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メタルプラントパネル
ポットを設置するためのメタルプラン
トパネル。円形にくりぬかれた縁には
保護リングを備えています。サイズは5
種類あり、USMカラーと同じ14色のカ
ラーバリエーションがあります。

ポット
セラミック粘土混合物から作られたド
イツ製の鉢。標準サイズのみでテラコ
ッタとバサルトの2色があります。

直径（上面）：約220mm
直径（底面）：約133mm
高さ200mm

ポットインサート
水位インジケーター
ポットインサートと水位インジケータ
ーで構成される水やりセット。これら
を使って計画的な注水と水量の調整を
することができます。

テラコッタ バサルト

サイズ
メタルプラントパネルのサイズに応じて、
1～4個のポットを設置することができます。

カラー

USMブラウン USMベージュ

スティールブルー
RAL 5011

ジェンシャンブルー
RAL 5010

USMグリーン ゴールデンイエロー
RAL 1004

ピュアオレンジ
RAL 2004

USMルビーレッド

ピュアホワイト
RAL 9010

ライトグレー
RAL 7035

USMマットシルバー ミッドグレー
RAL 7005

アントラサイト
RAL 7016

グラファイトブラック
RAL 9011

専用パーツ
USMの新しいプランツシステムは、USMハラーの
ユニットに組み込んでデザインすることができ、既
存のユニットにも組み替えやパーツの交換で取り入
れることができます。

LEDライトを当てて簡単アップグレード
USMハラーEと組み合わせると、プランツシステムの適用範囲
はさらに広がります。公共商業施設では、全体の照度を落とし
て緑にスポットを当てて照らすことで、美しい印象的な雰囲気
を作ることができます。オフィスでは、会議の前にリフレッシ
ュできる時間をもたらすでしょう。USMハラーEを合わせて組
み込むことで、植物に一定の照明環境を提供できるだけでな
く、さまざまなデザインの可能性も提案することができます。

植物があると
幸せな気分を
もたらして
くれます。
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公共施設やオフィスに人々が休憩したり
リラックスしたりできる心地よい空間を
デザインします。

植物は私たちに安心感と心地よさを与えてくれま
す。緑の草木に満ちあふれた空間にいると、仕事、
生活、コミュニケーションなど、日常のすべてが
楽しいものになるでしょう。現代の社会において、
私たちは1日のうち80%から90%の時間を室内で
過ごしていると言われています。植物は私たちの
健康に驚くほど優れた効果をもたらしてくれるため、
普段生活する場に植物を取り入れることはとても
大切なことです。
USMは、オフィスや自宅、公共商業施設に植物を取
り入れるためのシンプルなシステムをご提案します。

美しく緑化
されたオフィス
では、従業員が
より健康に働く
ことができ
ます。

植物は
室内の空気を
浄化すると同時に
酸素を放出
します。

植物があると
ストレスを軽減し
仕事に集中
できます。

ワークライフバランス
オープンオフィスやコワーキングスペースに、USMハラーの
プランツシステムを置くと、プライバシーを確保したり空間を
仕切ったりするためのパーティションとして機能します。ラウ
ンジスペースでは、従業員がゆっくりくつろげる癒しの空間を
もたらします。

メディアテクノロジーを融合させて、
緑豊かな風景を演出しましょう。

グリーンがあるとフレンドリーな雰囲気をもたらします。

植物は、
室内の湿度を
調節します。

自然を取り入れた暮らし
リビングルームに緑のオアシスを作ったり、キッチンにハーブ用の
トロリーを置いたり、USMハラーのプランツシステムは室内に植
物を取り入れるのに最適です。USMハラーEを使えば、柔らかな照
明でよりリラックスできる落ち着いた空間がもたらされ、慌ただし
い日常を離れてゆったりとした時間を過ごすことができます。

パブリックスペース -
居心地の良い雰囲気作り
レストランなど商業施設では、植物を活用することで爽やかな心
地よい空間を演出したり、インテリアのアクセントにしたり、プライ
バシーを確保したりすることができます。ミュージアムショップのよ
うな店舗では、ポストカードやアクセサリーなどの小物のディスプ
レイ周りに、また病院などの施設では、受付カウンター周りに植物
を置くと効果的です。 植物は

手をかければ
応えてくれ
ます。
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