり着
いたカンポ広場はとてつもなく大きい空間のように感じました。一面にレンガが敷かれ、美し
い建物に囲まれた広場は、夜になってレストランのテラス席が拡大すると魔法のようにその面
積が縮まっていく感じ。柔らかい外灯の光の中で、広場は心地よいヒューマンスケールのちょ
うどよい大きさの空間になります。初デートにぴったりの場所です。（トリーニ 純子 記）

全体　52.5 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　45.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Wine ワイン
2003年

古典的な静物画をJunkoらしいタッチで仕上げた作品。
豊かな色彩と、わずかに用いられた白がデザインに深みを与えています。個人宅だけでなく、
レストランやバーでも飾っていただけるデザインです。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

アトリエ

Kitanozaka 北野坂
2009年

神戸異人館のある北野坂の風景。
情緒あふれる風景タイルは、家族が集うリビングのアクセントにもどうぞ。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

アトリエ

Moegi no Ie 萌黄の家
2009年

神戸・北野異人館の萌黄の家。
重厚感ある異人館タイルは大切なお客様を迎える玄関の飾りにもどうぞ。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円
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アトリエ
うろこの家
2009年

神戸・北野異人館のうろこの家。重厚感ある異人館タイルは、大切なお客様を迎える玄関の
飾りにもどうぞ。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

Cristian Cicogna
北野から眺める花火
2004年

当アトリエがある神戸の人気名所をオリジナルタッチで、カラフルなタイルパネルにしました。
額に入れてお家の装飾にしたり、アイアンフレームに入れてエクステリアを彩るウェルカム
ボードとしても人気です。観光記念のお土産や贈り物としても喜ばれます。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Cigliegi a Kazamidori 風見鶏の館に咲く
2011年

「ドディチタイル」北野ギャラリーの近くには、神戸の北野異人館があります。異国情緒溢れ
る異人館エリアは国内、国外からの観光の方の訪問も多く、また私たち家族のお散歩コース
でもあります。こちらは、北野異人館の中でも山手（北側）にある「うろこの家」。傾斜のある
細い道を上って行くとと見えてくる姿が印象的です。 建物の外壁の天然石のスレート模様が
魚のうろこに似ているところから「うろこの家」と呼ばれるようになったとか。神戸っ子の愛す
るランドマークです。（トリーニ 純子 記）

全体　26.5 × 36.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　20.0 × 30.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Uroko no Ie うろこの家
2011年

「ドディチタイル」のお店がある神戸は、国際色豊かな都市ですが、特に私たちが拠点とする
三宮の山手（北側）の 北野エリアは、開国の時代から外国人が多く住んでいる地区。
こちらの「風見鶏の館」は、かつてドイツ人貿易商の自邸として建てられた異人館で、建物の
尖塔に立つ風見鶏は 現在、北野のシンボルになっています。春には、凛としたレンガの外壁に
桜の淡い色が重なって優しい印象を添えてくれます。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Portofino II ポルトフィーノ  II
2008年

イタリア・リヴィエラ海岸にあるポルトフィーノは、地中海で最も美しいといわれる港町のひと
つ。パステルカラーの家並みに色鮮やかな帆船が並びます。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Ponte di Rialto リアルト橋
2008年

リアルト橋は、イタリア北部のベネチアの大運河に架かる橋の一つで、サンマルコ広場の北に
あります。 橋の設計には、ミケランジェロも応募したけれど不採用で、採用されたのはアント
ニオ・ダ・ポンテの案だったそう。 横から見ると「へ」の字型になっていて、橋の下をボーダー
シャツがトレードマークのゴンドリエーレが漕ぐゴンドラが 優雅に行き来します。美しいベネ
チアの町は、どこを向いても絵になる景色ばかりでうっとりしますが、ゴンドリエーレの 歌声
は、私のロマンチックな気分をさらに盛り上げてくれます。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円
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トリーニ純子

Portofino II ポルトフィーノ  II
2008年

イタリア・リヴィエラ海岸にあるポルトフィーノは、地中海で最も美しいといわれる港町のひと
つ。パステルカラーの家並みに色鮮やかな帆船が並びます。

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Ponte di Rialto リアルト橋
2008年

リアルト橋は、イタリア北部のベネチアの大運河に架かる橋の一つで、サンマルコ広場の北に
あります。 橋の設計には、ミケランジェロも応募したけれど不採用で、採用されたのはアント
ニオ・ダ・ポンテの案だったそう。 横から見ると「へ」の字型になっていて、橋の下をボーダー
シャツがトレードマークのゴンドリエーレが漕ぐゴンドラが 優雅に行き来します。美しいベネ
チアの町は、どこを向いても絵になる景色ばかりでうっとりしますが、ゴンドリエーレの 歌声
は、私のロマンチックな気分をさらに盛り上げてくれます。（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 40.5 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　50.0 × 33.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円

トリーニ純子

Luci di Venezia ヴェネチアの光
2008年

ベネチアを、イタリアの中にあるひとつの都市の名前、と表現するだけでは全く言葉が足りな
いと思う。
初めてベネチアを訪れたとき、大げさじゃなくて、まるで蜃気楼みたいに水の上に浮かんでい
たのが、私が目指したベネチアだった。水と空の間の薄い陸の上に、形状違いのワイングラス
の様に並んだ建物が浮かび上がっていた。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Ponte Vecchio ヴェッキオ端
2008年

中部イタリアのトスカーナ州フィレンツェのアルノ川にかかるベッキオ橋は、14世紀に再建さ
れた当時の姿を残す歴史ある橋です。
メディチ家の人たちが、雨の日でも傘をささずに向こう岸の教会まで通えるようにかけたそ
う。 橋の上の階は両方の岸を繋ぐ回廊になっていて、下の階は貴金属店や宝飾店が軒を連ね
ます。 アルノ川の水面に鏡のように映り込む橋の姿が美しくて、時間を忘れてその魅力に酔い
しれてしまいます。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Madunina マドゥニーナ
2008年

イタリア・ミラノのドゥオーモ(ミラノ大聖堂)は、ミラネーゼの間ではマドゥニーナと呼ばれ親
しまれています。ミラノは、ファッションの最先端の顔を持ちながら、古く美しい建物が残る
町。歴史を見てきた建物が神秘的な面持ちで、そこだけ時間が止まったように静かにたたずん
でいます。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Villa d`Este エステ家の別荘
2008年

ローマの近郊の丘陵の町ティヴォリにあるエステ家の別荘。
ルネッサンス後期の代表的な庭園で、広 と々した敷地の中に、オルガンの噴水をはじめ、何百
もの噴水があります。
晴れた日の朝一番に、庭園に出掛けると、置き去りにされた日傘がぽつり。
透き通ったトンボの羽のような形で、今にも空に舞い上がりそうな繊細さが何とも印象的でし
た。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Pomeriggio nel Parco 昼下がりの公園
2008年

あるお天気のいい昼下がり。広 と々した緑が美しい静かな公園でのこと・・・。ストーリー性の
あるタイル絵画です。見る人が違ったり、その時の気分によって違う物語が浮かんできそうで
す。額装してインテリアとして飾れば、プライベートガーデンが出来たような、豊かな広がりの
ある空間へと変えてくれます。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Roman Holiday ローマの休日
2003年

ローマで、コロッセオの遺跡を堪能してから、テヴェレ川を渡りました。塗りたてのペンキのよ
うな真っ青な空と心地よい人のお喋りの声に迎えられて、下町エリアのトラステヴェレに到
着。テーブルがあちこちに置かれていて、大家族なのか友達同士なのか、はたまたレストラン
のお客さんなのか近くに住んでいる人なのかさっぱりわからない。一人だった私は、ウェイ
ターに声を掛けて椅子とワイングラスを用意してもらいました。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Punti di Vista 見方の違い
2008年

イタリア中部のトスカーナにあるサン・ジミニャーノは、中世に築かれた美しい14本の塔が立
ち並ぶ歴史的な町。裏通りを歩く人の足音が心地よく響き、人のささやくような話し声が音楽
のように耳に入ってきます。それぞれに忙しい日常を送る母と娘が、旅の途中で訪れたこの
町。新鮮な空気を肌で感じながら、気持ちも開放されて、普段は心に閉まっていることも自然
と口から出てくる。そのうちに母娘の見解の違いからか、母が娘を言い聞かせているような場
面が。この旅で、親子の絆がより一層深まるはず。（トリーニ 純子 記）

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Fuori dalla Finestra 窓の外
2008年

蝶たちの舞う朗らかな春の光に包まれて、談笑する二人の女性。 少し年齢が離れているのか
しら？
テーブルの上に開かれた本には何が書かれているの？
そんな様子を窓から眺めているのは誰でしょう？
窓のこちら側の人の中から風景を見ているような不思議なタイルアートが、毎日違った印象を
与えてくれるように、あなたの想像の余白を残しておきますね。 

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子

Espresso エスプレッソ
2006年

トリノでよく行くバールにて。
慣れた手つきでエスプレッソを注いでくれるバリスタの女の子。 カウンターに近付くと、心地
よくほろ苦いエスプレッソの香りが漂って来る。 オーダーすると間もなく、溢れる一歩手前の
ちょうどよい量を注ぎ込まれたカップが、几帳面にソーサーの上に置かれて、 彼女のソリーゾ
と一緒に、私の目の前に差し出される。 手際よくそんな動作を繰り返す姿は、とても美しくて
スポットライトを浴びる舞台の上の女優みたいに私の目に映ります。（トリーニ 純子 記）

全体　26.5 × 36.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　20.0 × 30.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子

Il Barista バリスタ
2008年

都会的なイメージのミラノ。そんなミラノにも、中心部から少し南にある運河沿いに、昔の風
情が残るナヴィリオという下町があります。レストランやバールが立ち並ぶミラノの台所と呼
ばれている地区です。
ナヴィリオで、バーテンダーのパオロは今夜も「いつものもの」を創っています。
30年以上やっていると聞いたけれど、いつ訪れてもお店はもちろんパオロ自身もいつも変わら
ないね。（トリーニ 純子 記）

全体　26.5 × 36.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　20.0 × 30.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子
アニマルタイル（白）
2009年

子どもたちも大好きなアニマルが勢揃いのタイル。家具とも合わせやすい白を基調としたタイ
ルは、飽きずに末永くお使いいただけます。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子
アニマルタイル（黒）
2009年

子どもたちも大好きなアニマルが勢揃いのタイル。ブラック×ホワイトのシックな色使いで、リ
ビングに飾ってもインテリアの邪魔になりません。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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トリーニ純子
アニマルタイル（青×赤）
2009年

子どもたちも大好きなアニマルが勢揃いのタイル。青×赤のポップな色使いで、お子さまの
お部屋やリビングのアクセントとしてお使いいただけます。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円

トリーニ純子
アニマルタイル（白×黄）
2009年

子どもたちも大好きなアニマルが勢揃いのタイル。白×貴の明るいパステルの色使いで、
毎日に元気をくれそうです。

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　36,720円　フレーム　8,100円
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アトリエ
アニマルタイル おすましキリン
2007年

背高キリンのタイルアート。インテリアとしてはもちろ
ん、トイレや洗面所のアクセントタイルとしても素敵で
す。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

アトリエ
アニマルタイル あくびするカバ
2007年

かわいいカバのウォールデコレーション。カラフルな色
とキラキラした陶器の輝きがお部屋をかわいく、明るく
彩ります。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

アトリエ
アニマルタイル おどけたサル
2007年

大人にも子どもにも大人気のオサルの額装タイルアー
ト。小さ目サイズでお部屋や階段の壁面など、どこにで
も飾りやすいのも人気の秘密。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円
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アトリエ
アニマルタイル 食いしん坊のリス
2007年

特に女の子に人気のリスの額装タイル。お子様の名前
や誕生日の日付をタイルに入れることができ、出産祝い
などに最適です。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

アトリエ
アニマルタイル 強いぞライオン
2007年

特に男の子に人気のライオンタイルアート。お子様の
名前や誕生日の日付をタイルに入れることができ、プレ
ゼントとして最適です。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円
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トリーニ純子

Fukutaro 福太郎
2010年

ふくろうは、日本で「福ろう」 「不苦労」 といった意味
合いを込めて縁起のいい動物として昔から親しまれて
います。イタリアでも、 「幸運を呼ぶ鳥」と言われて人
気者で、ふくろうグッズは贈り物にも喜ばれます。こち
らは、子どもふくろうと仲良く並んだ姿が微笑ましい
Fukutaro（福太郎）です。
（トリーニ 純子 記）

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

トリーニ純子

Fukujiro 福次郎
2010年

ふくろうは、日本で「福ろう」 「不苦労」 といった意味
合いを込めて縁起のいい動物として昔から親しまれて
います。イタリアでも、 「幸運を呼ぶ鳥」と言われて人
気者で、ふくろうグッズは贈り物にも喜ばれます。こち
らの次男坊のFukujiro（福次郎）は、ハンサムな独身ふ
くろう君です。（トリーニ 純子 記）

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

トリーニ純子
トンボと菜の花
2010年

勝虫（かちむし）とも呼ばれ、 トンボは昔から縁起の良
い虫とされています。
淡いピンクを背景に、菜の花にとまる姿は、トンボの勇
ましいイメージからは離れて優しいそよ風を運んで来
てくれそうな予感さえさせてくれます。新築祝いなどの
贈り物にも、広く喜ばれるデザインです。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円
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Cristian Cicogna
ポルトフィーノでブランチ
2005年

飾ると、そこに窓が出来たように明るくな
る額装タイルです。カラフルなイタリアン
カラーは真っ白な壁に飾ってインテリアの
アクセントとして楽しみたいですね。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

Cristian Cicogna
キューバのメロディ
2005年

うっとりするような南国の楽園を描いたイ
タリアンタイルアート。20ｃｍ四方のタイ
ルから部屋全体に南国ムードが広がりま
す。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

Cristian Cicogna
ハネムーンに出発
2005年

飾ると恋が叶いそうな幸せのタイルアー
ト。幸せを運ぶ額装はベッドサイドの壁な
ど、プライベートな空間に飾りたいです
ね。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円

Cristian Cicogna
記念日に乾杯
2005年

記念日は大切な人と一緒で、それから一
輪の薔薇の花と、おいしいワインがあれば
･･･それで十分、なんて贅沢かな。幸せな
声が聞こえてきそうな1枚です。
タイルは、簡単な文字入れなら無料で承
ります。結婚記念日の日付を入れて、結婚
式や銀婚式のお祝いにピッタリのタイル
アートです。

全体　27.0 × 27.0 cm　1.3kg　 35,100円　
タイル　20.0 × 20.0 cm　30,240円　
フレーム　7,290円
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トリーニ純子
晴れた日（キリン）
2009年

人気の動物シリーズ。ご入学ご入園のお祝いにもど
うぞ。無料でお名前やメッセージ入れも承ります。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子
晴れた日（ゾウ）
2009年

人気の動物シリーズ。小ぶりなサイズで、お子様部
屋や、廊下のアクセントにも最適です。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子
旅（クルマ）
2009年

人気のくるまシリーズ。小ぶりなサイズで、トイレや
サニタリーの装飾にもどうぞ。窓が現れたように空間
に奥行が出て、お勧めです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子
旅（バス）
2009年

人気のくるまシリーズ。リフォームなど、浴室の壁
に、市販の無地タイルと組合せてアクセント使いもで
きます。お風呂嫌いなお子様も、これでバスタイムが
楽しくなるかもしれません♪

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Margherite マーガレット
2008年

シンプルな線で、自然の息吹を思い出させる生き生
きとしたマーガレットの花を表現した、上品なニュア
ンスカラーが印象的なタイルアートです。飾るお部
屋のテイストを選ばず、柔らかな雰囲気に仕上げて
くれます。清潔感のある色とデザインは、水まわりの
アクセントタイルにもピッタリです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Tulipani チューリップ
2013年

キュートなだけじゃない大人顔のチューリップ。どん
なインテリアにも合うシンプルな額装のタイルアート
です。新築・リフォームの際にタイルだけを壁に埋め
込んで、水まわりやエクステリアを飾っても素敵で
す。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Viole スミレ
2008年

波型の花びらがぎゅっと集まったスミレは、野の花の
強さと女性的な美しさを感じさせます。お部屋に飾り
やすい小ぶりなサイズで、額装せずにアクセントタイ
ルとして水まわりや外溝の壁面飾りに使えます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30.240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Nanohana 菜の花
2008年

小さな花がたくさん集まって華やかな花房を作る菜
の花。春の花がお部屋を優しい明るさで包みます。
お部屋に飾りやすい小ぶりなサイズは、額装せずに
アクセントタイルとして水まわりやエクステリアの壁
面飾りにも使えます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Red Apple レッドアップル
2009年

個性的なひし形の額装タイル。りんごモチーフは、年代
を問わず好まれるデザインです。店舗、住まいの飾り
に。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Green Apple グリーンアップル
2009年

シンプルなりんごモチーフは、年代を問わず好まれるデ
ザインです。新築のプレゼントにも。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Casa Felice 幸福な家
2009年

個性的なひし形の額装タイル。柔らかな色使いで、白
基調の空間にも馴染みます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Cuori Mossi 揺れる心
2007年

色とりどりのハートが連なって天まで届く！あなたの想
いもきっと伝わるはず！
キュートで元気なタイルのインテリアです。心のこもっ
たメッセージを添えてプレゼントにもGood。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Cuore di Notte 夜のハート
2007年

様々な色（想い）が集まって創られた優しいハート。
ベッドルーム・廊下・階段・・貴方ならどこに飾りたい
ですか？額装せずにアクセントタイルとしても使えるの
で、例えばベッドヘッドに埋め込んでオリジナルファニ
チャーにしたり、壁に埋めこんだりとアイデアが広がり
ます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Cuore e Luna ハートと月
2007年

月、ハート、星・・・。魅力的なモチーフがギュッと詰
まった小さなかわいい額装タイル。満月のようなまんま
るの額もステキですが、額に入れずにトイレや洗面所の
壁に埋め込んで楽しむこともできます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Tre Cipressi 3本の針葉樹
2008年

イタリア、トスカーナの丘に立ち並ぶ糸杉の印象的なこ
と。規則的なリズム感が幾何学ハーモニーを織り成し
ます。額装せずに、キッチン・浴室・洗面所などのアク
セントタイルとしてもお楽しみ下さい。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Piccolo Mondo 小さな世界
2008年

明るく、心地よい「小さな世界」を額装してお部屋でお
楽しみ頂けます。また、タイル自体に枠があるようなデ
ザインですので、そのまま壁に埋め込んでキッチンや洗
面場、浴室などの水廻りに装飾として使えます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Fiori nel Fazzoletto ハンカチに包まれた花
2007年

かわいい小花のデザインタイル。絵柄がパターンに
なっているので、何枚か縦横に繋げて連続模様を楽し
むこともできます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Uccelli e Nuvole 鳥と雲
2007年

だまし絵のように鳥と雲と大空が溶け合うスタイリッ
シュなデザイナーズタイルです。額装してインテリア
としても、そのままでバスルームやキッチンのアクセ
ントタイルとしてもおすすめです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Pesci Arcobaleno 虹のかかった魚
2007年

絵本のワンシーンのようなかわいいデザインタイル。
子ども部屋に飾ってもいいですね。新築・リフォーム
の場合はタイルを壁に埋め込んでアクセントタイルと
して使えますので、浴室やキッチンといった水廻りも
楽しく飾りつけできます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Latte e Verdura ミルクと野菜
2007年

きれいなベジタブルカラーがシャープに降り注ぎ、ま
ろやかなミルクが跳ねたような曲線と交わる、小さな
交響曲のようなタイルアートです。モダンなデザイン
と落ち着いた色は飾る場所を選びません。アクセント
タイルとして、キッチンやバスルームの水まわりにも
お使いいただきやすいサイズです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Girotondo かごめかごめ
2007年

子供たちが輪になって踊るイタリアの遊び「ジロトン
ド」を描いたタイルアートです。子供部屋や、キッチ
ン、バスルームのアクセントタイルとしてもお使いく
ださい。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子

Rose Rosa I バラ I
2007年

シンプルで洗練された線とカラフルな色が印象的な
イタリア製セラミックアート。お部屋や玄関、廊下な
ど、どこにでも飾りやすい小ぶりなサイズ。キュート
な装飾タイルはサニタリーなどの白い壁にアクセント
としてお使いいただくととてもオシャレです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Rose Rosa II バラ II
2007年

シンプルなラインとキュートな色使いがステキなデザ
イナーズタイルアート。デザインタイルの楽しみ方は
様々。額装してお部屋のウォールデコレーションに、
また、タイルのみを浴室やキッチン、トイレなどの壁
に埋め込んでアクセントタイルとしても使えます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Anello 指輪
2008年

結んでない糸でも、輪で接続する。人と人は一つに
なって、おめでとう！結婚祝いとしても喜ばれる、美し
いインテリアです。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円

トリーニ純子

Ferro Battuto N.1 鉄の曲線N.1
2007年

イタリアの街に多く見られるアイアンの装飾。その曲
線美をタイルアートにしました。お部屋のインテリア
として、又タイルだけ壁に埋め込んで装飾タイルとし
てもお楽しみ頂けます。

全体　19.8 × 19.8 cm　0.6kg　30,240円　
タイル　15.0 × 15.0 cm　27,000円　
フレーム　6,480円
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トリーニ純子
Bordo Series
2007年
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トリーニ純子

Bordo Series 
2007年

100.0 × 8.0 cm　1.0kg　各 108,000円　

Bordo Napori
イタリア・ナポリを一筆描きのように、流れるラインで表現
したアート作品。白いタイルにポツンと入れた鮮やかな海の
ブルーが効いています。

Bordo Milano
ファッションの街、イタリア・ミラノを流れるような一本の曲
線で描いたアートタイル。オシャレでかわいいミラノのボー
ダータイルは女性の方に大人気！使い方は色々。

Bordo Toscana
自然の多い、イタリア・トスカーナの風景を、リズミカルな曲
線で表現したアートタイル作品です。一箇所だけ入れられ
た、屋根の赤と木の緑が白いタイルに良く映えます。

Bordo Firenze
歴史的な建物が多く残る美しい街、フィレンツェを、一筆描
きのようなラインでシンプルに表現した、かわいいタイル
アートです。

Bordo Roma
ローマのお馴染みのランドマークが並びます。いつか訪れた
いな…と思いを馳せたり、旅した後は思い出の場所が何度
も心に蘇るよう、いつも見えるところにデコレーションしてく
ださい。

Bordo Venezia
イタリア・ベネチアをシンプルなラインで表現したアートタ
イル作品。

白を基調にしたタイルは、大胆に横長にしたそのサイズ感と、陶器のぽってりとした艶と相まって、スタイリッシュなのにどこか愛らしい表情です。
バスルームやキッチンはもちろん、廊下のアクセントやエクステリアの装飾など、多目的にお使いいただける人気のシリーズです。
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各々が、ユニークな国旗を掲げた大勢の人たちが、神戸にやって来
ました。神戸では、元気な子どもたちから紳士淑女たちまで、みんな
が手を振って歓迎しています。イタリアンタイルを10枚使った大きな
アートで、額装せずにそのままマンションやホテルのロビーなどの壁
面に埋め込んで、アートなウォールパネルとしてお使い頂くのがお勧
めです。

タイル　225.0 × 66.0 cm　35.0kg   712,800円　

トリーニ純子

KOBE Centoquarant`Anni 神戸140年
2009年
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2008年のミラノサローネMACEF国際展示会（イタリア・ミラノ）
での発表作品。古き良き時代の日本、十二単を羽織る女性
ふたりを描いた大型の陶板です。「kimono melody」から
デザインパターン（モミジ、ハナ等）を取り出し、同柄で和の器や
テーブル・チェアも製作。

225.0 × 99.0 cm　52.5kg    1,069,200円　

トリーニ純子

Kimono Melody 着物メロディ
2008年
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原っぱで食べ物に夢中になっているこぶたたちと、そのようすを木陰からうかがう黒いオオカ
ミ...。「三匹のこぶた」の世界をタイルアートにした、ストーリー性が感じられる作品。ポップな
色使いなので、こども部屋にぴったり！

全体　68.0 × 48.0 cm　6.0kg　 151,200円　
タイル　60.0 × 40.0 cm　146,880円　
フレーム　21,600円

アトリエ

Tre Porcellini 3匹の子ぶた
2008年
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性別年代を問わず、誰もが知っている物語「三匹のこぶた」のタイル
シリーズ。こちらの【border】タイプは、小児クリニックなどの公共
の場所でも、玄関や待合室の壁のアクセントボーダーに適していま
す。お子様も触って楽しめるお手入れ簡単なタイル素材のアートで
す。

120.0 × 20.0 cm　3.8kg     146,880円　

アトリエ

Tre Porcellini(border) 3匹の子ぶた（ボーダー）
2008年
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イタリアの小さな町の午後、
とあるジェラテリア前。思い思いの姿勢でくつろぐ男性３人。
明るい太陽が降りそそいだようなカラフルで明るい色使いが印象的
なアートパネルです。住宅、店舗、ホテル、マンションロビーなど、
様々な場所にお使いいただけるスタイリッシュなデザインウォールパ
ネルです。

全体　99.5 × 75.5 cm　19.5kg　 291,600円　
タイル　90.0 × 66.0 cm　285,120円　
フレーム　30,240円

トリーニ純子

Gelateria ジェラテリア
2007年
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全体　174.0 × 99.0 cm　45.4kg　　723,600円　
タイル　165.0 × 90.0 cm　35.0kg　712,800円　
フレーム　52,500円

トリーニ純子

Da Gilda 
2007年

ただ２人が一緒なら。
それだけで、世界はすばらしいものになる！
Da Gildaが気に入ったけど、大きすぎるという方にはこちら、40ｃｍの絵皿
をどうぞ！きれいな色彩と大人っぽいデザインは、飾るだけでラグジュアリー
な雰囲気に包まれます。

直径 40 cm　4.0kg　　48,600円　

トリーニ純子

Da Gilda 
2007年
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アトリエ

Tropical Forest トロピカルフォレスト
2004年

鮮やかな鳥たちとカラフルな南国の植物で彩られた、活気あふれるアートタイルです。新築、
リフォームの際、浴室やリビングの壁に埋め込み、アートなウォールパネルとしてもお使いい
ただけます。

全体　5174.0 × 99.0 cm　45.4kg　723,600円　
タイル　165.0 × 90.0 cm　35.0kg　712,800円　フレーム　52,500円

アトリエ

Tropical Forest (Single) トロピカルフォレスト（シングル）
2004年

鮮やかな鳥たちとカラフルな南国の植物で彩られた、活気あふれるアートタ
イルです。
玄関、リビング、ゲストルームと、手ごろなサイズで、飾る場所を選びませ
ん。新築のお祝いにもお勧めのデザインです。

全体　40.5 × 57.0 cm　4.8kg　 75,600円　
タイル　33.0 × 50.0 cm　71.280円　フレーム　15,120円
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全体　167.0 × 116.0 cm　41.0kg　648,000円　
タイル　150.0 × 99.0 cm　31.5kg　594,000円

トリーニ純子

Porto Vecchio ポルトヴェッキオ
2003年
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ピッツァにチーズ、ハム、オレンジ、ぶどう...。イタリアのおいしいものを、イタリアの地図の上に
ぎゅっと集めました。見た目にも楽しい、ユニークな作品です。キッチンにオススメ!

全体　48.0 × 68.0 cm　6.0kg　 151,200円　
タイル　40.0 × 60.0 cm　3.8kg　146,880円　
フレーム　21,600円

アトリエ

 Il Paese Delizioso 美味しいイタリア
2006年
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縦30cm×横20cmタイルを使った15枚画。大正時代の日本の街角
をイメージ。ウインドウショッピングをする人に混じって、物憂げな
後姿の貴婦人がたたずんでいます。マンションやホテルのロビー、店
舗などにもお使い頂けるサイズです。

全体　108.0 × 98.0 cm　22.0kg　556,200円　
タイル　100.0 × 90.0 cm　14.3kg　550,800円　
フレーム　41,040円

アトリエ
傘と貴婦人
2004年
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縦20cmx横30cmタイルを使った8枚画。畑で摘んできたばかりの色とりどりの花を窓辺に飾
りました。本当にそこに窓が開いたような、華やかなイタリアンタイルアートです。階段、玄関
などの壁面に飾るとリフォームしたようにパッと明るい空間へと変身します。

全体　68.0 × 88.0 cm　297,000円　
タイル　60.0 × 80.0 cm　7.6kg　293,760円　
フレーム　28080円
アウトレット　現品に限り 172,800円

アトリエ

畑で摘んだ花
2003年
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縦20cmx横30cmタイルを使った8枚画。だまし絵のようにそこにはカーテンの脇から見える
風景が広がります。お名前や記念日等を入れて、貴方だけのための特別なパネルをお作りする
こともできます。

全体　68.0 × 88.0 cm　297,000円　
タイル　60.0 × 80.0 cm　7.6kg　293,760円　
フレーム　28,080円

アトリエ

テラスから見える風景
2003年
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イタリア・ベニスのカーニバルを独特のタッチで描いたカラフルな陶
板。額装せずに、浴室の壁に埋め込むと、バスルームが明るくなりま
す。

全体　68.0 × 48.0 cm　5.5kg　 151,200円　
タイル　60.0 × 40.0 cm　3.8kg　146,880円　
フレーム　21,600円

Cristian Cicogna

Carnevale カーニバル
2003年
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海と山の間隔の狭さが、自然の壮大さと心地よい安堵感を感じさせてくれるリグリア州のリビ
エラの東海岸。狭間にある代表的な村にはボラッソーラがあって、人々は海で魚を捕って、山
で畑を耕して自然と一緒に暮らしてきました。リビエラ東海岸のそれぞれの半島には、必ずこ
んな風にパステル調の建物でできている村があります。（トリーニ 純子 記）

直径　60 cm　5.0kg　162,000円
直径　40 cm　4.0kg　  48,600円
直径　30 cm　3.0kg　  37,800円

トリーニ純子

Una Vela Lontana 遠くの帆船
2008年

文章下でツライチ
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なだらかな丘が描く滑らかな曲線と、天に向かって真っ直ぐに伸びる糸杉が織り成す構図が印
象的なキャンティの丘。そんな背景に色を添える赤いレンガ色の屋根のお家も欠かせない存在
です。イタリア北部のトスカーナ州は、我がドディチタイルの制作工房がある私の第２の故郷
です。（トリーニ 純子 記）

直径　60 cm　5.0kg　162,000円
直径　40 cm　4.0kg　  48,600円
直径　30 cm　3.0kg　  37,800円

トリーニ純子

Tre Case 三軒の家
2008年
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トリーニ純子

Vasi
2007年

エスニックな雰囲気漂うイタリア製デザイン絵皿。棚に並べた大小かたち違いの器が並び、リ
ビングやダイニングの壁に掛けると、棚が現れたかのような奥行感が出ます。素朴な色合いで
温かみのある作品です。

全体　直径 40 cm　4.0kg　48,600円　

トリーニ純子

Grapes
2007年

棚に置かれた薫り高いフルーツが描かれた絵皿。はっきりとした色彩が美しく、白い壁によく
映えます。新築や新店舗、改装などのお祝いギフトにもお勧めです。

全体　直径 40 cm　4.0kg　48,600円　
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トリーニ純子

Apples
2007年

飾り棚に並べられたりんご。少し大人顔絵皿です。すっ
きりとした色彩で、和風な空間にも合うデザインです。

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

トリーニ純子

Flowers
2007年

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

トリーニ純子

Teiera
2007年

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

清楚な花と美味しいワイン。大人の時間の始まりです。
シックなデザインは新築・改装のお祝いにも喜ばれま
す。

棚に並んだティーセットが描かれた飾り皿。リビングや
ダイニングの壁に掛けると、棚が現れたかのような奥
行感が出ます。住まいだけでなく、店舗などでもお使い
いただけるデザイン絵皿です。
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トリーニ純子

Himawari
2004年

見渡す限り、一面のひまわり畑！太陽に向かって大きく
花を広げる向日葵の様子は、見ているだけで元気を貰
えそう。たくさんの人に愛される向日葵のウォールデコ
レーションは新築・改築のお祝いギフトにすると、セン
スのいい贈り物として大変喜ばれます。

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

トリーニ純子

Hanasaku
2004年

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

トリーニ純子

Barattoli
2007年

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　

清きっぱりと分けられたホワイトとブルーが印象的な
スタイリッシュ絵皿。大人の落ち着いた雰囲気の中に、
シンプルな赤い花々が艶やかに輝く上品なデザイン
で、和風のインテリアとも合わせられます。

アンティークなミルクビンが仲良く並んだデザイン絵
皿。外国小さな町のアンティークショップのような、無
造作でさりげないかわいらしさがあります。
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トリーニ純子

Al Mare
2004年

鮮やかで若 し々い、遠い日の思い出が蘇ったようなデ
ザイン絵皿です。柄はシンプルなラインで描かれてたス
タイリッシュなデザインで飾りやすく、お部屋のアクセ
ントにピッタリなインテリアです。

直径 30 cm　3.0kg　 37,800円　
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トリーニ純子

Bianco Series ビアンコシリーズ
2007年

白を基調に、メタリックやビビッドな赤、上品なベー
ジュと、全く違うイメージのカラーを絶妙なバランス
でアクセントに加えた、ポップで大人かわいいプレー
トです。

直径 20.0 cm　0.5kg　27,000円　

Bianco Cuori
ビアンコ ハート

Bianco Fiori
ビアンコ 花

Bianco Pioggia
ビアンコ 雨

Bianco Cigliegio
ビアンコ さくらんぼ

Bianco Pesci
ビアンコ さかな
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トリーニ純子

Terra a Scacchi
2007年

大地を灰白色ｘ土色の2色で大胆に表現しました。壮大な大地に小さな家がチョコンと描か
れ、まるで正円の絵皿自体が大きな地球で、家が人間のちっぽけな存在を表しているようで
す。デザインもとてもスタイリッシュでぜひ暮らしの中に取り入れたい逸品です。

直径 20 cm　1.0kg　 21,600円　

トリーニ純子

Terra a Righe
2007年

大地を灰白色ｘ土色の2色で大胆に表現しました。壮大な大地に小さな家がチョコンと描か
れ、まるで正円の絵皿自体が大きな地球で、家が人間のちっぽけな存在を表しているようで
す。デザインもとてもスタイリッシュでぜひ暮らしの中に取り入れたい逸品です。

直径 20 cm　1.0kg　 21,600円　



66

Furniture　タイル埋め込み家具

例えば、カフェやレストランのショーケースにカラフルなご馳走が並んだテーブルがディスプレイされて
いたら思わず足を止めてしまいませんか？
近づいてよく見ると、光に反射してキラキラ輝く天板がタイルのテーブルだった！
表面のふっくらした凹凸感も可愛くて、思わず店内に入って触ってみたくなった！！
そんな魅惑の特徴を持っているのが、ドディチタイルです。
タイルの光沢感とポップなイタリアンカラーで離れた場所からもよく目に入るんです。
絵付けしてから約1000度でじっくりと焼いているから、色褪せず、お手入れ簡単で末永く 楽しんでい
ただける頼もしさです。
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270.0 × 66.0 cm　48.0kg　855,360円　　

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana トスカーナの風景
1999年
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135.0 × 132.0 cm　48.0kg　855,360円　

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana トスカーナの風景
1999年
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ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana トスカーナの風景 : 塔のある家
1999年

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　0.9kg　36,720円　フレーム　8,100円

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana : il Mulino トスカーナの風景 : 水車
1999年

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　0.9kg　36,720円　フレーム　8,100円
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ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana : il ponte トスカーナの風景 : 橋
1999年

窓の外に広がるのは、フィレンツェを州都に戴くトスカーナの丘陵地帯。
穏やかに晴れた高い空を舞う鳥の群れが見つめているのは、古のヴィンチ村で大自然の一瞬を切取ろうと
素描に余念の無い、かつての画家の少年時代？
それとも、小麦の刈り入れに忙しい農家の主に、一夜の宿を所望したロレンツォ・イル・マニーフィコの侍従
の姿…　いいえ、もっと普通の、けれどもとびっきり愛おしい市井の人々の何気ない日常かも知れません。
さあ、甘いパンとカプチーノで早めの朝食を終えたら北イタリアの優しい太陽が降り注ぐ、トスカーナの散
策に出かけしょう！

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　0.9kg　36,720円　フレーム　8,100円

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana : i fiori トスカーナの風景 : 花
1999年

窓の外に広がるのは、フィレンツェを州都に戴くトスカーナの丘陵地帯。
穏やかに晴れた高い空を舞う鳥の群れが見つめているのは、古のヴィンチ村で大自然の一瞬を切取ろうと
素描に余念の無い、かつての画家の少年時代？
それとも、小麦の刈り入れに忙しい農家の主に、一夜の宿を所望したロレンツォ・イル・マニーフィコの侍従
の姿…　いいえ、もっと普通の、けれどもとびっきり愛おしい市井の人々の何気ない日常かも知れません。
さあ、甘いパンとカプチーノで早めの朝食を終えたら北イタリアの優しい太陽が降り注ぐ、トスカーナの散
策に出かけしょう！

全体　36.5 × 26.5 cm　1.9kg　 42,120円　
タイル　30.0 × 20.0 cm　0.9kg　36,720円　フレーム　8,100円
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ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana :primavera30 トスカーナの風景 :春30
1999年

全体　直径 30 cm　930g　27,000円　

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana :estate30 トスカーナの風景 :夏30
1999年

全体　直径 30 cm　930g　27,000円　
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ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana :autunno30 トスカーナの風景 :秋30
1999年

全体　直径 30 cm　930g　27,000円　

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana :inverno30 トスカーナの風景 :冬30
1999年

全体　直径 30 cm　930g　27,000円　
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直径　60 cm　5.0kg　108,000円

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana :60 トスカーナの風景 :60
1999年
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36 × 50 cm　5.0kg　97,200円

ルチアナ ロッカタリャータ

Paesaggi di Toscana トスカーナの風景 傘立て
1999年
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過去の作品集
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「リビエラの宝石」と言われるポルトフィーノは美しいリビエラの町。緩やかな曲線の海岸には、イタリアらし
い明るい配色の建物が優雅に並びます。そして、青い空の反射と太陽の日差しを受けて、ブルーのグラデー
ションに染まる海には、帆船やクルーザーが浮かびます。
そんな風景を望みながら、海辺の別荘の一室で穏やかな午後の時間を過ごしませんか？
ポルトフィーノは、私とっては非日常的なところが魅力的で、何度でも訪れたくなる町です。
（トリーニ 純子 記）

全体　118.0 × 50.0 cm　10.0kg　151,200円　
タイル　100.0 × 33.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Portofino III ポルトフィーノIII
2012年
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細い路地に、画廊や雑貨屋さんやビンテージショップが建ち並ぶミラノのブレラ地区は、いつ
も新しい発見があって刺激を与えてくれる私のお決まりの散歩コース。今日の午後はブレラ美
術館でアート鑑賞を堪能した後、彼のお迎えを待ちながらお気に入りのカフェでひと休み。
（トリーニ 純子 記）

全体　57.0 × 74.0 cm　9.0kg　 151,200円　
タイル　50.0 × 66.0 cm　142,560円　
フレーム　22,680円

トリーニ純子

Appuntamento 待ち合わせ
2011年
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トリーニ純子

Enoteca
2007年

全体　108.8 × 98.9 cm　28.4kg　500,000円　
タイル　99.0 × 90.0 cm　24.0kg　450,000円　フレーム　41,040円

トリーニ純子

Portofino ポルトフィーノ
2002年

全体　48.0 × 138.0 cm　8.0kg　226,800円　
タイル　30.0 × 120.0 cm　5.7kg　220,320円　
フレーム　23,760円
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トリーニ純子

Enoteca
2007年

全体　108.8 × 98.9 cm　28.4kg　500,000円　
タイル　99.0 × 90.0 cm　24.0kg　450,000円　フレーム　41,040円

トリーニ純子

Portofino ポルトフィーノ
2002年

全体　48.0 × 138.0 cm　8.0kg　226,800円　
タイル　30.0 × 120.0 cm　5.7kg　220,320円　
フレーム　23,760円

アトリエ

In'ei Raisan 陰翳礼讃
2011年

全体　75.5 × 65.5 cm　12.0kg　243,000円　
タイル　70.0 × 60.0 cm　7.0kg　228,960円

アトリエ

プロヴァンスの夏
2003年

全体　74.0 × 98.0 cm　14.0kg　291,600円　
タイル　66.0 × 90.0 cm　285,120円　フレーム　30,240円
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トリーニ純子

Osampo
2008年

全体　59.0 × 80.5 cm　10.0kg　162,000円　
タイル　45.0 × 66.0 cm　142,560円　

トリーニ純子

Kakurembo
2008年

全体　80.5 × 59.0 cm　10.0kg　162,000円　
タイル　66.0 × 45.0 cm　142,560円　
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トリーニ純子

Osampo
2008年

全体　59.0 × 80.5 cm　10.0kg　162,000円　
タイル　45.0 × 66.0 cm　142,560円　

トリーニ純子

Kakurembo
2008年

全体　80.5 × 59.0 cm　10.0kg　162,000円　
タイル　66.0 × 45.0 cm　142,560円　

トリーニ純子

Kotori Sunset
2007年

全体　68.0 × 68.0 cm　8.2kg
タイル　60.0 × 60.0 cm　5.

トリーニ純子

Mongolfiere
2007年

 

全体　68.0 × 88.0 cm　11.0kg　
タイル　60.0 × 80.0 cm　7.6kg
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トリーニ純子

Case e Mulini
2007年

直径 60 cm　4.0kg

トリーニ純子

Ponte e Mare
2007年

直径 60 cm　4.0kg
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トリーニ純子

Case e Mulini
2007年

直径 60 cm　4.0kg

トリーニ純子

Ponte e Mare
2007年

直径 60 cm　4.0kg
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有限会社ドディチドディチ 
650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町 3 丁目 6-2

tel 078-262-6811 ／ fax 078-262-7151




