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読者の皆様へ

USMモジュラーファニチャーはお蔭
様で2015年に誕生50周年を迎えま
した。シンプルで上質なデザインは何
年の時を経てもその価値が変わるこ
とはありません。

100人のユーザーがいれば100通り
のニーズがあります。新たなニーズが
生まれれば、また新たなUSMの使い
道が見つかります。ご家庭でもオフィ
スでも、USMがユーザーの皆様の世
代や性別を問わず、あらゆる用途に使
うことができ、あらゆるシーンに調和
してその空間をより魅力的にする家
具であるということを、新たに刊行し
たこの冊子でご覧いただければ幸い
です。機能的な家具であると同時に個
人や企業のさまざまな個性を表現す
る道具としてのUSMが満載です。
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USMの家具にはメッセージ性があります。
その個性的なデザインは、時代に左右されな
い定番商品の証です。 

4 Iconic architecture
10  Tradition and innovation,  
 permanence and change      
14 Setting the stage in style
16 What is typically Swiss? 

 
 
 
kEEP IT SIMPLE
 
人生はただでさえ複雑なので、少しでも日々
をシンプルにできれば良いですね。美しいデ
ザインのオフィスは、より効率的な職場環境
を作り、生活の質を高めてくれます。 

20  I downsize, therefore I am 
24 The sound of silence       
30  Simplicity is not just a word

 
MIX IT
 
USM は、伝統的な場所やモダンな建築などさ
まざまな環境に溶け込み、空間を引き立てます。 

36 Color blocking 
38 Vintage meets timelessness       
40 New-fashioned glamour  

 
 
 
SaME BUT DIFFERENT
 
創造性と柔軟性は、現代人の生活に欠かせない
コンセプトです。このコンセプトにぴったりと当て
はまり、どのような場所にも対応できるUSMは、
シーンに合わせてデザインしたり、組み換えたり
することができます。 

44 Discover the USM blog 
48 What a transformation:  
 before and after  
56 Kids and the city        
60 The salty crumble 
64 Thinking ahead 
68 From pilot project to frequent flyer 
70 Sailing in Saint-Tropez 
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SMaRTER TOGETHER
 
私たちの生活において、職場というのは多くの時
間を過ごす場所です。USMは、様々な要素を組
み合わせ、一つの理想的な職場環境を作り上げ
ることができます。 

74 Where would I like to work today?
76 The creative hub:  
 where ideas meet friends      
82 From nightlife to work days
86 Dividing space, connecting people
90 Free-flowing ideas and flat hierarchies

 
 

STaND UP  
FOR YOUR HEaLTH
 
人間工学や音響などの観点から快適さを追求し
た職場環境や生活環境は、人々のウェルネスに
貢献します。 

96 Quiet, please…
100 Working in the living room   
108 Watching the radio
112 Recovery with color

 
kNOW YOUR CLaSSICS
 
USM のデザインには普遍的な価値があります。
デザイン性と機能性を併せ持ち、クラシック、モダ
ン、両方の要素を持ち合わせています。 

116 Behind the beautiful surface
122 The green central unit
124 Classics among classics
126 The stuff dreams and accessories  
 are made of
130 Transparent double life



アイコン的な建築の中でも、USMは存在感を示しつつ調和を保ちます。

ICONIC 
aRCHITEC  TURE
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ICONIC 
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ロバート・ヴェンチューリ、およびデニス・スコット・ブラ
ウンとの共著である建築理論についての名作「ラスベ
ガス」の中で、絵画に「I AM A MONUMENT（私は記
念碑である）」と大きく描かれたオフィスビルが登場し、
そのビルは文字を引き立たせるかのようにひっそりと
しています。まさにこれは、多くの建設業者や建築家の
夢なのです。彼らは皆、いつかありきたりな日常から抜
け出し、歴史に名を刻むモニュメントやランドマークを
造ることを夢見ているのです。なぜならそのような建築
物は、文化機関や企業にとって意味のあるシンボルに
なれば、市のイメージを永久的に印象づけることもでき
るからです。

昔は、偉大な統治者のみが高明な建物を造ることで権
力を表すことができました。その象徴として、ピラミッド、
シャトー、城など初期の建築における伝統的な構造が
誕生しました。さらに教会、特にそのなかでも、巨大な
ゴシック式の大聖堂などを含む教会は、建築世界の力
強い時代を象徴していました。その後20世紀に、起業
家らは、建築物が象徴的価値を生み出すことを発見し
ました。企業精神を体現した初期の建築物の例は、ニュ
ーヨークのウールワースビルで、建築家のキャス・ギル
バートが作成した構想のもと、米国出身ビジネスマンF. 
W.ウールワースによって1913年に高層ビルが建てられ
ました。長い間、世界で最も高いビルとされていました
が、その座をうらやむ多くの建設業者が競い合うように
なったのです。

近年、社会に市場価値を示すために、企業は自社の商
品だけではなく、所有する建築構造を通して単に高さ
ではなく象徴的価値を打ち出すことに重きをおく傾向
にあります。いくつかの例を挙げると、スイスのリコラ社
は、1980年代から活躍するバーゼルのヘルツォーク&
ド・ムーロン社と連携し、ムルハウス市に位置する梱包・
発送センターを、ユニークな透明の壁やおなじみの葉
っぱのエンブレムであつらえたことで注目を浴びまし
た。また、長らくプラダ社の建築構造デザイン担当を務
めたレム・クールハースは、最近のプロジェクトであるミ
ラノファッションハウスで、金色の葉っぱを建物の外壁
全体に貼り付けました。イギリス出身の建築家、ノーマ
ン・フォスターによってデザインされたドーナツ型のア
ップルキャンパスは、スティーブ・ジョブスの建築物の遺
産とも言えるでしょう。

通常都市のアイデンティティは、建築物のマイルストー
ンを通して、私たちの記憶の中に刻まれていきます。そ
の結果として、エッフェル塔とパリは結び付いて多くの
人に記憶されています。エンパイア・ステート・ビルディ
ングとニューヨークはどうでしょうか。また、オペラハウ
スがないシドニーは想像がつくでしょうか。グーゲンハ
イム博物館によって、普通の都市から文化メトロポリス
に昇格したビルバオはどうでしょう。

ザ・オフィスグループは、イギリスを拠点に
活動し、ザ・シャードの24階と25階にあるレ
ンタルオフィス会社です。同社は、レンタル
オフィスとして単に企業向けのインテリアを
創るのではなく、トータルな職場環境を提
供するということを大切にしています。新し
い働き方を取り入れた革新的なデザイン空
間を得意とするUSMハラー。その柔軟性、
独特なスタイリングやデザイン性は、ザ・オ
フィスグループが求める厳しい条件を満た
し、彼らが求めるアイコニックなオフィスを
完成させました。
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近年建てられた影響力のある建築の中に、USMが多
く取り入れられているのは、決して偶然ではありませ
ん。USMは普遍的なデザイン性だけでなく、建築を象
徴するのにふさわしいシンボルとしても認識されている
のです。それらの理由からUSMは、さまざまなオフィス
やリデザインされたニューヨーク近代美術館（建築家、
谷口吉生 作）、ウィーンのツインタワー（マッシミリアー
ノ・フクサス 作）、そしてフォスターズ・アンド・パートー
ナーズ社が建てたピクルスを思わせる見た目から「ガー
キン（きゅうり）」の愛称でも知られるロンドンのスイス・
リー・センターでも見ることができます。さらには、パリ
のルイ・ヴィトン財団美術館、ロンドンのレンゾ・ピアノ
によってデザインされた高さ310メートルのザ・シャー
ド高層ビルにもUSMハラーは採用されています。

しかし、このようなアイキャッチなシンボルは、ただ目立
たせることを目的にして設計された訳ではありません。
シンボルは高く、大きければ目立つというものではな
く、独特の新しいデザイン性が必要なのです。景観を遮
らず、観光エリアから離して建てられた、ミース・ファン・
デル・ローエ設計のサヴォア邸、フランク・ロイド・ライト
の落水荘、これらは歴史的に重要な建築作品です。

東京出身の日本人建築家でピューリッツアー賞受賞者
の妹島和世氏が手がけた、繊細な構造をもつ芝浦ハウ
スでも、USMが使用されています。彼女のプロジェク
トはランドマークではなく、さりげなく上品にデザイン
された建築で、主張せずに環境に溶け込む要素を持っ
ています。建築とデザインの両面において無駄があり
ません。

USMハラーは、パリにあるフランク・ゲーリ
ー設計のルイ・ヴィトン財団美術館内に採
用され、表現豊かに様々な形の部屋にうま
く溶け込んでいます。プライベートアートコ
レクション用のオフィスや、個人のワークス
テーションに、カラフルなアクセントを与え
ています。
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TRaDITION  
aND INNOvaTION,  

PERMaNENCE  
aND CHaNGE  
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名古屋商科大学（学校法人栗本学園） 
は2015年、学園創立80周年事業とし 
て名古屋市中区に「名古屋丸の内タワー 
」を竣工し、社会人を対象としたビジネ 
ススクール「名古屋商科大学大学院」 
をこの新キャンパスに移しました。



「伝統と革新が融合する
学舎に、歴史と未来を繋
ぐ担い手としてUSMが在
ります。」

会社名:  
名古屋商科大学ビジネススクール　 
名古屋丸の内タワー
設立: 2015年
所在地: 名古屋
分野: ビジネススクール　大学院
USMをはじめて購入した年: 2011年

A
B

O
U

T
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名古屋商科大学（学校法人栗本学園）は2015年、
学園創立80周年事業として名古屋市中区丸の内
に「名古屋丸の内タワー」を竣工させ、MBA教育
を行うビジネススクール「名古屋商科大学大学
院」をこの新キャンパスに移しました。
日本のみならず、世界の人材が学ぶ丸の内タワ 
ーのコンセプトは「新たな感性と、伝統の融合」。 
世界中の歴史あるビジネススクールに於いて歴
史と共に変わっていくところ、普遍的であるとこ
ろ、さらに建築的にビジネススクールに求められ
ている要素などを徹底的にリサーチし、欧米で
長い年月を掛けて確立されていったオーセンテ
ィックなスタイルに、独自のアイデアを加えなが
ら検討した結果、下層部に修道院をモチーフに
したゴシック様式の回廊。上層部はモダンで洗
練された現代的な各フロアを融合させる手法を
採りました。

ビジネススクールにおいては、馬蹄形教室のよう
な伝統的な空間も重要ですが、ライブラリーやグ
ループルーム・自習室・会議室・共有部などのス
ペースは今後、時代が求めるニーズによってスタ
イルが変化することが予測されることから、フレ
キシブルに可変できるUSM以外考えられなかっ
たそうで、革新性が求められる多くのスペースで
採用されました。

ここに掲載されている写真の他にも、様々なエリ
アの写真が、USM公式ホームページでご覧いた
だけます。



「 家具はドレス
とは違います。
長く美しく使用
したい。」
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氏名: ピエトロ・ルッソ
居住地: イタリア、ミラノ
職業: セットデザイナー 
 

「条件に左右されない普遍的 
なスタイルもあれば、流行のス 
タイルもある――流行には寿 
命がありますが、真のスタイル 
は長く残るものですし、またそ 
うなることを意図して考案され 
ています。」

A
B

O
U

T

SETTING THE 
STaGE IN STYLE
 
ピエトロ・ルッソは、イタリアのプーリア州
オストゥーニ出身で、ミラノを拠点に活躍
するセットデザイナー。伝統的な建築家と
同じような手法でインテリアや家具をデザ
インします。豊かな感性を持ち、調和を大
切にするピエトロは、ラージセットと同様
に家も手入れのしやすさや耐久性、さらに
は正確な時代考証を踏まえてデザインさ
れるべきだと考えています。

こうして特別にデザインされた空間や家
具は象徴的な意味合いを持ち、コンテクス
トを無視したデザインにはない魅力に溢
れています。



オエシネン湖とフリュンデンの谷、ブリェムリーザルプホルン、オエシネンホルン、フリュンデンホルン、 
ドルデンホルン

WHaT IS

TYPICaLLY
SWISS?
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スイスの視点
写真： ブルーノ・アウグスブルガー

USMハラーと共に



テリンゲン、シュトウフェンバッハの農家の家
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アッペンツェールのファーマー
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セバスチャン・クーパースのキッチンには、 
祖父の写真が飾られています。それは彼 
のアパートにある唯一の写真です。

I DOWNSIzE, 
THEREFORE  

I aM



一般的なドイツ人は約一万点以上のモノを所有すると
いわれていますが、クーパースは、その数割に満たない
モノしか所持していません。持っているモノは、毎日使
用するものだけです。3ヶ月使わなかったモノを処分し
ていった結果、100点未満のモノのみが残りました。今
はもう少し増えていますけれど。彼はAirbnbのアパー
トにしばらく暮らした後、自宅に戻り、そこに落ち着きを
感じましたが、同時にシンプルな暮らしへの憧れを持ち
始めました。

過剰な消費がもはや当たり前となっている社会ですが、
彼と同じように感じている人も増えてきています。近藤
麻理恵氏の著書「人生がときめく片づけの魔法」は、私
たちが今の時代に抱える問題を取り上げています。日
本のアパート特有の狭い空間をもとに生まれた本です
が、国内だけではなく、世界的なベストセラーとなりまし
た。余計なモノを持たないという考え方は、今広まりつ
つあるのです。近藤氏いわく、モノを捨てるか残すかは、
ときめきかが肝心で、そのモノにときめきを感じなけれ
ば捨てるべきとのことです。

クーパースは、持ち物を機能別に必要なものだけ選び
ました。しかし、祖父の写真は思い出として位置づけま
した。「あの世には何も持っていけない」という言葉が
祖父の葬儀中に浮かび、それはまさに彼にとっての気
づきの瞬間でした。自分が死んだとき、何が残されるの
だろう。モノではなく、思い出を残したい。その想いをき
っかけに持ち物の整理を始め、ずいぶん気持ちがすっ
きりしたといいます。
 

彼の祖父は終戦後に生まれ、経済的な苦労を経験しま
した。経済成長で時代が変わり、祖父はモノを集めて
は溜め込み、膨大な量のモノを残したままこの世を去
りました。

これまでも多くのモノを持ったことはないというクーパ
ースは、「もっと多くのモノを買うためにさらに努力し
ても、幸せにはなれない」という想いがありました。ほ
とんどの持ち物を処分したとき、彼は深い安堵感に満
たされました。同じように、最小限のモノしか持たない
ライフスタイルを選ぶ人が増えています。減らすことが
目的ではなく、少ないモノで豊かに暮らすのです。彼ら
は人生で何を一番大切にしたいか、ということを考えて
います。
 
www.theminimalists.comの創設者は、ミニマリズ
ムについて、人々を人生の余計なモノから解放してくれ
るツールであると定義し、そのライフスタイルを通して
本当に大切なものや、幸福、達成感、そして自由に焦点
を当てた暮らしを提唱します。幸せな暮らしをする、そ
れが一番大切なことです。しかし、幸せな暮らしとは何
なのでしょうか。

クーパースが最も大切にするのは時間です。どの服を
着るかなど、日々の選択を減らすことで、愛する人との
ひと時や、創造力を追求する時間を増やすことができ
ました。
 
広告代理店で働く彼にとって、クリエイティブであること
は仕事の一部でもあります。配慮と分別さえあれば、消
費主義には反対しません。彼にとってお金も大切です。
そういう意味で、彼はミニマリズムでも禁欲的な暮らし
をする訳ではありません。ゆったりと、旅や人との交流
や意識的な消費を通して幸福感を感じています。
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最も大切な持ち物について聞かれると「ラップトップの
PC」とクーパースは答えます。最近では、物質的な持ち
物はデジタル世界に置き換えられるようになりました。
フォトアルバム、本、CDなど、かつてはアパートに散らば
っていたものが、現在はPC内に圧縮された姿で存在し
ています。クーパースにとって、PCは柔軟性を象徴する
モノです。PCを持っていれば、どこでも仕事ができるの
で、仕事上でのツールとしても欠かせません。彼のよう
に物理的なモノをデジタルなモノで置き換える人は「デ
ジタルミニマリスト」と呼ばれています。

クーパースのような人でも、新しいモノから逃れられな
い時もあります。少し前に彼の母親が訪ねてきた際、モ
ノが足りていないと心配し、食器やカトラリーを箱に入
れて持ってきてくれたそうです。今も箱に入ったまま、キ
ッチンに置かれています。どうするかまだ決めかねてい
るそうです。

「多くのモノを買う 
ために努力しても、 
幸せにはなれない 。」



閑静な田舎でも、忙しい
都会に住んでいても、自
宅は自分が心から安らげ
る場所であることを望み
ます。

THE 
SOUND

OF
SILENCE
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WaTCH 
THE

vIDEO 
usm.com/keepitsimple

エド、バーバラ・パーカー夫妻にとって、
パークスロープは心安らげる場所です。
彼らは、ブルックリンにある家族連れの
多い住宅街で、白と黒の2色を基調に隅
々まで改装した、寝室が2部屋あるアパ
ートに住んでいます。白い壁の内側にあ
る全アイテムは全て思い入れがありま
す。徹底したミニマリストの彼らは、何
かを足せば、何かを捨てるというルール
を設けています。エドは110 Architect
の社長、バーバラはPerkins Eastman 
Architectsの社員として働く建築家同士
の2人は、落ち着いた空間を保つために
無駄なものは一切置きません。

近隣環境は、プライベートと仕事をほど
よく切り分けるようになっています。「2
人ともマンハッタンに職場があります
が、ブルックリンを好んで住んだ理由と
しては、距離があった方が気持ちの切り
替えができ、充電もできるからというと
ころです。また、通勤はちょっとした小旅
行をした気分にもなります。」とエドは言
います。
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建築家のエド、バーバラ・パーカー夫妻
は、古いものと新しいものを組み合わせ
た住居にご満悦です。ブルックリンにある
ミニマリストな彼らのアパートには、ピュ
アホワイトの3連のUSMハラーに、豊富
なレコードのコレクションを収納し、モダ
ンですっきりとしたラインがピクチャーフ
レームのような壁の装飾と並列していま
す。「古い家に、このUSMのモダンな外観
が加わることにより、そこで生活をして使
用する人の温かみを表しています。」とエ
ドは言います。



そこは森の中にたたずむ近代的な場所
として際立っています。しかし、それがあ
まりにも文明から遠いと感じられたとし
ても、木々の茂ったパークスロープ街道
があるので心配ありません。

マンハッタンのどよめきから2時間ほど
離れたハドゾンウッズにある130平米に
もわたるニューヨーク市カーホンクソン
には、デザイン建築が26軒並んでいま
す。Lang Architectureが作る家の一つ
一つは森、草、山の景観に違和感なく溶
け込んでいます。全ての家が、オーク材製
の床やコンクリート製のカウンター、スギ
を使用したサイディング材で手作り感を
出しています。家主となる人は、事前に選
び抜かれた色とサスティナブルな材料、
地産の木材をオリジナルのデザインにカ
スタマイズすることができます。建築家に
よってカスタマイズできる選択肢が絞ら
れているので、購入にあたっての失敗や
不安をなくしつつ、完成した家は近隣住
宅と統一感のある外観となります。
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ハドソンウッズというニューヨーク市から
2時間離れたところにある26軒のデザイ
ン建築の住宅街は、サスティナブルな材
料や地産の木材、そして大きな窓が山々
の景色と太陽光をたっぷりと取り込み、
軽快なインテリアを演出しています。隅
に置かれた明るい黄色のキャスター付き
のUSMハラーが、シンプルな木のデス
クをホームオフィス用のデスクに変身さ
せます。



SIMPLICITY  
IS NOT  

jUST a WORD
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オールプレスはコーヒー豆のロー 
スターであり、エスプレッソのスペ 
シャリストです。1986年、ニュージー 
ランドでマイケル・オールプレスに 
よって設立されて以来、オークラン 
ドを拠点にその革新的なアプロー 
チでコーヒー豆の輸入と焙煎を続 
けてきました。



会社名: オールプレス・ロンドン・ 
ロースタリー＆カフェ
設立: 2015年
所在地: イギリス、ロンドン
分野: コーヒーロースター
USMをはじめて購入した年: 2015年

「1930年代の建具工場は驚くほ
ど生まれ変わり、これからの20年
間先まで使えるように家具も備え
ました 。」

A
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シドニーへの市場拡大の成功を収めた
後、マイケル・オールプレスの古き良き親
友トニー・パパスが、2010年にオールプ
レス・ロースタリー&カフェをロンドンの
ショーディッチで開業しました。

「シンプルなビジネス設計で完全なる
お客様の信頼を」という理念のもと、オー
ルプレスはロンドンのダルストンに旗艦
店ロースタリー&カフェを開業しました。
完成するのに数年の時を要したものの、
建具工場を改装し、作業工程と効率を核
に設計されたスペースはパパスが理想
とする形へ生まれ変わりました。

「私たちが提供するものは非常にシンプ
ルです。美味しいコーヒー豆を焙煎し、お
客様に洗練されたサービスで提供しま
す。建物全体がそれらを作り出すために
デザインされています。」

緑豆を格納する自動式サイロからオーダ
ーメイドの熱風焙煎機まで、マイケル・オ
ールプレスとエンジニアのマイク・スコー
ビーによって設計されたダルストン・ロ
ースタリーは、美味しいコーヒー豆の焙
煎を第一に考えた機能的な建物です。

「1930年代の建具工場は驚くほど生ま
れ変わり、これからの20年間先まで使え
るように家具も備えました」とパパスは
言います。

「何をするにおいても、長期的な視点で
取り組む企業風土に、この建物はとても
マッチしています。材料や家具、備品、建
具などを選ぶ際にもこの企業風土が大き
く影響しています。」

建物の作業場は見られることを前提に作
られています。ロースタリーは建物と同じ
長さのガラス製の壁で仕切られ、チーム
が働く姿をお客様がみられるようにして
います。二階のカフェスペースも同様に、
実習室や試飲室、オープンオフィスの中
に溶け込んでいます。自分たちの仕事へ
の信頼と自尊心を育てるためだとパパス
は言います。誰に見られても恥ずかしく
ない空間を作るには、全てのものにふさ
わしい居場所を作ってあげることが必要
不可欠です。

「機能的であるのと同じくらい、見た目
に美しい空間であることが働く人の意識
向上につながります。」

二階には大切なお客様ファイルやコー
ヒー豆の輸入に関する書類が、機能的な
USM製品に収納されています。それらを
デスクからあえて離して設置することで、
オフィス内での動きを促しています。

オーク材を骨組みに使った試飲室とオフ
ィス空間の緑色のUSMハラーには、オ
ールプレスのコーヒーコレクションや世
界中のコーヒー豆栽培地域から集めた
緑豆のサンプルが保管されています。

「USM ハラー
は壁を作らずし
てオープンスペ
ースを仕切って
くれる一方、会
議スペースや様
々なスペースに
多機能に利用す
ることができま
す。」



BE YOU: 

MIX IT 
aS YOU 

LIkE!
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COLOR BLOCkING: 

THE TREND  
IS IN USM’S  

DNa

カラーブロッキングはビビッドな色を組
み合わせるデザイン技法です。ビビッド
な色を含む14色のカラーで展開する
USMだからこそ無数の配色パターン
が可能です。カラーブロッキングはごく
一般的なオフィスライフにデザイン性・
色・命を吹き込み、居住空間にスパイス
を加えてくれます。モノトーンの家具や、
アクセントとなるカラフルな一点ものの
家具にも応用できるテクニックです。
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vINTaGE MEETS 
TIMELESSNESS
アソビズムは東京・秋葉原に本社を置くゲーム制作会
社。東京のサテライトスタジオでは、プロモーションやマ
ーケティング、海外事業などを包括する部門が、本社の
開発部門とは別にオフィスを構えています。
アソビズムからデザイナーへの要望は「カフェのように
洗練され、街に対して開かれたオフィス」、そして業務
上、長時間の勤務になることもしばしばあるため、でき
るだけ快適な業務空間と、落ち着いた空間で休むこと
ができるようにとも要望がありました。そこでインテリア
は流行を追うものでなく、古く使い込まれた中に新しい
ものが混ざり合い、時間の経過と共に深みを増していく
ようなビンテージ風の空間を主軸に、オン・オフのシー
ンの切り替えができるようにしました。無垢のフローリン
グ、シャビーシックなレンガや床板などのプリミティブな
古材を用いた素材のパッチワークのような空間にUSM
ハラーを使い、同調するようにカラフルなパッチワーク
状の一角を作って空間のアクセントとしています。そして
テーブルやワゴンにもUSMを選ばれました。
USMのファニチャーは、プリミティブでビンテージ感の
ある素材の中で、空間を違和感なく引き締め、その上質
さやオフィスとしての使い勝手、そして何よりも半世紀変
わらない普遍的な美しさを併せ持つことが評価されたポ
イントでした。

会社名: 株式会社アソビズム　 
神保町ブランチ 
設立: 2005年
所在地: 東京 神保町
分野: ゲーム制作会社
USMをはじめて購入した年: 2015年

「ビンテージ素材の経年的美 
しさと、USMの普遍的な美し 
さが織りなす空間。」
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NEW-
FaSHIONED
GLaMOUR
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氏名: ライアン・ラッド
居住地: アメリカ、フロリダ州オーランド
職業: 弁護士 
USMをはじめて購入した年: 2010年

「クリーンでモダンなUSMは、
僕の好きなものにも良く合
います。カラーバリエーショ
ンも豊富で、自由にミックス
できる。とてもユニークな家
具ですね。」
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THIS IS a
BLINDTEXT
Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate

古き良きハリウッドのきらびやかなスタ
イルが、現代の魅力と出会ったら――オ
ーランド在住の弁護士ライアン・ラッド
の自宅に足を踏み入れると、そこには騒
音にあふれた街をはるか彼方に見下ろ
すエレガントなオアシスが広がっていま
した。この空間では、クラシックなデザイ
ンと現代ならではの快適性が共存してい
ます。ベッドルームで存在感を放つドレ
ッサーに馴染む黒いベルベットの壁紙。
居間では、クリーンなラインが印象的な
サイドボードが、家電製品や付属品をす
っきりと収納しています。色彩、ファッショ
ン、ポップアートへの愛を、服装のみなら
ずインテリアでも表現するライアンは、
次のように語ります。「誰にでも、ストレス
を感じる日はありますよね。仕事が終わ
って疲れているようなときには、自分が
理想としているような家に帰りたいと思
うものです。その願いが叶いました。」

© 2016 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. /  
Artists Rights Society (ARS), New York



www.personalities-by-usm.com
ユリウスについての詳細と、彼がUSMハラーと出会ったユニークなエピソー 
ドについてはこちらのリンクから。
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DISCOvER  

THE  
USM BLOG  

ユリウス・クレーンファス
建築家

ベルリン

ベルリンのミッテ区にある地下鉄8番
線ローゼンターラープラッツ駅入口
は、ユリウスにとって特に思い入れの
ある場所です。彼は、ここで今は彼の
妻となった女性にクラブメイトのウォ
ッカを手渡し、電話番号を聞き出した
思い出の場所なのです。



www.personalities-by-usm.com
アナについて詳しく知りたい方は、こちらのリンクから。
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アナ・ストランフ
イラストレーター/デザイナー

サンパウロ

アナは、カーサ・ブラジレイラ美術館
(Museu da Casa Brasileira) 
を頻繁に訪れ、様々なデザイン展や 
クラフト作品のフェアなどのイベン 
トを楽しんでいます。また、子供向 
けの素敵な庭園や週末のブランチ 
に最適なレストラン「サンティンホ
（Santinho（」もあります。



WHaT a TRaNSFORMaTION:
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BEFORE …
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…aND aFTER …
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「クールな素材と
ナチュラルな質感
を組み合わせるこ
とで、落ち着いた
都会的な雰囲気を
演出しています。」



マンハッタンのミッドタウンの一等地のワンフロアにあ
る法律事務所は、既存のスペースには収まりきらない
ほど成長しましたが、弁護士達は別の場所に移転する
ことに反対しました。彼らのオフィスは、壁に囲まれてい
て、フロアの真ん中がアドミのエリアになっていますが、
そこに自然光は入りません。しかし、1920年代を象徴す
るこの東57丁目の建物に勝るものはあるでしょうか。幸
いにも、同じ建物内の別フロアに空きを見つけ、クライ
アントの要望に確実に応えてくれるニューヨークのギオ
ラ・アハロニ・デザインスタジオに改装を依頼しました。
洗練された住まいをデザインすることで知られるギオ
ラに、その事務所の社長は、アートとエンターテイメン
トの要素を持たせていた以前の法律事務所と同じテイ
ストを、新しい事務所にも取り入れてほしいと頼みまし
た。彼の要望に対し、デザイナーは「控え目ながらエレ
ガント」であり「丁寧に仕立てられた黒いスーツ」のよう
なオフィスをデザインしました。限られた色（主に白と
黒）と材料を使うことで、はっきりとした明るい雰囲気を
演出し、事務所に象徴される現代アートコレクションを
うまく引き立てるようにしました。

「 このオフィスは、
丁寧に仕立てられた 
黒いスーツのようです。
そのミニマルなデザイ
ンは、控え目ながらエ 
レガントさを感じさせ
ます。」
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約460平方メートルにもなるこの新しい法律事務所の
空間は、まっさらなキャンバスとしてギオラに託されま
した。デザイナーは空間が広く感じられるよう、あえて支
柱をむきだしの状態に残しました。フロアの3つの壁面
に窓があるため、日光が内部に入るようにガラスの壁を
使いました。エレベーターに面するエントランスの壁も
ガラスでできており、まるでオフィスがガラスの箱に入
っているかのように感じられます。

事務所の内部は、低めのUSMハラーを使用してワーク
ステーションを囲い、開放感を持たせています。「エレ
ベーターから降りると、なめらかな黒い長方形が床の真
ん中に浮いているかのように見える」とギオラは言いま
す。その長方形はUSMの真下にある床材の黒石タイル
や、上に吊るされた照明器具にも合わせています。「こ
の長方形型フォルムはオフィスのさまざまな部分に使
われています。ガラス壁、ドア枠、会議テーブル、ファイ
ルキャビネット、エントランスの桜の木でできた特注の
壁も、さりげなく幾何学的な秩序と視覚的な連続性をも
たらし、空間にまとまりをもたせます。」とデザイナーは
言います。ギオラは曲線的なシルエットをもつジャスパ
ー・モリソンのモノポッドチェアやミース・ファン・デル・
ローエのブルーノチェアを選び、直線的なモチーフと対
比させました。

会社名: ギオラ・アハロニ・ 
デザインスタジオ
設立: 1996年
所在地: ニューヨーク
USMをはじめて購入した年: 2014年
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ニューヨークのチェルシー住宅街に住む5
人家族に、デザイナーのデイモン・リスは
快適な、丸みの帯びたソファとモダンにス
ッキリとした黄色のUSMハラーの壁面
ユニットを使い、読書スペースを創りまし
た。3人の男の子にとっても、両親にとって
も安らげる空間として、子供の本や玩具
が収納されていますが、子供たちが巣立
った後には、大人用のホームライブラリー
として使うことができます。

ニューヨークの不動産市場の激戦区で
は、ワンベッドルームのアパートに家族
がひしめき合って暮らしているとよく言
われます。そのような中、子供用の寝室
を確保できる人々にとって贅沢な悩みが
あります。それは、「子供の成長に合わせ
た部屋の作り方」です。

「子供用にデザインする
ということは、今だけで 
はなく長く使えるように、
彼らのライフスタイルに
合わせ変化できる必要 
があります。」

とニューヨークを拠点に、市内でキッズ
ルームを数多く手がけるインテリアデ
ザイナーのデイモン・リスは語ります。マ
ンハッタンのチェルシー住宅街に住む5
歳、7歳、9歳の3兄弟を子供に持つ家族
用に、オーダーメイドしたサッチャーソフ
ァも彼女の作品の一つです。「子供用の
デザインは、大人のためにデザインする
のとはまた少し違うのです。」

リスはソフトでモダンなソファに、黄色の
USMハラーの壁面ユニットを組み合わ
せ、今は子供の本や玩具入れとして使用
しますが、いずれは大人用のホームライ
ブラリーとして利用できるようにしていま
す。「小さな子供を持つ親や、10代の子供
から大人まで床に座ってくつろげる場所
にしたかった」とデザイナーは言います。



2人の子供のプレイルームに、インテリア
デザイナーのサラ・ストーリーはレゴでで
きた都市の風景壁画を白いUSMハラー
で縁取りました。サラも認めるこのユニッ
トは、玩具やゲーム、本のディスプレイに
もなり、モダンで頑丈なシェルフです。上
記の寝室には、ネオゴシックな建物の外
観が描かれた壁紙を使用し、ベッドサイド
のテーブルとして機能するUSMキャスタ
ー付きユニットも置かれています。

また、ニューヨーク在住のトップインテリ
アデザイナーのサラ・ストーリーも、子供
たちが都会の騒 し々さから逃れられる落
ち着いた環境作りを第一に考えていま
す。マンハッタンのグラメルシーパーク
に住む7歳の女の子と11歳の男の子を育
てる家族のために、生き生きとしたセル
リアンブルーのカーペットに白のUSM
ハラーを合わせ、モダンで落ち着いた、
プレイルームとなるよう仕上げました。

「素材を選ぶときは長く
利用できるものを選びま
す。また、市内のベッドル
ームは比較的小さく作られ
ているため、整理整頓や
収納方法も重要です。」

安らげる空間でありながらも、サラは住
む土地の歴史にも関連性を持たせるよう
にしました。プレイルームには、特注のレ
ゴでできた都市の風景壁画を作成し、男
の子の寝室には、彼らが住むアパートの
1920年代当時のネオゴシックな外観を
壁紙にしました。大人になっても、心はい
つまでも都会っ子でありたいという意味
を込めてです。
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THE  

SaLTY
CRUMBLE  

USMのキッチンシェルフを本棚 
に組み替えている間に、あるパリ 
の料理人がとっておきのレシピを
紹介してくれました。 



材料
6人分
トマト　1.5キログラ（形、色は自由）
オリーブ油　大さじ4
上白糖　小さじ2
オレンジの皮　1個分
サルタナ（レーズン）　大さじ1
タイム　1枝
ニンニク　1かけ（大）
小麦粉　200グラム
すりおろしパルメザンチーズ　100グラム
バター　100グラム
パン粉　50グラム
パインナッツ　小さじ1
塩　ひとつまみ
粗挽きこしょう

IN
G
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WaTCH 
THE

vIDEO 
usm.com/samebutdifferent

煮込んだトマトを火から下ろし、汁を2/3捨
て、タイム、オレンジの皮を取り除きます。
油を塗った耐熱性の皿にトマトを並べ、ク
ランブルをトッピングします。
トッピングがこんがり黄金色になるまでグ
リルで焼き、その後30分ほど、今度はオー
ブンで焼きます。

オーブンから取り出し、熱々の状態でグリ
ーンサラダと一緒に皿に盛りつけます。

作り方
 
水洗いしたトマトを適当な大きさに切り
ます。
フライパンでオリーブ油を熱し、皮をむい
てつぶしたニンニクを炒めます。
更にトマト、グラニュー糖、オレンジの皮、
サルタナ、タイムを加え、強火で炒めます。
調味料で味を整えた後、30分ほど煮込み
ます。

刻みバター、小麦粉、パン粉、パルメザン
チーズを合わせ、そぼろ状になるまで細か
くすりつぶし、クランブルを作ります。
そこにパインナッツも加えます。

オーブンを120°C／ファン　100°C／　
ガスマーク　1/2 に設定し、温めます。



THINkING 
aHEaD  
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家具を愛するN氏は自宅を新築するにあ
たり、造り付け家具ではなく、モダンな家
具に囲まれた生活を望まれました。イン
テリアコーディネーターが、どのような家
具を置きどのような作法で部屋や家具を
使っていくかを先にイメージし、それに
合わせ内部空間を建築家が発想し、設計
を進めていくという手法が採られました。
コーディネーターはN氏のために10年
20年後、より愛してもらえるようにと、様
々な家具と共にダイニングキッチンでは
メインにUSMハラーを選びました。さら
に非常に機能的でフレキシブル、場所を
選ばず活用でき、ちょっとしたスペースに
おいても絵になるため、水回りや、階段
室など各所にも採用しました。
造作ではなく既製品の家具を使うという
発想の中で、USMハラーは大活躍。柔軟
性が非常に高く、他の家具では不可能だ
ったそうです。

氏名: N氏
居住地: 岩手県盛岡市
USMをはじめて購入した年: 2013年

「造作ではなく既製品の家 
具を使うという発想の中で 
USMハラーの高い柔軟性 
が不可欠だった。」

A
B

O
U

T
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「USM ハラーは
様々な家具と共に
フリーに置いても
絵になる。」



Airport Ålesund, Norway

Airport Ålesund, Norway

FROM

PILOT PROjECT  
TO  

FREqUENT FLYER
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Airport Leipzig/Halle, Germany

全ての始まりは、10年程前のことでした。ライプ
ツィヒ・ハレ空港の運営会社は、オフィスで長年
愛用してきたUSMを、客室エリアや他の場所に
も導入したいと考え、インフォメーションデスク
を初め、搭乗券チェックカウンター、搭乗ゲート、
落し物オフィス、自動車レンタルサービスエリア、
そして、事務室や会議室までも改装を進めてい
きました。現在は、空港全体が一貫性のある一体
的な設備へと生まれ変わり、そのモダンなスタイ
ルと高級感あふれる外観で、乗客を魅了していま
す。この噂は、瞬く間に遠く離れた極北にまで知
れ渡り、のちに、ノルウェーの空港運営会社アビ
ノールが、46の空港をUSMエアポートシステム
ズのカウンターで統一することを決めました。

空港設備に情報技術の導入し、耐火性、耐久性だ
けでなく、モジュール性と柔軟性をもたらすこと
で、USMエアポートシステムズはグローバル事
業として認識されるようになりました。



SaILING 
IN 

SaINT-TROPEz
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もともと小さな漁村であったフランス南部のサントロペ
は、1950年代以降、その個性ある街並みや魅力的な海
辺の雰囲気から、リゾート地として海外から訪れる多く
のセレブ達に愛されてきました。
ここ15年ほどは、セーリング競技会に欠かせないスポッ
トとしても知られています。地中海最大の一流ヨットレ
ースのジラリア・ロレックスカップや、最新モデルや百年
以上前の古いモデルのヨットを集結させた「レ・ヴォワ
リエ・ド・サントロペ」などの大型レガッタが、サントロペ
航海協会（Société Nautique de Saint-Tropez）主
催のもとに取り行われています。1962年に設立された
この協会は、約500名以上が所属しており、つい最近、
市の完全融資により、USMの家具でエレガントに装飾
された新しいクラブハウスに移転しました。
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サントロペ航海協会
（Société Nautique  
de Saint-Tropez） 
の新しいクラブ 
ハウス。



MEME
私たちは将来、どのように働いているでしょうか。ゴットリー
ブドゥットヴァイラー研究所の研究課長を務めるカリン・フ
リックは、「ウーバライゼーション（Uberization）」が大きな
トレンドになると予測しています。車はタクシーに、マンショ
ンはホテルになり、更にオフィスはコワーキングスペースに
なります。経済活動が自由になり、毎朝働きたい場所を自
由に決めることができる時代となるでしょう。ただ、トレンド
はこれだけにとどまりません。
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10年後は?
コワーキングは10年後、当た

り前となっているでしょうか、

という質問に「恐らく。」とカ

リン・フリックは言います。

コンピュータが仕事をリードする
人工頭脳はこれから人間の仕事を代わりにするように
なるでしょう。コンピュータは、人間よりもアポイントメン
トを調整したり、大容量のデータを分析する能力に長け
ています。そのため、「人間の頭脳は正しい結論を導き
出したり、判断を下す役割のためだけになります。」とカ
リン・フリックは言います。

お金に替えられないものはない
正直、「ウーバライゼーション（uberization）」という言
葉には少し嫌な響きがあります。経済活動が変化し、消
費者やユーザーがアプリケーションを通して様々な材
料や知的情報を共有することができるようになりまし
た。例えば、車やマンション、プライベートジェット機、更
には効果的な電子メールマーケティング戦略やコーヒ
ーの作り方学ぶプライベートレッスンに至るまで、すべ
てお金で買えないものはなくなったと言えます。それを
考えれば、オフィススペースが社員以外で使えるように
なっていても、そう不自然ではないでしょう。

プロジェクトを軸に動く
一つのプロジェクトが次のプロジェクトへ繋がるという
のが、現代の仕事の特徴です。大きなプロジェクトに続
いて、他の大きなプロジェクトが進むのか、または同時
進行で行われるかに関わらず、プロジェクトは仕事上の
組織理念を左右します。それは内外問わず常に変わる
メンバーと働くということを意味します。花瓶や家族写
真が飾られた個人デスクは過去の遺産となるでしょう。
毎日違う場所で働き、やりとりの仕方も対面だけでなく
オンラインへと変わっていきます。
このような新しい働き方をする人は、オフィスでも家の
中にいるように、また家でもオフィスにいるように感じ
ます。ラップトップのＰＣやWi-Fiのおかげで、仕事と
プライベートな時間の境目がなくなってきました。私た
ちが今いる場所が仕事場で、9時―5時という縛りもあ
りません。

空想と起業家精神が出会う場所
カリン・フリックいわく、ウーバライゼーションとプロジェ
クタイゼーションは、空想と起業家精神で特徴づけられ
る「異なる伝記」を生み出すといいます。「クリエイディブ
系、フリーランサー、自営業者」の人が、短時間でも長時
間でもコワーキングオフィスへと集まります。これらのオ
フィスは全ての働く人のためにも、または社員だけのた
めなど、さまざまな形で利用できます。

正しい働き方
「今日はどこで働こうか。」というように、仕事はライフ
スタイル、オフィスはアクセサリーという感覚になって
いくでしょう。働く場所を選ぶときのポイントは、デザイ
ン性、設備、そして雰囲気の全てが揃わなくてはなりま
せん。それは、クリエイティブな交流、社会的相互作用、
仕事へのこだわり、更には複合機やネット、プリンター
へのアクセスなどが含まれています。コワーキングオフ
ィスは、グループで座れるソファーやデスク、会議室、更
にはキッチン、人目につかない静かな場所など、各ニー
ズに合わせたエリアを、居心地や機能などそれぞれに
必要とされるものに重点を置き、さまざまなスタイルで
提供します。

柔軟な仕組み
カリン・フリックいわく、コワーキングオフィスでは「試行
錯誤は当たり前」で、空間は常に変化し続けるといいま
す。そのため、全体的にコンセプトに即していて、ニーズ
によって調整可能な家具が求められます。言い換えるな
らば、長く使うためにその時々に合わせた解決策となる
ものです。大切なのは人に焦点を当てることです。彼ら
の要望に答えるため、各個人の好みに基づいて働く場
所をデザインするべきです。たとえその日限りだったと
しても、そこは揺るぎません。

 働く場所を自由に選べる時代



THE CREaTIvE HUB:

WHERE
IDEaS
MEET
FRIENDS
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以前は醸造所だった建物が、「ファクトリ
ー」という名のシェアオフィスに生まれ変
わり、地域におけるアイデアの宝庫、ホー
ムオフィスの快適さをもつワークスペー
スとなっています。広さは1,000平方メー
トルにもわたり、アイデアを実現するた
めの十分なスペースがあります。「ファク
トリー」では、あらゆる配慮が行き届いて
いるのです。以前は醸造所だったこの建
物。現在は、フリーランサーや起業家、伝
統工芸などの職人が並んで作業をしてい
ます。誰にとってもフレキシブルでコミュ
ニケーションが取りやすく、抜群の成果
を生み出すコミュニティー。未来志向の
ワークスペースです。

会社名: ファクトリ
設立: 2014年
所在地: ベルリン
分野: シェアオフィス 
USMをはじめて購入した年: 2014年

「ワークスペースにホームオフィ
スのような快適さを作り出してみ
ました。」

A
B

O
U

T



「 可能性を追求できる場所」
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「クールな素材とナチュ
ラルな質感を組み合わ
せることで、落ち着いた
都会的な雰囲気を演出
しています。」
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FROM NIGHTLIFE
TO WORk DaYS  

CO-WORkING  
IN a FORMER CLUB



「誰もが自然に 
なじんで集中が 
できる空間が 
あることが重要 
です。」

会社名: クリストフ・ハラー 
設立: 2015年
所在地: スイス、ベルン
分野: シェアオフィス
USMをはじめて購入した年: 2015年

「元気になりたい人は、クマの 
遊ぶ様子を眺めることができ 
るのですよ。」

A
B

O
U

T
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Werkspaceは10年ほどクラブとして使用されていた
ので、プロデジーやザ・ルーツなどのバンドがここで演
奏していました。「ここで遊んだことのない人は、昔ここ
がクラブであったことなんて考えもしないでしょう。」と
Werkspace創設者のクリストフ・ハラーは言います。
元はステージがあった場所に、今は彼のデスクが置か
れています。Werkspaceのプロジェクトにはクング・フ
ー・バーガー、クラブ・ボンソワ、イベント会社Rebel-
mind Syndicate、バー・プロペラの4社が関わってお
り、起業家やフリーランサーと机を並べて働いていま
す。全ての利用者はその環境を有効利用しています。
例えば、二つのデスクを借りているスイスのreeaグル
ープは、最近新たに、Werkspace共同創設者が代表を
務める、体験プラットフォームサイト「Young Swiss
（ヤングスイス）」を立ち上げました。



DIvIDING  
SPaCE,

CONNECTING 
PEOPLE
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BDG は、数々の受賞歴を誇る職場環境専門のコンサ
ルティング会社。リサーチや技術、クリエイティブな手法
などを駆使してデザインの発想力を刺激する空間を考
案し、社員を育み楽しませるようなクリエイティブで刺
激的な職場環境を提供します。

BDGの作業戦略の要となるのが、「評価 – 意見の聞き
取り – 整合性の実現」の順におこなわれるプロセス。空
間活用と職場環境における人々や物事のつながりをイ
メージするために、観察や面接から分析用ソフトウェア
まで、様々なツールを組み合わせて使用します。このプ
ロセスを通じて明らかになるのは、建物で大切なのは何
よりもそこで働く人々なのだという事実。こうして得られ
た知識は、将来的な職場戦略の発展に活かされます。

クラーケンウェルの自社建物からシー・コンテイナーズ
の眺めの良い新スタジオへの移転にともなって計画さ
れたのが、より活き活きとした仕事環境の実現です。こ
うして最終的に採用されたデザインは、これまでとは全
く異なる予想外のものとなり、窓からの眺めや近隣地域
の変化以上のものをBDGにもたらしました。

シー・コンテイナーズとは、ロンドンのサウスバンクを
象徴する建物で、同地区の活気あふれるクリエイティブ
シーンやアートシーンの中心に位置しています。BDG
は、 オグルヴィ・アンド・メイザー・グループ・ワールドワ
イドの依頼でこの建物のデザインを進めるうちに、同
社の新スタジオにぴったりのスペースがあることを知
りました。

この美しい空間は、シンプルかつ整然と構成されてい
ます。また、新スタジオの長所は、そのユニークなイン
テリアだけではありません。BDGは、このスタジオを通
じて、優れた職場環境に関する理論や、様々な仕事の
方法論をクライアントに対してプレゼンすることができ
るのです。 

BDGアーキテクチャー + デザインスタジオに足を踏み
入れた途端に、一気に気分を上げてくれるものがふた
つ。ひとつは言うまでもなく、二方向に設置された床か
ら天井まで続く窓の外に広がるテムズ川の眺め。もう
ひとつは、色鮮やかに艶めくイエローのUSMロッカー
が、剥き出しのコンクリートの壁とスチール製のフロー
リングをバックに、スタジオの中央に一直線に並ぶ圧巻
の光景です。 

オープンで明るい職場へと生まれ変わった同スタジオ
には、固定式デスクやフリーアドレスのベンチタイプの
長いテーブルがあり、働き方に柔軟性を持たせていま
す。また、タスクチェアからソフトなチェアなど様々な椅
子も用意しました。このようなインテリアに見られる大
胆なアプローチが、自社のブランドイメージを表現して
います。社員の働き方にも合った空間づくりをするため
には、組織も時には大胆になるべきだと語っているか
のようです。
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USMは、スタジオで強い存在感を主張する以外にも、
いくつかの機能を担っています。たとえば、片側には社
員用ロッカー、反対側にサンプルやリサーチ用の雑誌
類を収納するシェルフ。一方、そのシェルフのカウンター
トップは、夜に行われるプレゼンやフォーラム用のカウ
ンター、また、イベントの際には「バー」カウンターへと
変身し、ゲストをもてなします。 

シー・コンテイナーズへの移転と同じタイミングでおこ
なわれたのが、サンフランシスコに拠点を置くブランデ
ィングのスペシャリスト、マニュアル・クリエイティブが
構築した新しいコーポレートアイデンティティを使用し
たBDGのリブランディング。フレッシュなエネルギーを
吹き込まれたBDGの創造性が、大きく生まれ変わった
ブランドとスタイル、アプローチのすべてに表現されて
います。

新しいアイデンティティは、複数のシンボルから構成さ
れており、すべてを集めると、ぴたりと組み合わさってひ
とつになります。また、組み換えたり並べ替えたりするこ
ともできます。このアイデンティティに反映されているの
は、BDGのクライアントに対する姿勢――効果的な要
素を集めて、ひとつにするという考えです。

この考え方はUSMにも、当てはまります。モジュラーの
概念において、より大きな力を発揮するのは、単なるパ
ーツの寄せ集めではなく、全体としてひとつとなった集
合体なのです。

「ロンドンを象徴する建物の中
にある弊社スタジオを完成させ
る最後のピースが、優れたデザ
インならではの普遍性と品質を
大切にする企業や団体の職場
で、長年にわたり象徴的な存在
として活躍してきた収納システ
ムだというのは、当然と言える
のではないでしょうか 。」
コリン・マクガディ
クリエイティブディレクター
BDG アーキテクチャー + デザイン



FREE-  
FLOWING  

IDEaS 
aND FLaT  

HIERaRCHIES
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デザインスタジオを拡張するこ
とになったとき、ジョージ・ヤ
ブとグレン・プッシェルバーグ
が採用したのは、コミュニケー
ションとコミュニティを育むオ
ープンコンセプトのレイアウト
でした。 
 
新たに改装されたヤブ・プッシェルバーグのオフィスに
は、個室がありません。トロントの著名なデザイン会社で
ある同社が、代表のジョージ・ヤブとグレン・プッシェルバ
ーグの個室を含むすべての個室を撤廃したのは、アイデ
ィア交換を促進し、チームとしての意識を育むためでし
た。今では、社員同士がお互いに声を掛け合い、パークハ
イアット－ニューヨーク、上海のデパート-レーン・クロフ
ォード、ザ・マイアミビーチ エディションホテルのデザイ
ンといった同社で日々進行する全プロジェクトの様子を
知ることが、以前よりもスムーズになったと言います。

従来のオフィスの代わりにふたりの代表がデザインした
のが、フォーマルなものからカジュアルなものまで、個性
の異なる会議室の数々でした。重役用会議室の最大収
容人数は、16名。クライアントやヤブ・プッシェルバーグ
のニューヨーク・スタジオと簡単に繋がることができるよ
う、ビデオ会議用機器を備えています。また、進行中のプ
ロジェクトに関する資料や資材を置いておいて、作業を
中断してもまた同じところから再開できるようにと、チー
ムごとに専用のミーティングエリアを設けています。

オープンプランコンセプトは、業界で確固とした地位を
築いた同社が今まで採用したことのないものでした。こ
れまで23年間、ヤブ・プッシェルバーグはトロントの中心
街にある親しみやすい低層ビルにスタジオを構え、快適
に過ごしてきました。しかし、隣のテナントが近所に移転
したことを機に、スタジオの拡張と改装を決めたのです。
改装は、1993年以来のこと――もはや、入居当初からの
別々に区切られたレイアウトは、共同作業をおこなうデ
ザイナーたちの仕事の仕方とは噛みあっておらず、改装
というよりも全面的な設計の見直しが必要でした。こうし
て、白い壁に囲まれた1,208平方メートルの風通しの良
い空間へと生まれ変わった職場では、以前よりもコミュ
ニケーションの流れがスムーズになり、チームのメンバ
ー同士がアイディア交換をする機会も増えたと言います。

キッチンも、こうしたコラボレーションを促すハブのひ
とつ。オーダーメイドの大きなピクニックテーブル4台
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「ヤブ・プッシェルバーグの 
経営哲学が礎とするのが、 
フラットな組織です。 
新オフィスのデザインは、 
このコンセプトを反映し、 
さらに発展させました。」

に、オランダ人デザイナー、マーリーケ・ヴァン・ロッサ
ムのベンチが置かれたダイニングエリアは、スタッフが
カジュアルに意見やアイディア、食べものなどをシェア
できる憩いの場となっています。また、ゲストを迎える「
サロン」では、ヤブ・プッシェルバーグがデザインした家
具をはじめとした様々な家具、何年もかけて出張先など
で収集されたアート作品、さらにはデザイナーが製作し
た卓球台やテーブル・フットボール用の台など、多彩な
家具が見られます。

ヤブとプッシェルバーグのふたりがスタジオを創立した
のは、1980年のこと。以来、多くの賞を受賞し、引っ張り
だこの人気デザインデュオとして、レストラン、ホテル、
住宅などのデザインを手掛けてきました。ふたりは、仕
事に対して「不可能なことはない」という姿勢をとってお
り、新素材を用いた実験や様々なアーティストとの交流
を通じて流行を超越した重構造のインテリアを生み出
しました。しかし、彼らが使用するおびただしい色彩や
素材、柄の洪水から逃れて息抜きしようと、職場にはピ
ュアでニュートラルな空間を選んだのです。 

USMは、特に天窓のある空間で存在感を発揮します。
「私たちは、今までずっとUSMの合理的な美学に憧れ
ていました」と、ヤブとプッシェルバーグは綴っています。

「1970–1980年代当時、まだ若かった僕たちは、USM
の存在を知りながらも、異国風というかヨーロピアンと
いうか、ともかく手に入れ難いものだと思いこんでいま

した」。今ではふたりとも、キールハウアーの機能的な
ワークチェアにトロメオのランプを並べて、それぞれワ
ゴンの付いたピュアホワイトのUSMハラーのワークス
テーションを一台ずつオフィスに置いています。チーム
用のミーティングスペースには、ジャック・ギヨン・コー
ドのチェアにぐるりと囲まれたUSMハラーテーブルと、
ブレインストーミングで使用するリネン地のポスティン
グパネルが。「スタジオにはUSMを採用するということ
で、すんなり決まりました」と、ふたりは言います。「整然
として落ち着いたデザインが気に入っています」

かつてのスタジオとは違い、今では仕事に必要なもの
がスタッフのすぐ手の届くところに置かれ、情報はより
スピーディーに伝達され、オフィス全体がヤブとプッシ
ェルバーグが経営哲学に掲げる「フラットな組織」を体
現しています。それだけではありません。「空間はより軽
やかで明るくなり、何よりも社員が以前よりも楽しそうに
働いています」
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「USMの整然として 
落ち着いたデザインが
気に入っています。」



一人で静かに働く人は、いま
や珍しくなりました。これまでも、
コミュニケーションは創造力
を刺激し、チームの結束力を
高め、イノベーションを生む

望ましい要素とされています。

社員の健康
と職場での
音への配慮

一人で静かに働く人は、いまや珍しくなりました。これまでも、コミュニケー

ションは創造力を刺激し、チームの結束力を高め、イノベーションを生む

望ましい要素とされており、最近のオフィスでは、コミュニケーションを促

進するようなスペースが増え、特に「オープンスペース」は共同作業や自然

な発想、創造的意見交換を促しています。しかし、それらを最大限活かす

には、部屋の音響で生じる問題を取り除く必要があります。美しいオフィス

でも働く人の居心地が悪くストレスを感じる空間では意味がありません。

では、無意識に耳に入ってくる周りの会議や電話口での会話をどうすれば

遮断できるのでしょうか。カップの音や雑音が多いコピー機の音から逃

                         げる方法はあるのでしょうか。

"Quiet, 
please.

.."
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最近のオフィスでは、 コミュニケ
ーションを促進するようなスペ
ースが増え、特に「オープンス

ペース」は共同作業や自然な発
想、創造的意見交換を促しています。

しかし、それらを最大限活かすには、
部屋の音響で生じる問題を取り除く必要が

あります。美しいオフィスでも働く人の居心地が悪
くストレスを感じる空間では意味がありません。では、

無意識に耳に入ってくる周りの会議や電話口での会
話をどうすれば遮断できるのでしょうか。カップの

音や雑音が多いコピー機の音から逃げる方法
はあるのでしょうか。



良い室内環境、とりわけ音の響きが
少ない室内での会話の聞き取りやす
さを安定させる音響設備があれば、
室内騒音は気になりません。単独で
も、組み合わせでもさまざまな要素
を使い、効果的にオフィス室内音響
を向上させることができます。中でも
カーペットや壁、天井パネル、パーテ
ーションといった音響最適化された
家具などは音を吸収してくれます。プ
ライバシーパネルやアコースティック
仕様のユニットなど、USMも大きく貢

献しています。最適な音響設備への
投資効果は抜群です。なぜなら、音を
吸収する壁面および快適な室内音
響への投資は社員の満足度、健康、
集中力、生産性の向上に直結するか
らです。対照的に、最近の研究では
病欠による欠勤や作業工程が中断
されることによる損失がどれだけ大
きいかが近年明らかになってきてい
ます。より良い室内音響への投資は
長期的な効果をもたらすことは確実
でしょう。

求人への応募者も労働環境を視野に入れて雇用主を
選ぶので、「優秀な人材の獲得競争」でも、より良い労
働環境はブランドへの愛着を深め、企業イメージを向
上させることにもつながります。

Indiv
idual 

Work-L
ife 

Balan
ce 

at th
e Offi ce

  Investments 
      That Pay 
       Off
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可聴性の良い環境とは、会話のし
やすい環境のことを言います。今日
では、その整備は職場などでは当
たり前で、多くの実施例が挙げられ

ます。測定値、ROI、デザイン性、パ
フォーマンスなどといった指標の間
で、可聴性は、忘れがちな「人」とい
う室内音響効果を測る最も重要な
尺度です。実は「人」は音響の根幹
にあります。ジャーナリストでありラ
イターのクルト・トゥホルスキーは

「耳に蓋があればどんなに便利だ
ろう」と嘆いたと言います。耳に蓋
ないからこそ、環境に助けてもらう
しかありません。オフィスの材料や
壁面が音を吸収してくれれば、そこ
で働く人の世界に落ち着きを取り
戻してくれます。そんな環境なら、
働く人は生きることへの喜びや職
場への満足度が自然と高まるでし
ょう。

数年前は、ワークライフバランス
を大切にする人にとって仕事とプ
ライベートはきっちり分けることは
容易でした。仕事からのストレス
を解消するために、オフの時間を
十分にとることが必須でした。しか

し今となっては、PCやスマートフ
ォンなどで仕事の持ち歩きが可能
になり、その境界線は曖昧になっ
てきています。その反動で、社員の
職場環境に対する要求も高まって
います。

Indiv
idual 

Work-L
ife 

Balan
ce 

at th
e Offi ce



WORkING 
IN THE

LIvING 
ROOM
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人生の大半をオフィスで過ごす
なら、とびきり居心地の良い空
間にすべきだと考えました。上
品なインテリア家具とそれにマ
ッチした装飾によって、経営コ
ンサルティング事務所にリビン
グルルームのような雰囲気を再
現させました。人間工学に基づ
いて設計された高品質なワーク
ステーションも重要な役割を果
たしています。ではUSM製品
がどのようにして空間の演出に
役立ったかをご説明します。
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スタイリッシュな壁紙、高品質
なフローリング素材、クラシカ
ルに装飾された家具、華麗なフ
ラワーブーケなどをさりげなく
温かいトーンでまとめていま
す。ここに来る人々は居心地が
良いのでまた来たくなってしま
うでしょう。また自分の部屋も
同じように飾れるかも、と思わ
せるかもしれません。実はこれ
らはブランドトラスト有限会社
（ドイツ）のモットーそのもの
と言えます。長時間オフィスで
働く人こそが、家にいるときの
ように心地よい環境に身を置く
ことが許されるのでは、と考え
ました。



デニスは機械式上下昇降デスク
USMキトステーブルMで仕事
をしています。レバーを握った
ままデスクトップを上下させる
だけ、少ない負荷でデスクを着
席時から直立時の高さに、もの
の数秒で調整することができま
す。人間工学的に優れたデスク
で、ブランドトラストは社員の
健康を支援しています。こうい
った一流の設備はすばらしい憩
いの場を作り上げているパズル
ピースの一つです。そのおかげ
で、社員は最高のパフォーマン
スを発揮し、忠誠心を持って働
きます。
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複数の社員が一つの部屋で共に
働くと、プライバシーや周り
への音が懸念されるかもしれま
せんが、USMプライバシーパ
ネルを使えばそういった問題は
改善されます。社員が快適に過
ごせるよう、ブランドトラス
トはプライバシーへの配慮や防
音対策が重要だと理解していま
す。USMを選ぶということは、
ブランドトラストの社員に最高
品質のものを提供するというだ
けでなく、自社の哲学に誠実な
ブランドを選ぶということを意
味しています。
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WaTCHING 
THE  
RaDIO
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「ラジオの全く新しい世界を創造したかっ
たのです。」とスイス、チューリッヒ、にある
エネルギーグループの代表取締役ダニ・
ビュッヒは語ります。現在、80名の社員が
チューリッヒ本社で働いています。最近、
新しくデザインされた施設に引っ越しまし
たが、建物とフロアプランは70年当時に
作られたものそのままで、ラジオエネルギ
ーの若くてダイナミックな世界観と相反し
ています。エネルギーは若くてダイナミッ
クな企業なのでその企業精神がわかりや
すく、社員が魅力を感じる会社として社員
がよりよい成果を出せるような職場を目指
しました。

エネルギーは改装に際し、ただ単に最先
端の設備を取り入れるのではなく、社員の
健康を最重要テーマに掲げ、働く間も社員
が健康維持できる環境を整えたいと考え
ました。上下昇降付きのUSMキトステー
ブルを使用した作業場はあくまでその一
つです。フルーツと水が常備され、フィット
ネスセンターとパーソナルトレーナーは予
約すればいつでも利用できます。「このサ
ービスは常に使われないとしても、常に利
用できる状態にしておくことが重要なので
す。」とダニは言います。ある意味、チーム
の結束力は従業員が互いに士気を高め合
う環境があってこそ養われるのではないで
しょうか。それが結果として、個々の仕事に
活かされるのでしょう。

会社名: エネルギーグループ 
設立: 2003年
所在地: スイス、チューリッヒ 
分野: ラジオ、イベント、エンター 
テイメント 
USMをはじめて購入した年: 2003年

「エネルギーグループはエンター
テイメント会社です。」
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「ラジオの全く
新しい世界を
創造したかっ
たのです。」
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RECOvERY 
WITH  

COLOR
 「病院もホテルも 
"ホスピタリティ"と 
"ポジティブ"が大切。」



病院名: 医療法人　知邑舎　岩倉病院 
設立: 1922年
所在地: 名古屋
分野: 病院
USMをはじめて購入した年: 2013年

A
B

O
U

T
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「豊富な色がそろうUSM
だからこそ、ぴったり 
の色が選べました。」

岩倉病院（医療法人 知邑舎）は、ホスピ
タリティを第一に、良質で温もりある医療
の提供を心掛けています。それは、院長
がホテルもホスピタル（病院）も「ホスピ
タリティ」が語源で「ゲストをおもてなし
するところ」という思いを強く持たれてい
るからです。二棟の増床にあたり、光、空
気、色の3要素を重視したデザインを形に
しました。吹き抜けにした中庭や、田園風
景に向けて設えた大開口から光と空気を
届けます。照明も重視し、光と色をデザイ
ン。家具には木や革、インテリアの各所に
も木や石を使い天然素材の色や温もりが
溢れています。そして「病院は元気になる
ところ」との思いから、元気になる色、赤
やオレンジのUSMハラーを大胆に使っ
ています。ホスピタリティを重視した空間
にUSMハラーの色が一役買い、同時に
その機能性から実務を支えています。



USMハラーのオーナーやファン 
の皆様に、あらゆるものを収納 
できるUSMの扉の内側をこっそり 
見せていただきました。

   aLL   THE 

THINGS

BEHIND 
      THE   BEaUTIFUL
   SURFaCE
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1

2

4

76

5

3

4 職場で楽しい一日を過ご
すヒント– 最新著書

6  末娘アイリーンの夢の車

13 妻エメルの最新アルバム

詳細は下記のリンクをご参照
ください。
他のオーナー様の収納の中身
もご紹介しています。
www.usm.com

フランク・ボディン、
ハバス・ワールドワイド
会長兼CEO
フランク・ボディンが
USMユニットに収納
しているもの :
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8
9

12
10

13
14

11

WaTCH
THE

vIDEO 
usm.com/knowyourclassics



1

2

4

5

3

2 Persol 649の折りたたみ
式サングラス

7  Talmeterのテープメジ
ャー

11 バターのように木を切れ
るPfeilの彫刻刀

詳細は以下のリンクをご参照
ください。
他のオーナー様の収納の中身
もご紹介しています。
www.usm.com

デザイナーの
マルティーノ・
ガンパーが
愛用しているユニ
ットの中身を紹介
します。
USMハラーに収納
している物
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11
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会社名: グロフィールド株式会社
設立: 2008年
所在地: 富山県
分野: ホームページ制作会社
USMをはじめて購入した年: 2014年

「多彩なカラーバリエーションか
らコーポレートカラーのグリーン
を選びました。」

A
B
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U
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THE GREEN 
CENTRaL UNIT
グロフィールド株式会社は富山市郊外に
オフィスを構えるホームページ制作会社
です。
オフィスの新築移転に際し、敷地周辺には
ローカル鉄道や、緑地が続くのどかな雰
囲気に包まれている場所を選びました。
作業やコミュニケーションの利便性から
平屋のシンプルな建物にし、ミニマルな
空間にコーポレートカラーであるグリー
ンの什器をメインに置くこと。しかもその
什器は初めからUSMハラーを据える前提
でインテリアデザインが進められました。
業務上殆どペーパーレスなため必要最小
限の導入に留めたシェルフは、フロア中央
に2段積みで緑の島のように配し、簡易な
ミーティングにも使えるようにしました。
今後スタッフの増員に伴って必要なだけ
増設できるのがUSMハラーのメリットで
す。またスタッフや会議室のデスクには
USMハラーテーブルを採用し、天板は床
のフローリングにマッチするようオークや
ウォールナットを選びました。
周辺環境に溶け込みながら、時を超えて
愛されていかれるように、また北欧のミニ
マルな佇まいも感じられながらも、時に「
和」を感じられる、そんな時や国を超えた
空間表現にもUSMは活かされています。
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マゼン・スタジオのトロント事務所は、時代
の流行を問わないヴィンテージ家具やオ
ーダーメイド家具と、現代的なデザインを
ミックスする独特なスタイルで、住居のよ
うな雰囲気を漂わせています。クリエイテ
ィブディレクターのマゼン・エル=アブダラ
は、「優れたデザインは廃れることなく、文

化やライフスタイルの変化にも適応できる
ことを思い出させてくれますからね。」と語
ります。USMハラーは不朽のデザインを
持つ名作で、収納の形がスタジオの成長と
ともに変化することが魅力。エル=アブダラ
は、「15年後に廃版になるような家具に、お
金を費やしたくないと思う。」のだそう。

CLaSSICS 
aMONG 

CLaSSICS
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会社名: マゼン・スタジオ
設立: 2010年
所在地: カナダ、トロント
分野: インテリアデザイン
USMをはじめて購入した年: 2011年

「15年後に廃番になるような
システムに、お金を費やした
くないと思いました。」
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「私たちのスカーフやショール、
バッグは、買い手と同じくらい、
作り手にも喜びをもたらすべき
と考えています。」

                                                ミカエル・シュナーブル、コデッロ代表取締役
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 「好きなことを仕事にして、好きな人のため 
に働く。」ババリアン家に代々伝わるこの 
経営理念は、まるでファッションやそれを 
身につける人、更にはそれを創る人への愛 
を告白しているかのように感じられます。

  
THE STUFF  

DREaMS  
aND aCCESSORIES 

aRE MaDE OF



第二世代シュナーブルファッションハウ
スを妹とともに経営するミカエル・シュ
ナーブルは「創設者リナルド・コデッロ
が、1920年代に初めて絹のプリントス 
カーフの販売を行った際、人々の感情を
呼び覚まし喜びを与えるために、彼は品
質、持続可能性、及び職人技巧に一貫し
たこだわりを持ち続けました。この理念
は、今でも私たちに受け継がれています」
と言います。情熱にあふれる二人は、私 
たちを取り巻く環境も大切にしています。 

スカーフやショール、バッグの材料は、環
境に優しいもののみを使用して作られ
ています。また、イニングアムアマーゼー

（ドイツ）にある本社や製造会社で熱心
に働く社員も例外ではなく、尊厳と公平
性が守られています。USMさながら、一
つ一つにインスピレーションを宿すコデ
ッロの物語は、関わる全ての人を幸せに
します 。
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TRaNSPaRENT  
DOUBLE 
LIFE
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2014年9月に有名なチューリッヒデザイ
ン博物館が一般公開品を改装したトニ・
アレアルに移転する際、新たなオフィス
家具としてUSMが選ばれました。博物館
の展示品として長年作品を連ねていた
USMが選ばれたのです。
展示品を見に訪れる人々は、USMハラ
ーが収納及び展示用家具としての価値
を持ちつつ、もう一方で、博物館のアート
作品としての価値があることに魅了され
ています。



会社名: チューリッヒデザイン博物館
設立: 1875年
所在地: チューリッヒ
分野: デザインとビジュアルコミュニ 
ケーションの博物館。

「USMのシステム家具として、 
長く多様な使い方ができる柔 
軟性、そしてそれを生み出した 
革新的な企業風土を評価し 
ています。」
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MakE IT YOURS:

EXPLORE 
THE NEW 

CONFIGURaTOR 
USM公式ホームページに新しくアップされた作図ソフト「コンフィギュレー
ター」を使って、様々なユニットをデザインする体験が出来るようになりました。
USMハラーのオプションアイテムを自由に組み合わせて、理想のUSMハラー
をデザインしてください。

 www.usm.com
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CH-3110 Münsingen
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