
EGG™ エッグチェア

エッグチェアは、コペンハーゲンにあるロイヤルホテルのロビーおよび
レセプションエリアのためにアルネ・ヤコブセンによりデザインされま
した。ホテル内に使用される家具と同様に、建物のあらゆる要素をデザ
インする権限を与えられたことは、アルネ・ヤコブセンにとって彼のデ
ザインと建築における理論を総合的に実践する大きな機会となりまし
た。垂直水平により構成された、ヤコブセンによるトータルデザインの
建物内に彫刻的な対比を生み出すエッグチェアは、彼が手がけた数々の
仕事の中でも特に成功を収めた一例だといえます。ヤコブセンはエッグ
チェアを、シェルの張り地の下に硬い発泡材を使用するという新しい手
法を先駆けて用い誕生させました。エッグチェアはその独特なフォルム
により公共の場においてもパーソナル空間を作り出し、プライバシーを
保つことを可能にします。エッグチェアはフットスツールの有無に関わ
らず、ラウンジや待合室、そして住宅での使用に理想的です。



環境 & 試験
エッグチェアは下記規格に準拠しています（英文）:

The Egg is tested according to EN 15373 for strength and durability, 
- test level 2 general contract use (test level 4, according to DS/INF 130). 

保証 
スタンダード商品における製造上の不具合（素材と構造上）は、品質保
証（5年）の対象となります。通常の使用によるカバー、籐、仕上げのキズ、
破れや磨耗は保証の対象とはなりません。お客様にご提供いただいた布
および革の張り地を使用した製品や仕様をカスタマイズした製品も保証
の対象外となります。籐製品およびランプの保証期間は 2年です。

保証の延長制度
フリッツ・ハンセンでは、エッグチェアの保証延長制度をご用意してい
ます。製品を延長保証の適応対象とするには、製品ご購入日から 3ヶ月
以内に FRITZHANSEN.COM/MY-REPUBLIC において製品の固有 IDをご登
録いただく必要があります。詳細は上記 URLにてご確認ください。

保証期間 :
5年保証 :ファブリック、回転機能、チルト機能、オートリターン、レザー
（ベーシック）
10年保証 : ベース、シェル、レザー（クラシック、ラスティック、ナチュラル、
ホワイト、オプティカルホワイト、エレガンス、センス）

アルネ・ヤコブセン / ARNE JACOBSEN 1902-1971
アルネ・ヤコブセンとフリッツ・ハンセンのコラボレーションの始まり
は 1934年にまでさかのぼります。1952年に成形合板の椅子のアリン
コチェアが成功を収め、1955年にはセブンチェアが大きな反響を呼び
ました。これらの成功によりアルネ・ヤコブセンとフリッツ・ハンセン
の名は家具の歴史に刻まれました。

ヤコブセンは建築家としてだけでなく、デザイナーとしても数多くの作
品を世に残しています。1950年代の終わりにロイヤルホテルの設計を
手がけた際には、プロジェクトの一環として、エッグチェア、スワンチェ
ア、スワンソファ、3300シリーズなどの名作を生み出しました。

アルネ・ヤコブセンが手がけた家具やその他のデザイン作品は建築作品
以上に高く評価され、デンマークのみならず世界の文化遺産となってい
ます。傑出したデザイナーとして尊敬を集めたヤコブセンの名声は今も
衰えることはありません。

デザイン
アルネ・ヤコブセン / Arne Jacobsen  1958

製品概要
エッグチェアのデザインはアルネ・ヤコブセン、製造はフリッツ・ハン
センです。

エッグチェアのシェルはグラスファイバーで強化されたポリウレタン
フォームです。シートパディングとクッションのフォームにはコールド
キュアポリウレタンフォームが使用されています。シェルにはチルト機能
が備えられ、座る人の体重に合わせて調整が可能です。チルト機能はスチー
ルの板とチューブ、スプリングで構成され、調整レバーはポリッシュ仕上
げのステンレス製パイプです。ベースは、接ぎ目の無いサテン仕上げのス
チールパイプ製（直径 38mm、厚さ 2mm）の回転部と、スチール製（直径
28mm）の軸、射出成形のアルミ製4スターベースで構成されています。ベー
スの先端にはブラックグレーの合成素材製レッグキャップが付いています。

バリエーション & サイズ
エッグチェアは布または革の張り地の回転機能付きラウンジチェアで
す。オプションでオートリターン機能を付けることも可能です。
全高 : 107 cm
幅 : 86 cm
奥行き : 79 （95） cm 

張り地
エッグチェアの張り地は下記のファブリックまたはレザーです。
ファブリック : Fame、Diablo、Canvas, Hot、Tonus、Hallingdal、Divina、
Divina MD、Divina Melange、Steelcut、Steelcut Trio、Milani、Comfort
レザー : ベーシック、クラシック、ラスティック、ナチュラル、ホワイト、オプティ
カルホワイト、エレガンス、センス

EGG™ エッグチェア



EGG™ FOOT STOOL 
エッグチェア用フットスツール

保証 

スタンダード商品における製造上の不具合（素材と構造上）は、品質保
証（5年）の対象となります。通常の使用によるカバー、籐、仕上げのキズ、
破れや磨耗は保証の対象とはなりません。お客様にご提供いただいた布
および革の張り地を使用した製品や仕様をカスタマイズした製品も保証
の対象外となります。籐製品およびランプの保証期間は 2年です。

保証の延長制度
フリッツ・ハンセンでは、エッグチェア用フットスツールの保証延長制
度をご用意しています。製品を延長保証の適応対象とするには、製品ご
購入日から 3ヶ月以内に FRITZHANSEN.COM/MY-REPUBLIC において製
品の固有 IDをご登録いただく必要があります。詳細は上記 URLにてご
確認ください。

保証期間 :
5年保証 :ファブリック、レザー（ベーシック）
10年保証 : ベース、シェル、レザー（クラシック、ラスティック、ナチュラル、
ホワイト、オプティカルホワイト、エレガンス、センス）

デザイン
アルネ・ヤコブセン / Arne Jacobsen  1958

製品概要
エッグチェア用フットスツールのデザインはアルネ・ヤコブセン、製造
はフリッツ・ハンセンです。

合成素材のシェルはウレタンフォームでパディングされ、布または革の
張り地で覆われています。エッグチェア用フットスツールのベースはサ
テン仕上げのアルミ製スターベースで回転機能は付いていません。ベー
スの先端にはブラックの合成素材（ポリアミド）製レッグキャップが付
いています。

サイズ
全高 : 37 cm
幅 : 56 cm
奥行き : 41 cm

張り地
エッグチェア用フットスツールの張り地は下記のファブリックまたはレ
ザーです。
ファブリック :Fame、Diablo、Canvas、Hot、Tonus、Hallingdal、Divina、
Divina MD、Divina Melange、Steelcut、Steelcut Trio、Milani、Comfort
レザー : ベーシック、クラシック、ラスティック、ナチュラル、ホワイト、
オプティカルホワイト、エレガンス、センス



EGG™ / エッグチェア - 3316

EGG™ FOOT STOOL  / エッグチェア用フットスツール - 3127
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FRITZHANSEN.COM

Fritz Hansen A/S ® - This documentation and the products and desig- 
nations therein are protected by law, including the Danish Copyright Act, 
Trademark Act and Marketing Practices Act, and may not be used without 
prior written authority from Fritz Hansen A/S. Legal proceedings may be 
instituted against any parties breaching the rights of Fritz Hansen A/S. 

HEADQUARTERS
DENMARK - Allerød 

SHOWROOMS 
DENMARK - Copenhagen
ITALY - Milan
JAPAN - Tokyo
NORWAY - Oslo
SWEDEN - Stockholm  
UNITED KINGDOM - London
U.S.A. - New York 


