〔資料請求番号 503〕

サル デーニャ島 の 伝 統 文化をモチーフにした肉 料 理レストラン

OLIVOCARNE
Italian Restaurant OLIVOCARNE, London
Designer Pierluigi Piu / Architetto Pierluigi Piu
設計／ピエールルイジ・ピュウ・アルキテット ピエールルイジ・ピュウ
協力／テラコッタアートワーク Stefania & Cristina Ariu
人工大理石製影絵アート Mauro Angius
照明計画 Pinto Lighting Design Pedro Pinto
構造設計 Michael Blacker partnership Michael Blacker
施工／ Peter Jusko Pam Victoria
撮影／ Riccardo Sanna
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左／メーンダイニング。壁面には、ダーク
ブラウンの人工大理石製のアートワークが
設置されている。右手壁面にはミラーが並
ぶ

右上／ベンチ席のあるダイニング B

から、約 1400 ㎜上がったメーンダイニン
グを見る。右手壁面の人工大理石のパネ
ルには、伊・サルデーニャ島の伝統的な織
物の図像が彫り込まれている 右下／店
内手前からメーンダイニング方向を見通す。
左手壁面はテラコッタ製レリーフ
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ファサードには紫色をあし
らってオープンなデザイン
とした。前面道路と店内を
仕切っていた壁を取り壊し、
大型ガラスをはめ込んだ

サルデーニャ文化を体感できる空間

次の部屋に足を踏み入れると、そこは、パステ

「オリーボカルネ」は、ロンドン発のレストラン「オ

この色味は、南サルデーニャの伝統的な装飾要

KLIMATE CONTROL 音響設備／ PJC Acoustics ファ
サード及び什器他／ C3 S Projects ガラストップライ

ルカラーが特 徴的な中間的ダイニングルーム。

ト／ Chelsea Artisans Products

石 材 ／ Ideal Stone

Interiors 床／ Paolo Giusti カーテン及びファブリック
／ Sylvie Webster

照 明 器 具 ／ Delta Light KKDC

リーボ」シリーズの新店舗で、伊・サルデーニャ

素だ。

島の伝統的な肉料理を提供するレストランだ。

そして、短い階段を上がると、このレストラン

設計するにあたって考えたのは、経営者の出身

のメーンスペースに出る。バーカウンターも設

地でもあるサルデーニャ島の文化をいかに表

置されている。バーカウンターの側面は、グレー

現するかだった。店内の随所に、手工芸、織物、

の人工大理石で覆われており、そこにサルデー

羊農場といったサルデーニャの文化的アイコ

ニャ島の村で織られた伝統的な織物の模様か

ンを配置することでそれを実現した（詳細は次

ら引用した柄が彫り込まれている。

ページ）。

メーンダイニングルームの壁面には、ダークブ

客席数：76 席

特に、才能豊かなサルデーニャの職人たちの作

ラウンの人工大理石で制作したレリーフが設

客単価：45 〜 50 ポンド（ 1 ポンド≒ 154 円）

品を現代的な空間デザインの中に取り入れる

置されている。動物や農民などのサルデーニャ

生活からインスピレーションを得たアートワー

こうして店内全体が、サルデーニャ文化を体感

クで、店内の壁面をギャラリーのように彩り、

できる空間となっている。

エリザベス・
ストリート

島の伝統的な図像をかたどったものだ。

トランスを入ると、まず人々は、羊の群れを連

営業内容
開店：2012 年 8 月
営業時間：正午〜午後 2 時 30 分 午後 7 時〜午後 11 時
定休日：なし
電話：+0044（ 020 ）7730-7997
経営者：Oliveto & Olivo Ltd. Mauro Sanna

主なメニューと単価：鴨ラグーのタリアテッレ 14 .5 ポンド
イタリアンソーセージの炭火焼き
18 .5 ポンド 長時間
テラス
バル

バレスコ（ボトル赤ワイン）メーンダイニング
47 ポンド

ダイニング B
ダイニング A 主な仕上げ材料

床：ポリウレタン系合成樹脂塗装（ Kemper System ） 階

〈ピエールルイジ・ピュウ〉
厨房

などの図像が、サルデーニャ文化を喚起している。
店内は、三つのエリアで構成されている。エン

Lighting PJR Engineering

ロースト豚肉のサルデーニャスタイル 26 ポンド

ことを意識した。彼らの作品は、羊飼いの田園

生き生きした農民、騎手、羊飼い、狩人、羊、猪

Lucent Lighting Light Projects Xenon Architectural

「 オリーボカルネ 」データ

段／砂岩石貼り（ピエトラセレーナ）
厨房

壁：人工大理石貼り（コーリアン／デュポン）+ コーリアン製
アートオブジェ取り付け 特注ファブリック貼り
A-A SECTION 1：300

所在地：61 , Elizabeth Street, London SW1 W 9 PP , United

天井：多孔質システム天井パネル吊り（ Barrisol ）
家具：イス／オーク材（ Cherner Chair ／ The Cherner Chair

Kigdom

想させるテラコッタタイルのレリーフで覆われ

工事種別：内外装 全面改装

た壁面と向き合うことになる。その壁に沿って、

床面積：合計 297 .27 ㎡／地下 1階（厨房、倉庫）130 .57 ㎡

サルデーニャの伝統的なファブリックが張られ

工期：2011 年 10 月〜 2012 年 8 月

た長イスが設置されている。

施 工 協力：電 気 設 備 ／ M&M ELECTRICAL

Company ） テーブル／ MDF（ Dizzie series ／ ARPER ）

1階 120 ㎡ 2 階（バー）30 ㎡ テラス16.70 ㎡

什器：バーカウンター／グレー人工大理石（コーリアン）
照明器具：壁際／間接照明（ Delta Light ）

空 調設 備 ／

テラス

メーンダイニング

A
エリザベス・
ストリート

メーンダイニング
ダイニング A

厨房

ダイニング B

A
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ダイニング B
バー

厨房

A-A SECTION 1：300
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ダイニング A

1F PLAN 1：300

「 オリーボカルネ 」三つのデザインソース

Reference.1

羊農場

サルデーニャ島では牧羊が盛んで、食卓には羊
肉を使った料理や羊乳のチーズが並ぶ。
そこで、一つ目のダイニングエリアの壁面は、
羊の群れを連想させるテラコッタタイルのレリー
フで覆った（右）
。制作したのは、陶芸家の姉妹、
ステファーニャ＆クリスティーナ・アリューだ。
この壁面に沿って、サルデーニャの伝統的なファ
ブリックが張られた長イスが設置されている。

Reference.2

伝統美術

メーンダイニングの壁 2 面はすべて、人工大理
石で覆われている。その壁面に、ダークブラウ
ンの人工大理石で制作したレリーフを無数に
設置した（右）。動物や農民などサルデーニャ
島の伝統的な図像をかたどったこのレリーフは、
美術家のマウロ・アンギウスによるアートワー
クだ。この作品は、1930 〜 60 年代に掛けて絵
画、彫刻、デザインの分野で活躍した、エウジェ
ニオ・タボラーラというサルデーニャ島出身の
著名なアーティストの仕事（左）にインスピレー
ションを受けて制作されている。

Reference.3

織物

バーカウンターの側面と、カウンター背後の箱
型の棚にも、薄い色調のグレーの人工大理石の
パネル（右）を用いた。ここに彫り込まれた幾
何学模様は、サルデーニャ島の村で織られてい
た伝統的な織物（左）の柄から引用した。かつて、
馬に乗って移動していた騎手たちは、馬具や衣
服に使われている織物の編み方や柄から、相手
の出身地を窺い知ることができたという。
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