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今年の冬の Vitra Home Stories for Winter では、バーバ
ラ・ハッペとマーティン・フィッシャーが愛を込めて
リノベーションしたヴァルター・グロピウス建築の家
ユットナー家のモダンで環境にも配慮された自邸を
ご紹介します。彼らが暮らす空間を、それぞれの家族が
歩んできた歴史や物語とともに、ヴィトラの家具が
美しく彩ります。

フランスのデザイナーであり建築家、そしてエンジニアでもあった
ジャン・プルーヴェは、椅子に座った時、後脚に最も負担がかかる
という椅子の本質を見抜き、「スタンダード」チェアのデザインに
生かしました。かかる重さが比較的軽い前脚には細い鋼のチューブ
を使い、より大きな重さがかかる後脚には、太さをもたせた中空の
鋼板を用いることで椅子にかかる重さを床へ逃がせる構造になって
います。ヴィトラでは、第二次世界大戦中の金属不足により
誕生した「シェーズ トゥ ボワ」をはじめ、さまざまな素材や色の
ジャン・プルーヴェによる作品を製造しています。
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バーバラ・ハッペとマーティン・フィッシャーは、ヴァル
ター・グロピウスが設計した建物をリノベーションし、新たな
住まいとして蘇らせました。

「文化財に指定されるような、何世代にも渡り受け継がれてきた建物に
住むことはとても光栄です。」 

「ヴァルター・グロピウスが建てた個人住宅は、ドイツ国内に
たった6軒しかありません。そのうちの1軒の住人になれたこと
を幸運に、かつ誇りに思います。購入した1994年、この家は
廃墟で、庭も荒れ放題でした。元の状態に戻すために、かなり
の投資をしました。歴史や背景を徹底的に調べるため、多大な
時間をかけて本や資料を読みあさりました。当時、家の中には
どのような色が使われ、家具はどうだったのか？それから
27年、私たちは常に、家全体が芸術作品であると考え、手入れ
をしながら暮らし続けてきました。

グロピウスは、バウハウスを単なるスタイルではなく、考え方
のひとつとして捉えていました。そして建築、デザイン、
家具、すべて含めてひとつの美であると考えていました。
実は、我が家にはカーテンがなく、窓の外から家の様子がよく
見えます。それは、空間内の要素を明確化し、同時にその
すべての調和と繋がりを基本として考えていた、彼のデザイン
哲学を反映しています。空間はシンプルであるべきと考えて
いた彼は、観葉植物など装飾的なものをいっさい排除し
ました。

寝室にはベッドとその左右に2つのスツールがあり、それ以外
の家具はありません。ヴィンテージなど長年使い続けられた

家具は、好みが分かれると思いますが、私たちはこれもま
た美しいと思っています。実用性の中の美しさ、機能とデザイ
ンの対話、それは特に家具などの日用品にとって大切な要素で
す。時代を超越するデザイン性と高い機能性、その条件が揃っ
て初めて、家具は長い年月を重ねることができるからです。

何世代にも渡り受け継がれてきた歴史的な建築物に実際に住む
ことをとても誇らしく思っています。ここは美術館ではあり
ませんし、今後もこの家が美術館のようになってしまわない
ことを願っています。家は人が住むために建てられたもの
ですから」。

マーティン・フィッシャーは動物学の教授で、バーバラ・ハッ
ペは人文科学者です。1987年に2人は結婚し、イエナで暮らし
ています。







ヴィトラとアントニオ・チッテリオが共同開発したラウンジチェア
「レポ」と「グラン レポ」は、座り心地、機能、デザインの良さをすべて
兼ね備えた、ワンランク上のラウンジチェアです。柔らかな座面と
肘掛け、包み込むような高い背もたれ、エレガントな回転式のベース
そして、同じシリーズの「パンチーナ」を組み合わせることで、極上の
快適さで、リビングや書斎などにぴったりです。背もたれには、ヴィトラ
のオフィスチェアに採用されているシンクロナイズドメカニズムが組み
込まれているため、リクライニングの位置を調整し、好きな位置でロック
をかけることができます。また、座る人の体重に合わせて背もたれの抵抗
を調整することも可能です。これらの機能によって、どのような体格でも
脊柱がサポートされるため、非常に快適な座り心地です。また新しい
ファブリック「N u b i a」が登場。ボリューム感のあるブークレ織で
柔らかい感触が特徴です。

(previous page) Grand Relax & Ottoman  · Leather Forte (deco), 07 sand · Nubia, 03 cream/sand · Antonio Citterio, 2019 | 

Suita 3-Seater, pointed cushions  · Savana, 01 pearl melange · Antonio Citterio, 2010/2019 | (right-hand page) Grand Repos & Ottoman  ·  

Nubia, 02 cream/pearl · Antonio Citterio, 2011

Grand Repos & Ottoman
now available in Nubia
Antonio Citterio, 2011



2021 年 11月 1日 から 2022年1月31日までの期間に、レポまたはグランレポをご購入の方に
同じファブリック・レザーのオットマンまたはパンチーナをプレゼントします。
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レポまたはグランレポをご購入の方に
オットマンまたはパンチーナをプレゼント
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サイモンとフランジスカ・ユットナー夫妻は、長い年月使い
続けても壊れることのない頑丈さ、質の高さこそが、ものの
価値であると言います。

「私たちにとって家具とは、数年後に捨ててしまうものではなく、家族
の一員のように長い年月、暮らしをともにするもの。それは、つまり
家具には、何十年もともに過ごしたいと思えるような魅力があるべき
だと思います」。

「2016年にアルゴイに家を買いました。その際、外壁、天井、
ドア、古い洗面台など、できるだけ元々あった構造を活かして
改修したいと思いました。このリノベーションは、サステイナ
ブルな素材を使った建物が、どれだけ頑丈で長く使えるかと
いう実験でもありました。私たちは、できるだけコストをかけ
ずに、リサイクルやコンポスト可能なもの、可燃性のもの
を素材として選びました。それゆえ、床は木材に、壁は漆喰に
なりました。

私たちにとって家具とは、数年後に捨ててしまうものでは
なく、家族の一員のように長い年月、暮らしをともにするもの
だと思っています。つまり、家具には、何十年もともに過ごし
たいと思えるような魅力があるべきだと思います。できれば
この考えは、子供たちにも伝わってほしいと思っていますね。
それから、末永く使い続けることができる椅子は、座り心地が
よくて丈夫でなければなりません。たまには踏み台のように
椅子の上に立つこともありますからね。街に住んでいた頃は、
人と会うのは大体カフェでした。田舎に住んでいると、自分
たちの家に人を招いたり、友人の家に招かれたりします。
だからこそ、たくさんの人を呼べる空間を作り、仲間が集まる

ことのできるテーブルを置きました。このテーブルは、家の
『中心』です。ここでは、仕事やゲーム、宿題、そしてもちろ
ん、一緒に食事もします。この家は、子供たちや家族が、自分
らしく安心して過ごせる場所であって欲しいと思っています。
家の傷や汚れ、凹みなどを自分たちの手で修復し、ともに成長
していくことのできる家。傷も汚れもすべて、愛すべき私たち
の家の一部なのです」。

フランジスカ・ユットナーは心理学者で、夫のサイモンは建築
家です。ドイツ・バイエルン州のバート・ヒンデラングで暮ら
しています。







「ハル ラウンジチェア」は、ヴィトラとジャスパー・モリソンの協業に
より開発された、背もたれの高いファブリック張りのアームチェアで
す。ジャスパー・モリソンらしい究極のシンプル なデザインで、住まい
に自ずと馴染み、時代や流行に左右されることなく、長く愛用すること
ができます。柔らかいシートクッションと高さ調整可能なネック
クッションにより、メカニズムを一切使わずとも抜群の座り心地を
実現。コンパクトなサイズ感でスペースをとらず、ソファの代わりの
パーソナルチェアとしても使えます。同シリーズの「ハル ラウンジチェ
ア オットマン」と組み合わせることでより快適に。また、カバーは取り
外し可能でお手入れもしやすい製品です。

(previous page) HAL Lounge Chair & Ottoman , with loose seat cushion · Dumet, 02 beige melange · 10 natural oak, with protective varnish ·  

Jasper Morrison, 2021 | (right-hand page) HAL Lounge Chair & Ottoman , with loose seat cushion · Cosy 2, 19 chestnut · 

10 natural oak, with protective varnish · Jasper Morrison, 2021 | (next page) Chaise Tout Bois  · 10 natural oak, with protective varnish · 

Jean Prouvé, 1941 | Standard  · 10 natural oak, with protective varnish · 06 Japanese red powder-coated (smooth) ·  Jean Prouvé, 1934/1950

HAL Lounge Chair & Ottoman
Jasper Morrison, 2021
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2021 年 11月 1日 から 2022年1月31日までの期間、対象のソファのご購入の方に
お好きなカラー・サイズのオケ―ジョナルローテーブルをプレゼント

対象アイテム：スイタソファ・マリポサソファ・ソフトモジュラーソファ
ポルダーソファ・ヴリンダ―ソファ・フリーフォームソファ・アルコーヴソファ

※アームチェア・オットマン・デイベッドは対象外です。

ソファのご購入でお好きなカラー・サイズの
オケージョナルローテーブルをプレゼント



These offers are valid through participating dealers only. 

They can be found at www.vitra.com/find-vitra

Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden

0041 (0)61 377 00 00, info@vitra.com
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You can find more information  

at vitra.com/home-stories

〈日本でのお問合せ〉
Vitra株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿101

0120-924-725, info_ jp@vitra.com

facebook@japanvitra, instagram@vitra_japan,

お近くの正規販売代理店はこちらから検索していただけます。
https://www.vitra.com/dealers


