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A hundred years
of Olivari door 
handles

1911-1960

Throughout the 100-plus years of its manufacturing
history, Olivari has earned distinction for the quality
of its products and the reputation of its brand. From
generation to generation, the Olivari family has
passed down the attention for detail, the quest for
innovation, and above all, a passion for working to
high standards.

In 1911, Battista Olivari founded the company in
Borgomanero, Novara, where the factory is still
located, and where the entire production process of
the handles still takes place today. 

In 1926, Battista’s wife Antonietta Ramelli took over 
he helm of the family business. She was one of the
first women in Italy to head a company, making her a
pioneer of female entrepreneurship.

In the 1930s, the company began its first
collaborations with the two most important Italian
architects at the time, Marcello Piacentino and Gio
Ponti.

After World War II, the company, now led by the
brothers Ernesto, Ambrogio and Luigi, contributed
to the reconstruction, working side by side with the
masters of Italian architecture: Franco Albini, Ignazio
Gardella, Angelo Mangiarotti and BBPR. Work
relations with Gio Ponti intensified. The handles they
custom designed for their new buildings were highly
elegant and inventive objects that became fixtures of
the Olivari range, and some are still in production.

1. カタログ（1936年）
2. カタログ（1951年）
3. オリバリのワークショップ（1914年）
4/5. カタログ（1929年）
6. マルチェッロ・ビアチェンティーニによるミラノ裁判所
（Milan Palace of Justice）の「lustitia」ハンドル（1932年）
7. マルチェッロ・ビアチェンティーニによるミラノ裁判所
（Milan Palace of Justice）の「lustitia」ハンドル（1932年）
8. ミラノにあるモンテカチーニ社ビルのハンドル（1936年）
および、ローマのエウル地区に初めて建った建物のハンドル
（1937年）デザインはともにジオ・ポンティによるもの

1. Catalogue, 1936

2. Catalogue, 1951

3. The Olivari workshop in 1914

4/5. Catalogue, 1929

6. The Iustitia handle for the Milan Palace of Justice,
by Marcello Piacentini, 1932

7. The Libertas handle for the Milan Palace of Justice,
by Marcello Piacentini, 1932

8. Handle for the Montecatini building in Milan 1936,
and handle for the first building in the EUR district in
Rome, 1937, both by Gio Ponti

オリバリ製ドアハンドルの100年

100年以上にわたる製造の歴史を通してオリバリは、製品の優れ
た品質とブランドの知名度を獲得しました。 世代から世代へ、
オリバリ家は細部へのこだわり、イノベーションの探求、そして
何より高い水準を目指して働くことへの情熱を受け継いできたの
です。

1911年、バッティスタ・オリバリはイタリア、ノバラのボルゴ
マネーロで会社を創業しました。そこには今でも工場があり、
ハンドルの全製造工程が行われています。

1926年、バッティスタの妻アントニエッタ・ラメリが家業を引き
継ぎます。彼女はイタリアで企業のトップに立つ最初の女性の
ひとりであり、女性企業家としての道を切り開きました。

1930年代には、当時の二大イタリア人建築家、マルチェッロ・
ピアチェンティーニとジオ・ポンティとともに初めてのコラボ
レーションを始めました。
第二次世界大戦後、エルネスト、アンブロジオ、ルイージの三兄
弟に引き継がれた会社は、フランコ・アルビニ、イグナツィオ・
ガルディラ、アンジェロ・マンジャロッティ、BBPRといった
イタリア建築の巨匠たちとともに働きながら、復興に貢献しまし
た。ジオ・ポンティとの協力関係は強まりました。新しい建物用
に特別にデザインしたハンドルは非常にエレガントかつ独創的な
品で、後にオリバリの定番商品となり、そのうちのいくつかは今
も生産されています。



1960年 - 1990年

1960年代、新たなデザインソリューションを絶えず探し
求めていたオリバリは、イタリアの新生デザインシーン
の主役らと協力するようになり、セルジオ・アスティ、
ルイージ・カッチャ・ドミニオニ、ジョエ・コロンボ、
モンティGPA、マルチェロ・ニッツォーリなど多くの
デザイナーとの揺るぎない関係を築きました。
そして彼らのデザインしたハンドルは、カタログに加え
られました。
産業面では、会社として成長する市場の困難にうまく対処
するために、最新のダイキャスト機械を備える大規模な
新製造工場が必要と判断しました。
デザイナーの先を見通した未来的アイデアや刺激的な作業
環境によって、形状的にも技術的にも革新的なハンドルが
生まれました。初めての陽極酸化アルミ製ハンドル「Bica」
は1959年に、初のプラスチック製ハンドル「Boma」は
1970年に発売されました。いずれも一気にベストセラー
となり、デザイン界における会社の評価を高めました。
1980年代には、オリバリ家の第三世代が次第に目立つよう
になってきます。オリバリ家の若い血統であるアントニオ、
ジョバンニ、ジュゼッペ、カルロ、エンリコの五兄弟は、
デザインにかかわる技術的な革命を目指して突き進んで
いました。

 

1960-1990

In the 1960s, incessantly searching for new
design solutions, Olivari began working with the
protagonists of the nascent Italian design scene,
establishing solid relations with Sergio Asti, Luigi
Caccia Dominioni, Joe Colombo, Monti GPA,
Marcello Nizzoli and many others whose handles
were added to the catalogue.

On the industrial side, the company decided it needed
a new, more extensive production plant with cutting-
edge die-casting machinery to rise to the challenge of
a growing market.

The designers’ visionary, futuristic ideas and the
stimulating work environment this created led to
formally and technically innovative handles. Bica, the
first anodised aluminium handle, came out in 1959.
Boma, the first plastic handle, was launched in 1970.
Both rapidly became best-sellers, bolstering the design
world’s esteem for the company’s reputation.

In the 1980s, the third generation of the Olivari
family progressively came to the fore. The brothers 
Antonio, Giovanni, Giuseppe, Carlo and Enrico were
the company’s new blood, and they forged ahead with
design-related and technological evolution.
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1. Box and styrofoam packaging, 1970
2. Punch press for the Olivari logo, 1970
3. Advertisement for the Bica handle
by Magnaghi-Terzaghi, 1959
4. Advertisement for the Paracolpi Alfa handle by Joe Colombo,
1965, and the Boma handle by Monti GPA, 1972
5. Advertisement for the Emma handle by BBPR, 1967

1. 箱および発泡スチロールの包装（1970年）
2.オリバリのロゴ用パンチプレス（1970年）
3.Magnaghi-Terzaghiによる「Bica」
ハンドルの広告（1959年）
4.ジョエ・コロンボによる「Paracolpi Alfa」
ハンドルの広告（1959年）および、モンティGPAによる
「Boma」ハンドル（1972年）
5.BBPRによる「Emma」ハンドルの広告（1967年）



1990年 - 2010年

1990年代は、会社の歴史的遺産に対する一般的な評価を
推し進めたアレッサンドロ・メンディーニとのコラボ
レーションの充実が目立ちました。
彼は、『L’architettura  presa  per  mano  La  maniglia
moderna e la produzione Olivari』という本の中で一族
のものづくりに関するストーリーを語るよう、五兄弟に
働きかけました。
ヴィコ・マジストレッティ、アンドレア・ブランジ、
リヒャルト・ザッパー、パオロ・ポルトゲージ、オスカー
・トゥスケ、マッシモ・イオザ・ギーニの到来で新たに
一流たちとの接点が生まれました。会社は彼らとの友情
とデザインのやりとりによる深い絆を築きました。
同時期に熱間鍛造の技術が導入され、数年のうちにダイ
キャスト法と完全に置き換わりました。

1990-2010

The 1990s were distinguished by the fruitfulThe 1990s were distinguished by the fruitful
collaboration with Alessandro Mendini, who promoted
the public appreciation of the company’s historical
heritage. He encouraged the brothers to tell their
manufacturing story in the book L’architettura presa
per mano. La maniglia moderna e la produzione Olivari.

New prestigious contacts arrived with Vico Magistretti,
 Andrea Branzi, Richard Sapper, Paolo Portoghesi, Oscar
Tusquets and Massimo Iosa Ghini, with whom the
company established enduring bonds of friendship and
design exchange.

At the same time, the technique of hot forging was
introduced, and in a few years’ time it substituted die-
casting entirely.

1.TBクリエイティブユニット（Tranvai Blu）
によるロゴ（1985年）
2/3/4.　パンフレット（1985年）
5.　ステファノ・カシアーニ編集の書籍
『L’architettura presa per mano La maniglia
moderna e la produzione Olivari』（1992年）

1. Logo by TB Creative Unit (Tranvai Blu), 1985

2/3/4. Brochure, 1985

5. Book L’Architettura presa per mano. La
maniglia moderna e la produzione Olivari edited
by Stefano Casciani, 19921
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2000年代はもう一歩、生産能力を拡大する機会を迎え
ました。社内で部品を含む全工程段階を包括すること
により、産業循環の完全な管理が可能となるのに加え
最新の技術的洞察に従って計画された高度な自動製造
技術への投資が行われました。
革新的でより持続可能な仕上げに関する研究は、非常
に高い性能係数と環境に配慮したBIOCHROMEやSuper
finishという結果をもたらしました。
オリバリは、デザインおよび建築の世界との対話に
おける使命感に従い始めました。

エンツォ・マーリ、ルドルフォ・ドルドーニ、ピエロ
・リッソーニ、ジェームス・アーヴィン、パトリシア
・ウルキオアといったミラノで最も有名なデザイナー
たちとの意見交換は、坂茂、スティーヴン・ホール
伊東豊雄、ダニエル・リベスキンド、ピーター・マリノ
ドミニク・ペローら近代建築の巨匠たちとのコラボ
レーションと並行して行われました。

オリバリの社内技術部門は、正方形の幾何学的図形を
基にした研究の成果を発表しました。
これらのハンドルは商業的大成功を収め、会社の新規
性が評価されました。

1.ステファノ・カシアーニ編集の書籍
『Macchina semplice. Dall’architettura al design. 
　100 anni di maniglie Olivari』（2010年）
2.クリストフ・ラドルによる新しいビジュアル
・アイデンティティー（1993年）
1. Book Macchina Semplice. Dall’ architettura
al design. 100 anni di maniglie Olivari edited by
Stefano Casciani, 2010

2. New visual identity by Christoph Radl, 1993

The 2000s offered the opportunity for another
expansion of the production capabilities. In addition
to the full control over the industrial cycle by
encompassing all processing phases inside the
company, components included, investments were
made in highly automated manufacturing techniques,
organised according to the most advanced technological
insights.
Research on innovative, more sustainable finishes
resulted in Biocromo and SuperFinish, with very
elevated performance factors and respect for the
environment.

Olivari proceeded to follow its vocation for dialogue
with the world of design and architecture. Exchange
with the most famous designers on the Milan
scene – Enzo Mari, Rodolfo Dordoni, Piero Lissoni,
James Irvine and Patricia Urquiola – was flanked by
collaboration with the great maestri of contemporary
architecture – Shigeru Ban, Steven Holl, Toyo Ito, Daniel
Libeskind, Peter Marino and Dominique Perrault.

Olivari’s internal technical department presented
the results of a study based on the geometric figure
of the square. These handles were launched to great
commercial success and acclaimed for their novelty.
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2010年 - 2017年

マルコ・ストリナによる新ビジュアル・
アイデンティティー（2010年／2017年）
New visual identity by Marco Strina,
2010/2017

was introduced, its aim being to make new
Olivari handles even more modern and elegant by
miniaturising the internal elements and mechanisms.
New collaborations with international architects
and designers were started. Handles by Zaha Hadid,
Jean Nouvel, Ben van Berkel, Rem Koolhaas, Marcel 
anders, Ma Yangsong and Ron Gilad were added to
the Olivari range.

Over the course of the last two years, Olivari has
started two new lines of research. On the cultural
and historical side, there is the collection Guilloché,
featuring special surface decorations that embellish
the handles. On the technological side, there is the
series of new Super finishes, which offers designers
and discerning customers ulterior expressive
possibilities.

Our research continues!

カルヴィ・ブランビッラ・アーキテクツ設計
「Salone del Mobile di Milano」
（2011年／2016年）
Salone del Mobile di Milano,
Design by Calvi Brambilla architects,
2011/2016

2010年代、そして今、私たちのいる現代はオリバリ100周
年のお祝いから幕を開けました。
ベネチアの建築ビエンナーレ本部で、会社の象徴的な意味
を持つ『Macchina semplice』『Dall’architettura al design』
『100 anni di maniglie Olivari』という本が発表されました。
ビエンナーレはさらに、未来のオリバリ美術館の主要部を
最初に紹介する機会にもなりました。
同時に、会社の新しいオフィスウィングの建設が始まり、
ミラノ家具フェアとミラノ・トリエンナーレでのインパクト
の強いディスプレイで、100周年を記念しました。

コミュニケーションについては、会社のビジュアル・アイ
デンティティーを一新しました。
生産については、部品の新たなカテゴリーが導入され、
内部要素とメカニズムを最小限にすることで、オリバリ

2010-2017

The 2010s, and here we have arrived at present times, 
were opened with the celebration of Olivari’s first
100 years of business. The book Macchina semplice.
Dall’architettura al design. 100 anni di maniglie
Olivari was presented in Venice at the headquarters
of the Architecture Biennale, which holds symbolic
meaning for the company. The Biennale was also the
occasion to introduce the first nucleus of the future
Olivari Museum. Contemporaneously, construction
began on the company’s new office wing, and the
100th anniversary was marked by high-impact
displays at the Milan Furniture Fair and the Triennale
di Milano.

As for communication, the renewal of the
company’s entire visual identity was undertaken.
As for production, a new category of components

のハンドルをよりモダンかつエレガントにすることを目指

しました。国際的な建築家やデザイナーとの新たなコラボ

レーションも始まりました。ザハ・ハディド、ジャン・

ヌーヴェル、ベン・ファン・ベルケル、レム・コールハース、

マルセル・ワンダース、マ・ヤンソン、ロン・ギラッドに

よるハンドルがオリバリ製品に加わりました。

ここ2年間で、オリバリは新たに2つの研究を始めました。

文化的かつ歴史的側面においては、ハンドルを装飾する

特別な表面装飾を特徴とする  Guilloché（ 組み紐飾り ）

コレクションがあります。技術面においては、デザイナー

や眼識のあるお客様に隠された表現の可能性を提供する

新しい Superfinish シリーズがあります。

私たちの研究はこれからも続きます！
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