Vincent Van Duysen
ヴィンセント・ヴァン・ダイセン
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Concordia Offices
Waregem, Belgium 1998–2000
コンコルディア・オフィス
ベルギー、ワレヘム 1998 〜 2000
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North east elevation (scale: 1/600)／北東立面図（縮尺：1/600）

Longitudinal section (scale: 1/600)／長手断面図（縮尺：1/600）

Legend: 1) Entrance, 2) Reception,
3) Meeting room, 4) Single office,
5) Landscape office, 6) Multifunctional
room, 7) Presentation room, 8) Inner
courtyard, 9) Existing building,
10) Existing office.

凡例：1）エントランス、2）受付、3）会議室、
4）個人オフィス、5）ランドスケープ・オ
フィス、6）多目的室、7）プレゼンテーシ
ョン・ルーム、8）中庭、9）既存建物、10）
既存オフィス。

Cross section／短手断面図

An existing office building for a Belgian weaving company was
stripped and expanded for the making of a landscape office in
an industrial context.
These industrial characteristics were retained through the
overall appearance, the neutral use of materials and the
modular design. However the monolithic character, together
with the three oversized light boxes and the routing on the site,
articulates the building as a new presence.
Starting from the lower parking area, the long catwalk with
a high verge on the side serves as a visual buffer between the
offices and the street traffic.
The main entrance is located underneath the first light box
opposite to a hole in the verge.
Once inside, the strong axis of the catwalk is repeated in the
central circulation.
The light boxes, marking the building in its environment, were
inspired by the technical additions on the roofs of industrial
buildings. In this case they create a strong image on the outside
and a spatial effect on the inside, combined with plentiful
natural lighting.
The sober façade with concrete and glass panels encloses
the existing structure. The limited choices of materials with
their specific characters define the office building as a neutral
monolithic form.
pp. 10–11: General view of Concordia
Offices. pp. 12–13: Inner courtyard.
p. 14: Close-up view of light box. p.
15: Art works on inner courtyard.
All photos on pp. 10–15 by Alberto
Piovano.
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がけている。 1 つ 2 つと数える。
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デザイン

デザイン／設計

ホテルは利用客の滞在が楽しく一生の思い

アを引きだせるようになることだ」
（松本晴子訳）

10 〜 11 頁：コンコルディア・オフィスの
全 景。12 〜 13 頁： 中 庭。14 頁： ラ イ ト・
ボックスの近景。15 頁：中庭のアート作品。

Credits and Data
Project title: Concordia Offices
Client: Concordia Textiles NV
Location: Waregem, Belgium
Project/Realisation: 1998–2000
Architect: Vincent Van Duysen
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Plan (scale: 1/600)／平面図（縮尺：1/600）
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Cascade for Swarovski
2003

スワロフスキのためのカスケイド

2003

For Chrystal Palace, Vincent Van Duysen created Cascade, a table
specific chandelier which reflects vigorous tactile modernity.
“When thinking of a chandelier design I thought of grand
chandeliers, like those in palaces, yet mine would be hanging
down on top of huge tables”.
The flowing chains of Swarovski crystals are intermingled with
stands of LEDs, that allude to the tempestuous flowing swell of
water cascading of a waterfall. It is a celebration of crystal and
light in the grandest sense of the great chandelier tradition.

世界において、未来は、物質生活、精神生

いるという考えを広め、意識的かつ集合的

活の歓びがますます高まるよう、デザイン、

な 記 憶 と 欲 求 に 焦 点 を あ て る こ と で あ る。

芸術、建築、ファッション、食事、音楽な

私の望むのは、なく連続しているという考

どすべてが融合することにより、多様な規

えを広め、意識的かつ集合的な記憶と欲求

則すべてがクロスすることにかかっている。

に焦点をあてることである。私の望むのは、
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私たちが目指すのは、芸術と生活は切れ目

芸術が日々の生活からアイディアを引きだ

なく連続しているという考えを広め、意識

すように、日々の生活は芸術からアイディ

的かつ集合的な記憶と欲求に焦点をあてる

アを引きだせるようになることだ」

ことである。私の望むのは、なく連続して

（松本晴子訳）

Opposite page: Cascade of crystal and
light. Photo courtesy of Swarovski.
左頁：クリスタルと光のカスケイド。

Credits and Data
Project title: Cascade for Swarovski
Client: @@@@@@@@@@@@@
Location: @@@@@@@@@@@@@
Project/Realisation: 2003
Architect: Vincent Van Duysen
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VDD Residence

Dendermonde, Belgium 1998 – 2003
VDD レジデンス
ベルギー、デンデルモンデ
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1998 〜 2003

21

This site is located along the river and is characterised by a
group of trees. The house is orientated towards the garden and
parallel to the river.
At the south we created a facade with a strong rhythm of solid
columns inspired by the trees and the way they are planted.
At the north we decided to organise the house around a patio.
Through this, we created a buffer towards the street and light
enters central in the house.
Inside, the columns offer you a specific view into the garden as
well as into the patio.
The vertical circulation divides the house in two: kitchen and
bathroom on one side and living and bedroom at the other.
pp. 20–21: View of pool and the west
facade. Opposite: View of patio. p. 24:
View of the entrance looking towards
patio. All photos on pp. 20–24 by
Alberto Piovano.

20 〜 21 頁：プールと東側ファサードを見
る。右頁：パティオを見る。24 頁：エント
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広め、意識的かつ集合的な記憶と欲求に焦

合的な記憶と欲求に焦点をあてることであ

点をあてることである。私の望むのは、な
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く連続しているという考えを広め、意識的
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は芸術からアイディアを引きだせるように

とである。私の望むのは、なく連続してい

なることだ」

るという考えを広め、意識的かつ集合的な

（松本晴子訳）

記憶と欲求に焦点をあてるこ集合的な記憶
と欲求に焦点をあてることである。私の望

ランスからパティを見る。

Credits and Data
Project title: VDD Residence
Location: Dendermonde, Belgium
Project/Realisation: 1998–2003
Architect: Vincent Van Duysen
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West elevation (scale: 1/200)／東側立面（縮尺：1/200）

Section (scale: 1/200)／断面（縮尺：1/200）

Legend: 1) Entrance, 2) Cloakroom,
3) Patio, 4) Living room, 5) Kitchen,
6) Hall, 7) Carport, 8) Storageroom,
9) Master bedroom, 10) Bedroom, 11)
Bathroom, 12) Dressing, 13) Terrace,
14) Night hall, 15) Void.

凡例：1）エントランス、2）クロークルー
ム、3）パティオ、4）リヴィング・ルーム、
5）キッチン、6）ホール、7）車庫、8）倉庫、
9）主寝室、10）寝室、11）浴室、12）衣装、
13）テラス、14）ナイト・ホール、15）吹抜け。

Section／断面

10

15

12
14

11

9

13

2nd floor plan (scale: 1/200)／2階平面図（縮尺：1/200）
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Site plan (scale: 1/1,000)／配置図（縮尺：1/1,000）
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Ground floor plan (scale: 1/200)／1階平面図（縮尺：1/200）
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VVD Residence II
Antwerp, Belgium 2001–2003
VVD レジデンス II

ベルギー、アントワープ
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2001 〜 2003
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This old house, former notaries offices was simplified and
restructured and natural daylight was let in everywhere. A
former courtyard was opened up again at the kitchen and the
existing tarmac notaries carpark was turned into a rigorous
urban garden featuring a square pool made of Belgian blue
stone.
Abstraction and purity formed the leitmotif to create this house.
This is portrayed through use of natural light, spatial planning
and interior detailing. A former internal courtyard was opened
up to allow natural light. The narrow patio illuminates the entry
hall, kitchen and dining room with daylight. All interior walls,
ceiling and doors finished in a uniform textured white plaster
to emphasise the mass of the walls. The consistent texture of
plaster finish throughout enables the refined interior details and
language to be exposed. The use of materiality, a limited array
of colours in combination with rough woven textiles against
smooth surface of natural stone firmly establish the house in the
tradition of Flemish sensuality. The carefully selected objects
create a subtle contemporary balance without cluttering the
space.
The spacious living room transpire calm and understatement
with its pale wide timber floor boards, tall white cupboards and
deep windows looking onto the garden. In the kitchen centrally
stands a black La Cornue cooker with backsplash of Delft tiles,
both reminiscent of 19th century steamy Flemish country
kitchens. All functional items concealed behind doors. The
original grand staircase stripped back, sanded and simplified.
In the master bathroom sits a monolithic white marble
freestanding bath with wash basins and shower concealed
behind doors.
pp. 26–27: View of patio illuminating
interior with natural light. pp. 28–29:
Living room. Opposite: Staircase. p. 32:
Living room. Interior walls finished by
white plaster. p. 33: Kitchen. Pottery
stacked bowls and platters designed by
Vincent Van Duysen is visible on left.
All photos on pp. 26–33 by Martyn
Thompson.
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レモン色である。色彩は来客者にポジティ
ヴなエネルギーと気分をもたらす。CO2
デザイン

デザイン／設計

ホテルは利用客の滞在が楽しく一生の思い
出になりうる洗練された経験になるよう心
がけている。 1 つ 2 つと数える。
「デジタル時代において、私はこのホテルが
グローバル・ヴィレッジ

情報化された地 球村にふさわしく、 2000 年

26 〜 27 頁：パティオを見る。自然光が室
内を照らす。28 〜 29 頁：リヴィング・ル
ーム。左頁：階段室。32 頁：リヴィング・
ルーム。ホワイト・プラスター仕上げの壁。
33 頁：キッチン。ヴィンセント・ヴァン・
ダイセンによってデザインされたボールと
大皿が積まれた食器が左に見える。

Credits and Data
Project title: VVD Residence II
Location: Antwerp, Belgium
Project/Realisation: 2001–2003
Architect: Vincent Van Duysen
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Legend: 1) Entrance, 2) Living room,
3) Kitchen, 4) Patio, 5) Dinning area,
6) Staircase, 7) Master bathroom,
8) Master bedroom, 9) TV room, 10)
Dressing room, 11) Guest bathroom,
12) Guestroom, 13) Laundry room.

凡例：1）エントランス、2）リヴィング・
ルーム、3）キッチン、4）パティオ、5）ダ
イニング・エリア、6）階段室、7）主浴室、8）
主 寝 室、9）TV ル ー ム、10）衣 装 室、11）
ゲスト用浴室、12）ゲストルーム、13）洗
濯室。
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Street elevation (scale: 1/250)／通り側立面図（縮尺：1/250）

1st floor plan／2階平面図
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Garden elevation／庭側立面図
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Section patio (scale: 1/250)／中庭断面図（縮尺：1/250）

Ground floor plan (scale: 1/250)／1階平面図（縮尺：1/250）
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Private Residence
Antwerp, Belgium 2003–2007

プライヴェート・レジデンス
ベルギー、アントワープ 2003 〜 2007

On the edge of the city centre, looking out over the gently
streaming Schelde river, container ships slowly manoeuvring
in and out of the harbour, can the location for a prestigious
building project in the harbour city of Antwerp be more
unique? The renovation and extension of an early 19th century
building situated on this spot, was commissioned by a private
client who wanted to transform the two most upper floors
of the old warehouse into office spaces and wished to realise
the construction of a three storey high penthouse on top.
Considering the urban and technical limitations, for the building
team, this would definitely be a challenging task.
As the well functioning of the ground and first floor offices was
to be assured during the execution of the construction works,
the design task became even more complex. In order to bear
the extra weight of the extension, the existing foundations
had to be consolidated. As the bearing capacity of the existing
structure made out of concrete columns and beams had its
restrictions, special measures had to be taken to minimize the
extra weight of the additional storeys. A steel construction of
columns and beams dimensioned according to the grid of the
concrete structure, was placed and assembled on top of the
building. Floors made out of I-shaped wooden beams, structural
walls covered by plasterboard and honeycomb plates supporting
a thin layer of stone, all measures to reduce the additional load
brought upon the existing structure.
The spatial organisation of the three storey high penthouse is
structured by a rectangular void perforating the two dividing
floors within the axes of the horizontal grid and shifted along its
vertical axes. Closed boxes housing specific living functions are
placed between the floor slabs. According to their use and spatial
appearance, they are covered with different materials such
as glass, wood, stone, plasterboard. Due to the open plan and
perforated floor levels, the dwelling achieves an unusual spatial
character. The sunlight entering the penthouse from the south
oriented glass back façade is shining though the voids, providing
sun and light troughout the three-storey penthouse.
As the penthouse was placed on top of an existing building, the
original volume of the warehouse was going to be altered in
a dramatic way. Nevertheless the expression of the early 19th
century façade from which the proportions are based on the
golden section, had to be respected. Therefore, the dimensions
of the penthouses façade were based on the same mathematical
system.
The glass façade of the fourth and sixth floor are placed
backward a couple of meters which makes appear the fifth floor
as a large glass box hanging over the old façade. This way, the
old and the new are harmoniously combined, but stay separated
at the same time.
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いるという考えを広め、意識的かつ集合的

て、未来は、物質生活、精神生活の歓びが

な 記 憶 と 欲 求 に 焦 点 を あ て る こ と で あ る。

ますます高まるよう、デザイン、芸術、建築、

私の望むのは、芸術が日々の生活からアイ

ファッション、食事、音楽などすべてが融

ディアを引きだすように、日々の生活は芸

合 す る こ と に よ り、 多 様 な か か っ て い る。

術からアイディアを引きだせるようになる

私たちが目指すのは、芸術と生活てること

ことだ」

である。私の望むのは、芸術が日々の生活

（松本晴子訳）

からアイディアを引きだすように、日々の

Opposite: View of cantilevered
penthouse. pp. 38–39: General view of
the north. p. 40: Night view. All photos
on 37–40 by Alberto Piovano.

右頁：片持ちのペントハウスを見る。38 〜
39 頁：北側の全景。40 頁：夜景。

37

38

39

Front elevation and elevation scheme (scale: 1/400)／正面立面図と立面計画（縮尺：1/400）

Section (scale: 1/400)／断面図（縮尺：1/400）

4th floor plan (scale: 1/400)／4階平面図（縮尺：1/400）
40

6th floor plan／6階平面図
41
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Biography

Photo by Willy Vanderperre.

Born in Lokeren, Belgium in 1962
Education
1980–1985 Architectural Studies
Higher Institute of Architecture, Sint-Lucas, Gent
Realisations 1996–2011
selected projects
Private residences in Belgium
M-LVS duplex apartment Brussels
EV apartment Brussels
VH residence Lokeren
VVD residence Antwerp
DC residence Waasmunster
VDD residence Dendermonde
S residential complex Antwerp
VDV residence Zonhoven
V residence Tessenderlo
V residence Lummen
L residence Waasmunster
VDC residence Kortrijk
KI residential complex Gent
W residence Knokke
B residence in Kortrijk
Private residences abroad
M finca Mallorca - Spain
RH loft New York - USA
B residence Paris - France
IC apartment London - UK
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MR apartment Milan - Italy
KB apartment Beirut - Lebanon
S residence Zwolle - Netherlands
HU residence London - UK
AM residential complex Dubai - UAE
S residential tower Jeddah - KSA
RH penthouse New York - USA
Commercial spaces in Belgium
Natan Brussels - Antwerp
JVD gallery Brussels
Copyright bookstore Fashion Museum Antwerp
Hampton Bays Antwerp - Knokke
Shoe and Accessory store Van Loock Zandhoven
Youth Hostel Antwerp
Graanmarkt 13 Concept Store, Restaurant and Gallery
Antwerp
Commercial spaces abroad
Selfridges Ladies wear and lab café London - UK
Selfridges Men’s wear Manchester - UK
Sportmax Milan - Tokyo - Paris
Tea Rose Monza - Italy
La Rinascente Milan - Italy
La Rinascente Padova - Italy
La Rinascente Palermo - Italy
Offices
Concordia Waregem
Capco Antwerp - New York
Inbev Leuven
P offices Antwerp
Office tower Beirut - Lebanon
T office and warehouse Kortrijk
ND headquarter Riyadh – KSA
Product Design
1999 Wash/Obumex
2000 Beam/Modular
2002 VVD collection/B&B Italia
2003 Nido/Cappellini
Cascade/Swarovski
2004 Pottery/When Objects Work
Desk/Bulo
Tile/Obumex
2005 Window/Viccarbe
2006 Home/Varenna
Couzy/Arflex
Terasse/Arflex
Green Ribbon/DAB
Zeus/Poliform
Chair/Bulo
Atelier/Home St.-Paul
2007
Gaston/Poliform
2008 Primitives/When Objects Work
Neutra/Tribu
5 × 5/Luke Furniture
Oberon/Valli&Valli
2009 Living Room Collection/Home St.-Paul
2010
Surface/B&B Italia
Dry/Brix
Totem/Pastoe
Georges/Poliform
Frost/Swarovski
Elements/Toscoquattro
2011
Shadow/De Padova

