
■ 交通のご案内 / Access

・ JR「上野駅」公園口より徒歩7分
・東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」7番出口より徒歩10分
・京成電鉄「京成上野駅」より徒歩10分
※駐車場はありませんので、車での来館はご遠慮ください。

〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36  TEL 03-3823-6921  

https://www.tobikan.jp

Finn Juhl 
and 
Danish Chairs
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https://www.tobikan. jp/finnjuhl

フィン・ユール《イージーチェア No.45》1945年デザイン  
織田コレクション（東川町）撮影：大塚友記憲

フィン・ユールとデンマークの椅子
2022.7.23｜土｜̶ 10.9｜日｜東京都美術館ギャラリーA・B・C
開室時間：9：30－17：30、金曜日 9：30－20：00（入室は閉室の30分前まで）  
休室日：月曜日、9/20（火）※ただし、8/22（月）、29（月）、9/12（月）、19（月・祝）、26（月）は開室
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館  後援：デンマーク王国大使館  特別協力：北海道東川町、織田コレクション協力会、
旭川家具工業協同組合、デンマーク・デザイン・ミュージアム、ヴィルヘルム・ハンセン財団  協力：Onecollection A/S / House of Finn Juhl、
デニッシュインテリアス株式会社、カール・ハンセン&サンジャパン株式会社、フリッツ・ハンセン、スカンジナビアンリビング、
ルイスポールセンジャパン、レ・クリント  学術協力：織田憲嗣（東海大学名誉教授）、多田羅景太（京都工芸繊維大学助教）
助成：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、公益財団法人朝日新聞文化財団

観覧料：一般 1,100円 / 大学生・専門学校生700円 / 65歳以上800円 / 高校生以下無料
・身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と
その付添いの方（1名）は無料。いずれも証明できるものをお持ちください。
・10月1日（土）は「都民の日」により、どなたでも無料
・特別展「ボストン美術館展  芸術×力」のチケット（半券可）にて、各種観覧料より300円引き。
※1名1回限り、他の割引との併用はできません。

・事前予約は不要です。ただし、混雑時に入場制限を行う場合があります。
・開催内容は都合により変更する場合がございます。最新情報は当館ウェブサイトをご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みについては、当館ウェブサイトをご確認ください。

Period: Saturday, July 23 – Sunday, October 9, 2022
Venue: Tokyo Metropolitan Art Museum, Gallery A, B, C
Hours: 9:30–17:30, Open 9:30–20:00 on Fridays (Last admission 30 minutes before closing)
Closed: Mondays, September 20 (Open the Monday of August 22, 29, September 12, 19, 26)
Organized by Tokyo Metropolitan Art Museum operated by Tokyo Metropolitan Foundation for History 
and Culture
Supported by Royal Danish Embassy
Special Cooperation with The Town of Higashikawa (Hokkaido), Oda Collection Organization, 
Asahikawa Furniture Industry Cooperative, Designmuseum Danmark, Wilhelm Hansen Fonden
Cooperation with Onecollection A/S / House of Finn Juhl, Danish Interiors Co., Ltd., 
Carl Hansen & Søn Japan K.K., FRITZ HANSEN, Scandinavian Living Company A/S, 
Louis Poulsen Japan Ltd., LE KLINT
Grant support: The Kao Foundation for Arts and Sciences, THE ASAHI SHIMBUN FOUNDATION

Admission: General ¥1,100 / College students ¥700 / Seniors 65+ ¥800

Admission free for visitors HS students or younger

フィン・ユール《イージーチェア No.53》1953年デザイン、織田コレクション（東川町）　
撮影：大塚友記憲

《フィン・ユール邸》オードロップゴー美術館  Ordrupgaard, Copenhagen Photo: Henrik Sørensen《ポエトソファに座るフィン・ユール》、1949年頃  オードロップゴー美術館
Ordrupgaard, Copenhagen, House of Finn Juhl Archive

フィン・ユール ｜ Finn Juhl (1912–1989)

1912年、デンマークのコペンハーゲン近郊フレデリクスベアに生まれる。若い頃
は美術史家を志していたが、父親の反対から王立芸術アカデミー建築科に進学。
在学中からヴィルヘルム・ラウリッツェンの建築事務所で働き始める。
1937年、25歳のときに家具職人組合の展示会に初出品。家具職人ニールス・
ヴォッダーの協力のもと、1940年代に《イージーチェア No.45》、《チーフテン
チェア》など、代表作となる椅子をデザインした。また、1942年にはコペンハー
ゲン北部のオードロップゴーに自邸を建設し、自らデザインした家具や日用品に囲
まれて暮らした。
1950年代はアメリカへと活動の場を広げ、国連本部ビルの信託統治理事会議場
のインテリアと家具デザインを手がけるなど、国際的に名を広めていった。スカン
ジナビア航空のオフィスや旅客機のインテリアデザイン、世界各地で開催された
デンマーク・デザインを紹介する展覧会場デザインなど、建築家、インテリアデザ
イナーとしても幅広く活躍した。



Denmark—a design superpower that produced iconic high-
quality furniture designs from the 1949s to ‘60s. Among Danish 
designers, Finn Juhl (1912-1989) stands out for his design of 
exceptionally original and beautiful furniture. His chairs, with 
their characteristic elegant curves, have won acclaim for their 
sculptural appearance.
This exhibition will trace the history of Danish furniture design 
to reveal the background from which Juhl’s innovative works 
sprang. The exhibition will make evident the excellence of his 
designs which, while modern, fit the body comfortably. The 
chair—a piece of furniture supporting many aspects of daily 
life. By looking at chairs at a time when a global pandemic 
has forced us to rethink how we live and work, the exhibition 
will offer critical insights into comfortable living.

■ 必見 !  織田コレクション

北海道上川郡東川町が所蔵する織田コレクション。椅子研究
者の織田憲嗣氏が研究資料として長年にわたり収集してきた
20世紀の家具、日用品のコレクションです。本展は、世界的
にも名高い織田コレクションを東京でまとめてご紹介する初め
ての機会となります。試作として作られた貴重な一脚から名作
椅子まで、バラエティに富む数々の椅子をお楽しみください。 ■ 椅子をみて、椅子に座る

椅子とは本来、座るもの。本展では、デンマークのさまざまな
椅子に座り、そのデザインを体験していただく空間をつくります。
フィン・ユールをはじめ、デンマークの優れたデザイナーたちの
豊かな発想から生まれた椅子に座り、それぞれのスピリットを
体感してみてください。

■ 北欧デザインの巨匠、フィン・ユールの魅力

フィン・ユールは、デンマークの家具デザイナーのなかでも、ひ
ときわ美しい椅子をデザインしたことで知られます。ソファのやわ
らかい丸み、肘に沿う滑らかなアーム、ほっそりとシャープな脚
部…その椅子には、建築を学び、美術を愛したフィン・ユール
ならではのこだわりが随所にあらわれています。フィン・ユール
とデンマークの椅子を通して、北欧デザインの新たな魅力を
発見してください。

アルネ・ヤコブセン《ドロップチェア》1958年デザイン、織田コレクション（東川町）  
撮影：大塚友記憲

ハンス・ウェグナー《ベアチェア》1951年デザイン、織田コレクション（東川町）
撮影：大塚友記憲

フィン・ユール《グローヴキャビネット》1961年デザイン、織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲 フィン・ユール《ペリカンチェア》1940年デザイン、織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲 フィン・ユール《椅子の図面（肘掛け椅子）》1957年、水彩画の高精細複製、デンマーク・デザイン・ミュージアム　
Designmuseum Danmark Photo: Pernille Klemp

フィン・ユール《ジャパンチェア》1957年デザイン、織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲

フィン・ユール《ボーンチェア No.44》1944年デザイン、織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲

フィン・ユール《イージーチェア No.45》1945年デザイン、織田コレクション（東川町）  
撮影：大塚友記憲

イプ・コフォード・ラーセン《エリザベスチェア（U56）》1956年デザイン、
織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲

フィン・ユール《チーフテンチェア》1949年デザイン、織田コレクション（東川町）  撮影：大塚友記憲

北欧の国デンマークは、デザイン大国として知られます。とりわけ
1940年代から60年代にかけては歴史に残る優れた家具が生み出
されました。
デンマークのデザイナーのなかでも、フィン・ユール（1912 -1989）
は、ひときわ美しい家具をデザインしたことで知られます。優雅な曲
線を特徴とするその椅子は、「彫刻のような椅子」とも評されます。
当時の家具デザイナーたちの多くが家具の専門学科や家具工房の
出身であるのに対し、フィン・ユールは美術史家になることを夢見な
がらもアカデミーで建築を学び、建物の設計やインテリアデザインに
たずさわるなかで家具デザインを手がけました。身体を抽象化したよ
うなやわらかなフォルムは座って心地よいばかりでなく、彫刻にも似
た静謐な存在感を放ち、建築や美術作品、あるいは日用品と濃密
に響き合いながら、空間の調和を生み出す役割をも果たしているよ
うです。
本展は、デンマークの家具デザインの歴史と変遷をたどり、その豊
かな作例が誕生した背景を探るとともに、モダンでありながら身体に
心地よくなじむフィン・ユールのデザインの魅力に迫る試みです。椅
子のデザインにはじまり、理想の空間を具現した自邸の設計や、住
居や店舗、オフィスのインテリアデザインまで、フィン・ユールの幅
広い仕事を紹介します。椅子という、あらゆる日常を支える身近な家
具にあらためて光を当てる本展が、新しい生活を模索する私たちが
快適に生きるためのヒントを見つける機会となれば幸いです。

アルネ・ヤコブセン《ドロップチェア》アルネ・ヤコブセン《ドロップチェア》イプ・コフォード・ラーセン《エリザベスチェア（U56）》1956年デザイン、
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