
Eliel Saarinen Collections ※エリエル・サーリネンの家具は、サーリネンの相続人、クランブルック・アカデミー・オブ・アート、ヴィットレスク博物館の許可を得て製造されています。家具は、サーリネンの相続人、クランブルック・アカデミー・オブ・アート、ヴィットレス
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８月20日　ラウタサルム（フィンランド）に生まれる。

ヘルシンキ工科大学建築学科を卒業。

パリ万国博覧会フィンランド館設計コンペで優勝。

04　ヴィットレスクの設計をする（ヘルシンキ郊外の彼の

家とスタジオ、今は博物館となっている）。

11　フィンランド国立博物館の設計。

８月20日　息子エーロ・サーリネン誕生。

ラハティ市の市庁舎の設計。

14　ヘルシンキ鉄道駅の設計。

アメリカの新聞社シカゴトリビューン社の

設計コンペに応募。263の設計案が世界中から送られ、

彼の設計案は２等になった。この設計案は

その後のアメリカの高層建築に新しい時代を与えることになった。

50才の時、家族と共にアメリカに渡る。

クランブルック・アカデミー・オブ・アートの設計に着手。

学園内に“サーリネン・ハウス”を建設する。

30　クランブルック・アカデミー・オブ・アートの学長を務める。

46　息子エーロ・サーリネンが事務所に入る。

７月１日　クランブルックにて没す（76才）
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エリエル・サーリネンの略歴（1873-1950）

今に伝えたい偉大な芸術
サーリネンの建築学的・装飾的美学の結晶。
クランブルックの家の居間に揃えられた家具の代表的デザインのひとつです。

クランブルックの家、サーリネンの妻のスタジオを飾ったブルーチェア。
他の家具やデザインと同様に、アール・デコの香りいっぱいの家具たちです。

時代の流れにかかわらず私たちに幸福感を与えてくれるものこそ、まさに本物。
本当に良い家具を博物館や地下室に埋もれたままにせず、複製することにより
多くの人の手に入るようにできたら・・そんな願いから、
サーリネンの相続人や博物館から製造・販売の許可を得て、
彼の作品を広く世界に紹介しています。

エリエル・サーリネン

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。※価格に配送料は含まれておりません。

Eliel Saarinen

●¥ 700,000（税別）
ES-8056BR

サーリネンファブリック
W630・D550・H760・SH440
ウォルナット・マホガニー・
メープル突板
15.2kg 

張　材：
サイズ：
主　材：

重　量：

ES-8050NA
サイドチェア

Side Chair
Eliel Saarinen

デザイン：Eliel Saarinen
エリエル・サーリネン
1929-30
フィンランド製

ES-8056BR
アームチェア

Arm Chair
Eliel Saarinen

デザイン：Eliel Saarinen
エリエル・サーリネン
1929-30
フィンランド製

ES-8024BL
２シーター

Blue Chair
Eliel Saarinen

デザイン：Eliel Saarinen
エリエル・サーリネン
1929-30
フィンランド製

●¥ 600,000（税別）
ES-8024BL

布（ブルー）
W1240・D550・H760・SH440
ソリッド・バーチ
16.4kg 

張　材：
サイズ：
主　材：
重　量：

W1000・D2800
ウール100％

サイズ：
素　材：

●¥ 560,000（税別）
ESR-100CR

Cranbrook Lag II (1928-29)

クランブルックラグⅡ（ラグ）

W1200・D1800
ウール100％

サイズ：
素　材：

●¥ 610,000（税別）
ESR-110RS

Rose (1904)

ローズ（ラグ）

●¥ 350,000（税別）
ES-8050NA

布（さび色）
W430・D490・H930・SH440
ソリッド・ハード・メープル
6.2kg 

張　材：
サイズ：
主　材：
重　量：

サイドチェア

２シーター

アームチェア



246 247FURNITURE COLLECTION vol.21FURNITURE COLLECTION vol.21

H a n d  C a r v i n g

精巧な彫刻

H a n d  G i l d i n g

金の輝き、22Ｋ金箔貼り

H a n d  P a i n t i n g

精細で緻密な手描き

H a n d  P o l i s h i n g

入念な拭き漆仕上げ

器用な手さばき、卓越した技術力。
そして各パートを担うプロフェッショナル。
熟練した椅子職人の手でしか、この家具は
生み出せない。

18世紀後期～19世紀初期の英国の家具スタイルを今に。

18世紀、英国で生まれたジョージアン時代の家具は、
同じ時代のフランスやドイツなどに見られる豪華さではなく、
市民階級のライフスタイルにあった家具でした。
機能性を重視した、シンプルで軽快なフォルムは、
“今”のライフスタイルにも十分な満足感を与えてくれる逸品です。
“ロイヤル・コレクション”はオリジナルを忠実に再現し、
ひとつひとつ丹念に仕上げました。

真の価値が宿るロイヤル・コレクション

●¥ 244,000（税別）
W930-41KK

ジム・トンプソン・ファブリック
（レッド）布
W570・D560・H850・SH460
ローズウッド
6.8kg 

張　材：

サイズ：
主　材：
重　量：

●¥ 148,000（税別）
TTB-150BB

W560φ・H700
ローズウッド 

サイズ：
主　材：

グローブ・テーブル

アームチェア（肘付）

ロイヤル・コレクション
※ロイヤル・コレクションはオーダーメイドとなります。

スワンチェア

18世紀の優美な英国家具を引き立てるために、
より軽くデザインされたリージェンシー様式の椅子。
熟練した椅子の職人が、伝統的な様式を守り、
ローズウッド材のフレームに手描きの装飾画、
22K金箔を施した格調高い逸品です。

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。※価格に配送料は含まれておりません。

背もたれに“スワン”の印

専門の職人が筆で描くスワンの絵画が
施され、装飾、観賞用としてもその存在感は
一線を画し、使うたびに
豊かな気分にさせる魅力を持っています。

TTB-150BB
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天板のサイズを変えられる、天板収納型伸長式テーブルです。

伸縮式テーブル
TTB-104KK
※テーブルのサイズを1600mm・2100mm
　に変えられる伸長式テーブルです。

“ヘップルホワイト”は時を経て
なお新しい輝きを増し続ける、真に価値ある逸品です。

深い味わいを醸し出す美しいシルエット
プリンス・オブ・ウェールズの名にふさわしい繊細な逸品

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。※価格に配送料は含まれておりません。

●¥ 204,000（税別）
W960-41KK

ジム・トンプソン・ファブリック
（レッド）布
W655・D570・H910・SH440
ローズウッド・拭き漆仕上げ
9.4kg 

張　材：

サイズ：
主　材：
重　量：

アームチェア（肘付）

●¥ 180,000（税別）
W960-11KK

ジム・トンプソン・ファブリック
（レッド）布
W550・D570・H910・SH440
ローズウッド・拭き漆仕上げ
8.2kg 

張　材：

サイズ：
主　材：
重　量：

チェア（肘なし）

●¥ 198,000（税別）
W910-41KK

ジム・トンプソン・ファブリック
（グリーン）布
W590・D560・H850・SH440
ローズウッド・拭き漆仕上げ
8.4kg 

張　材：

サイズ：
主　材：
重　量：

アームチェア（肘付）

●¥ 174,000（税別）
W910-11KK

ジム・トンプソン・ファブリック
（グリーン）布
W530・D540・H850・SH440
ローズウッド・拭き漆仕上げ
7.6kg 

張　材：

サイズ：
主　材：
重　量：

チェア（肘なし）

●¥ 696,000（税別）
TTB-122KK

W1530・D670・H740
ローズウッド・拭き漆仕上げ  

サイズ：
主　材：

ライブラリーデスク

●¥ 512,000（税別）
TTB-200KK

W1150・D500・H880
ローズウッド・拭き漆仕上げ  

サイズ：
主　材：

シフォニア

リージェンシーテーブル
TTB-102KK
※テーブルのサイズを2750mm・2150mm・1550mm
　に変えられる伸長式テーブルです。

●¥ 1,050,000（税別）
TTB-102KK

W2750（2150・1550）・
D1260・H720
ローズウッド・拭き漆仕上げ
キャスター付  

サイズ：

主　材：
脚　部：

リージェンシーテーブル

●¥ 620,000（税別）
TTB-104KK

W1600（2100）・
D1000・H720
ローズウッド・拭き漆仕上げ  

サイズ：

主　材：

伸縮式テーブル

●¥ 636,000（税別）
TTB-120KK

W1230・D920・H720
ローズウッド・拭き漆仕上げ
真鍮製キャスター付  

サイズ：
主　材：
脚　部：

リージェンシー・ライブラリーテーブル

ロイヤル・コレクション
※ロイヤル・コレクションはオーダーメイドとなります。

ヘップルホワイト・シールドバックチェア

18世紀後半に活躍した、著名な家具作家であるジョージ・ヘップルホワイトは
300点にのぼる家具をおさめたデザイン書によっても有名です。
直線的な古典様式と官能的な曲線美のロココ様式を、
独自の感性で折衷してよりシンプルでエレガントに、
ヘップルホワイト様式を完成させました。

ウェールズチェア

ロイヤル・コレクション
※ロイヤル・コレクションはオーダーメイドとなります。

プリンス・オブ・ウェールズの伝統的な模様（デザイン）など、熟練した椅子職人による
精細な彫刻が施された美しいローズウッド材のフレーム。
また、シートは“鋲”によるデザインと仕上げで、よりクラシカルな雰囲気を醸し出しています。
魅力的なこの椅子のデザインは、
ジョージ・ヘップルホワイト（生不詳～1786）の家具ガイドに見ることができます。
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高価な木をふんだんに使い、羊頭の繊細な彫刻をはじめ、

椅子としての高度な技術により作られています。

黒色のシートは、オリジナルと同じ模様、

手織りのホースヘア・ファブリックで仕上げ、

シックな趣きでしかも耐久性にもたいへん

優れています。

ルイ16世の時代から王室御用達の職人が手がけた
羊頭飾りの椅子

中国、元様式の青花（染付）、手描きの磁器
ひとつ一つが手造りのため、微妙な風合いと絵柄の違いがでています。

※価格は税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。※価格に配送料は含まれておりません。

●¥ 696,000（税別）
TTB-122KK

W1530・D670・H740
ローズウッド・拭き漆仕上げ  

サイズ：
主　材：

ライブラリーデスク

●¥ 144,000（税別）
TTB-140KK

W560φ・H700
ローズウッド・拭き漆仕上げ  

サイズ：
主　材：

グローブ・テーブル

¥ 118,000（税別）
CW141-RS

W560・D530・H840・SH440
花梨
10.0kg 

サイズ：
主　材：
重　量：

アームチェア（肘付）

¥ 100,000（税別）
CW100-RS

W520・D520・H1000・SH440
花梨
9.0kg 

サイズ：
主　材：
重　量：

チェア（肘なし）

Chinese Chair 

CP-10BW-12
W240φ・H430 サイズ：

CP-20BW-10
W405φ・H70 サイズ：

CP-01BW-12
W315φ・H280 サイズ：

ラムズヘッドチェア チャイニーズチェア

ロイヤル・コレクション
※ロイヤル・コレクションはオーダーメイドとなります。

この“羊頭飾り椅子”のオリジナルは1820～25年にフランスの“Georg Jacob”により
作られました。彼はルイ16世に仕え王室御用達の許可証を授かるほど
優れた名匠でした。フランス革命後、ルイ16世が処刑され、ナポレオンの時代に
変わりました。それにもかかわらず引き続きこの偉大な家具職人に
多くの仕事を任すことになったのです。

●¥ 368,000（税別）
W950-41KK

ホースヘア（ブラック）布
W650・D570・H800・SH440
ローズウッド・拭き漆仕上げ
15.0kg 

張　材：
サイズ：
主　材：
重　量：

アームチェア（肘付）

※価格については、お問合せください。




