
カルロッタ・フェラリオ佐藤はスイス出身の彫金師およびジュエリーデザイナーです。英国で伝統的

な金属加工技術を学び、植物の有機美にあふれた作品を創作しています。スイスの豊かな自然の美し

さを取り入れたストーリー性のあるジュエリーが特徴です。日本の芸術から着想を得た作品も好評を

得ています。 

今の季節に春らしい桜のつぼみの形でインスピレーションを得た新しい作品を作りました。 

「桜のつぼみ・アートジェム コレクション」をリリースするつもりです。このジュエリーは桜のつぼ

みや花の美しさを表現しています。桜の花は美しく咲き、見る人々の心に華やかさを見せますが、花

びらが枝から離れ、風に吹かれたとき、繊細ではかない印象も受けます。私は見る人の心にこのよう

な印象を思い起こしてほしいと考えています。珊瑚とローズクオーツでかたどられた桜のつぼみには、

気品を感じるだけではなく、繊細さが表現されています。 

 

On this gentle sunny spring day,  

I wonder why only the cherry blossoms cannot stay calm,  

instead scattering every which way on the ground. 紀友則 

The "Gems of Sakura" Collection of jewelry expresses the beauty of cherry blossoms and little 

buds. "Gems of Sakura" are hand crafted around coral & rose quartz, not only highlighting 

their preciousness and elegance, but also their delicacy and grace. Cherry blossoms bloom 

beautifully and their splendor touches the minds of people admiring them. But it is when the 

petals fly away from the branch… when they are delicately blowing in the wind that people 

can perceive a fleeting impression or a delicate emotion. I would like to inspire such 

ephemeral feeling to the heart of the beholder. 

 

--  

Carlotta Ferrario-Sato 

カルロッタ・フェラリオ佐藤  ジュエリーデザイナー 

https://carlottaferrario.wordpress.com/  「 ブログ 」 

https://www.facebook.com/carlotta.ferrario.7  「 フェイスブック ページ  」 

 

https://carlottaferrario.wordpress.com/
https://www.facebook.com/carlotta.ferrario.7


カルロッタ・フェラリオ佐藤 

略歴：  

1985 年 スイス、ルガノ生まれ 現在ティチーノ州と京都に居住  

2008 年 イギリス、University for the the Creative Arts（旧ケント芸術大学）卒業  

2009 年 イギリス、Bishopsland Educational Trust （Postgraduate Training Course） 彫金（銀細

工師）・ジュエリーデザイン専攻 卒業  

2009 年 イギリス、William Cheshire, London にて制作アシスタントを経験  

2010 年 北インド、アメダバードで Artist in Residence プログラムに参加。細密画を修学。 

2012～2014 年 スイス、Scuola Club Migros ジュエリー・アクセサリー制作クラス 講師  

2013～2014 年 スイス、Ottica Meier+Gaggioni（ブランド眼鏡店）でクリスマス限定展示・販売  

2014～2016 年 スイス、オープンアトリエ実施（自宅のアトリエでプライベートビュー・販売）  

展示会（日本）:  

2015 年 4 月 京都高島屋 期間限定ショップ・ジュエリー販売  

2016 年 4 月 京都高島屋 期間限定ショップ・ジュエリー販売  

 9 月 京都文化博物館 アートフリーマーケット秋 出店  

2017 年 10 月 京都文化博物館 アートフリーマーケット秋 出店  

「第 16 回イベント受注販売会」京都ホテルオークラ 出店  

「第 1７回イベント受注販売会」大阪ホテルグランヴィア 出店 

2018 年  4 月 京都文化博物館 アートフリーマーケット秋 出店 

 

 

 



受賞歴（Awards）：  

2007 年 イギリス ロンドン金細工クラフトマンシップ＆デザインコンペ 入賞 (London Goldsmiths’            

          Craftsmanship & Design Awards, Commendation Award)  

イギリス Pewter live 2007 装飾美術部門 一般投票１位  

2008 年 イギリス、ロンドン金細工クラフトマンシップ＆デザインコンペ 入賞 (London Goldsmiths’    

          Craftsmanship & Design Awards, Commendation Award)  

イギリス、ロンドン 金細工、奨励金 The Precious Metal Bursary by the London 

Goldsmiths’Company 受賞 

イギリス、アイデアコンペ ‘Ur Idea Competition’ Award for Creative Innovation 入賞  

イギリス、デザイン工芸組合に加盟 The Society of Designer Craftsmen ‘Licentiate Status’  

2009 年 イギリス、ロンドン市、奨励金 Equipment Grant by The City Fringe Partnership 受賞  

イギリス、ロンドンビクトリア＆アルバート博物館展示・受賞  

(Victoria & Albert Exhibition & Bishopsland Educational Trust grant for the Gilbert  

Collection Challenge @ the V&A Museum)  

2011 年 インド 、India: Future of Change Photo Competition 建築写真部門参加 

 

 

 

 


