


読者の皆様へ

ひとときの満足を与えてくれるものと永く続く価値があるものとは対極にあります。伝統、職人
芸、美徳が見直される時期が訪れました。あらゆる事に、人々は、品質、美しさ、耐久性をますま
す求めるようになっています。 

この時代の精神、そしてそれに連なる本物の探求　―　今回の“Focus”では、ゲスト寄稿者イ
ザウラ・ボルトン氏がこれをテーマに取り上げています。イザウラは、伝統も過去からの遺産も、
それが未来まで続くことで初めて重要性をもつと断言しています。

今回の“spaces”では、根本的な価値観に焦点をあてました。USMファニチャーは、職場にも家
庭にも自然に溶けこめる家具です。マンハッタンの芸術家ミシェル・オカ・ドナー氏所有の光が
差し込むロフトが示すように、仕事と私生活が同じ空間でいとなまれることがあります。どのよ
うな場でも違和感無くUSMが使われるのは、その本質がまさに「本物」であるからでしょう。高
級鞄メーカーのゴヤール本社でも、セーブルの磁器の生産工場でも、またアーンスト 
・アンド・ヤングの超現代的なチューリッヒ事務所でもその価値が認められています。

伝統と現代性、過去をふり返りながら将来に目を向ける“spotlight”。今回は、最も美しい近代
的な建築物の1つでミース・ファン・デル・ローエ設計のバルセロナパビリオンの所有者とUSM

とのパートナーシップについての話です。バルセロナパビリオンは、1929年に国際博覧会のた
め設計され、今なお清々しく明快で冒険的な建物です。また、建築家アリ・タヤールとのコラボ
レーションによる最新のUSM製品も紹介しています。

今回の“spaces”最新号で、USMの多様な世界をどうぞお楽しみください。
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スペインのキャスティ・グローバル社
が、過去と現在、伝統と先端技術を融
合させました。思わず目を奪われるこ
のウォールモザイクは、バルベリファン
ドリーの従業員と、1929年の万国博覧
会でバルセロナに建設されたスペイ 
ン広場の噴水用記念彫刻を写した 
ものです。続きは、10ページをご覧くだ
さい。 3

文・イサウラ・ボルトン

働くために生きるのか、生きるために働くのか　―　ほんの一世代ほど前まで、このような議論がありました。このこ
とから、私達には、身の回りに広がる世界を楽しむことなく、一生背中を丸めてオフィスのイスで過ごすか、それとも
収入が少なくても良いから最低限の仕事だけをし、余った時間を最大限、余暇や趣味に費やすか、という2つの選択
肢しかなかったことになります。仕事は「楽しむ」ものではなく、心から湧き上がる情熱は週末の趣味に費やすもので
した。その結果、私達には、仕事上の自分と私生活の自分という、2つの全く異なる人格を持つことが求められました。

今、状況は大きく変わってきています。私たちは、仕事と遊びの境をなくそうとしています。
「仕事の成功」では、出世や昇進だけでなく、個人的な満足度が重んじられるようになりました。週5日の9時～5時と
いう決まりきった勤務形態は、もはや過去のものとなってきています。これは国際化、あるいは技術や通信の進歩の
賜物といえますが、実際に私たちは、どこにいても誰かとつながった状態にあります。つまり、私たちの私生活と仕事
が、一つのものになりつつあるのです。何をするかがその人を表し、また、その逆でもあるのです。

Focus 
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ただ、いくら伝統的なものであっても、未来に残っていくものでなければ意味がありません。ゴヤールのバッグやセ
ーヴルの磁器セットと同じように、USMが作る製品も、時の試練に耐えうるようにデザインされています。USMの製
品は工業的な既製品ではあるものの、ユーザーが自分でカスタマイズできるという特徴があります。最先端技術とユ
ニークさの融合が、未来の古典となりうる現代の製品を作る為の鍵です。進化し続けるニーズに合わせて、ユーザー
が自分仕様のアイテムを作ることができるのです。

昔からUSMのDNAには、伝統や本物の価値が組み込まれています。スイスの金物業者としてスタートし、創立以来1

世紀以上が経過したUSM。1963年、創立者の孫であるポール・シェアラーは、建築家のフリッツ・ハラーと手を組み、
現在、37カ国以上で販売されているファニチャーを生み出しました。今の時代、企業方針である「適合性、柔軟性、高
品質」は、以前にも増してその重要性を増しています。

結局のところ、＜本物＞とは核心を成す信念を表します。無分別な消費活動や、その結果としての後悔を何年も繰り
返し、私たちはようやく確固とした信頼できる価値を求めるようになりました。私たちの仕事や私生活のあり方にも
当てはまるこの考え方ですが、実は私たちを取り囲む人や物、つまり家族や友人、そして言うまでもなくオフィスや自
宅にも同じことが言えるのです。

イサウラ・ボルトン氏  は、デザイン、建築、ファッション、 
アートを専門分野とするライターで、 
彼女が書いた記事は、数多くの国際的な出版物 
に掲載されています。

このような環境の中で、現代の流行語とも言える＜本物＞という概念が、以前にも増して重要になってきました。人
類の歴史の中で、私たちの生活がこれまでになく公になってきている現代において、住んでいる場所や着ているも
の、好きなものなどの私たちに関するすべての情報が、よりいっそう他人の目にふれるようになっています。私たち
は、真の、本物の自分自身を、持ち物や職業、嗜好を通じて表現しています。こうした情報を知ることで、ソーシャルメ
ディアを通じて無数の人々が瞬時に、私たちがどのような人間であるかを推測することができるのです。

ですから、世界中の消費者が本物志向の商品に強い力で引き寄せられているのにも納得がいきます。ファッション
の世界では、デザイナーが歴史的な資料に目を向け、その伝統あるブランドの根底に流れる本質を学び、それを新
しい世代に向けて甦らせようとしています。また優れたシェフは、地元産の有機食材を使い、シンプルに素材を活か
した伝統的で本格的な料理を提供するようになっています。また、多くの新しいラウンジやレストランが19世紀のパ
リのビストロやモンタナの狩猟小屋をイメージさせる作りになっているのも偶然ではないでしょう。それはまるで、
私たちが一斉に、あらゆるものごとが見たままであり、見せかけやトリックとは無縁であった時代へと回帰している
かのようです。

言うまでもなく、この本物の価値への回帰には現実的な側面があります。マイルドな表現でいうとすれば活気がある
とは言えない経済情勢においては、企業は競争力のある主要な分野に集中することがよりよい選択です。人々が派
手に消費するよりも本物の価値を強く求めている時代では、競争力のある分野にこだわるのがいいのです。だからと
言って、贅沢の時代が終わったと言っているわけではありません。むしろその逆で、私たちがより本物志向の贅沢を
楽しむようになっただけです。1～2シーズンで終わる流行にすぎない一時的なステータスシンボルではなく、歴史
に裏打ちされ、未来にも通用する本格的な製品に関心を寄せるようになっています。長く使え、生活に役立つもので
あれば、私たちはたとえ価格が高くても、それを手に入れたいと思うのです。
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ゴヤール、 パリ (フランス) 

およそ200年もの間、変わることのない伝統とフラ
ンスならではのノウハウを培ってきた、メゾン・ゴヤ
ール社。1853年、パリのサントノーレ通り233番地
での創設以来、その時代で最も一流のバッグメー
カーであることに常に誇りを持ってきました。代々、
父から息子へと継承されていましたが、1998年に
ゴヤール製トランクをこよなく愛するジャン・ミシェ
ル・シニョール氏が同社を買収。それからは、それま
での伝統を大切にしつつも、同ブランドを再構築す
ることに取り組み、14年後、メゾン・ゴヤール社はそ
の価値を一切失うことなく、時代をリードする、数少
ないフランス企業の一つとなりました。過ぎ去りし
昔の偉大な外洋船を彷彿とさせる硬質なマホガニ
ーの木工内装　―　ゴヤールのブティックの扉を
開くと、そんな時代にタイムスリップした気持ちにな
ります。

そこでは、頑強なトランクや柔らかい小型スーツケ
ース、バニティケース、ハンドバッグ、ペット用アクセ
サリーなど、時代を超えたエレガンスを目にするこ
とでしょう。ひと目見て何か分かりづらいのは、ピク
ニックバスケットやキャビアボックス、ポロ道具用ト
ランクといった特注品です。届かない夢などないこ
とを心から理解しているクライアントたちがそれぞ
れに抱く願望を満たす品々ですが、おそらくゴヤー
ルは、こうした傾向が特に強いのではないでしょう
か？　それは、この神聖なる場所において、個性的
で一流のライフスタイルを求める人たちへのサー
ビスという名のもとで、常に“本物”と“創造力”が追
求されているからです。ヴァンドーム広場にある同
社オフィスにはUSMの家具が入り、ゴヤールの宇
宙にそのスタイルを融合させました。
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このオフィスには、企業の核を成す象徴的シンボル
の存在感によって、“創造力”と“本物”を生み出す雰
囲気が漂っています。最高品質のレザーはもちろ
ん、古い道具類が、19世紀からのやり方で仕事に取
り組む職人たちの働く場に今も息づく伝統のノウハ
ウの証しとなっています。創造力を育む室内全体に
静穏をもたらすのが、ピュアホワイトのUSM家具。
背の高い製品や低い製品、シェルフのほか、原型や
サンプルの展示用に設計された印象的な全長 
3mのテーブルまでもが、内装に完全に溶け込んで
います。
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スペインのキャスティ・グローバル社は、プロのシェ
フが絶賛する高品質な深鍋や平鍋を製造していま
す。ラモン・キャスティ氏が、かつてカタルーニャ州
の中心地であったジローナに近いルリュードロッ
ツ・デ・ラ・セルバにキャスティ社を設立したのは
1996年のこと。現在、同社は世界的に有名なブラン
ドに成長し、最近は、初の銀食器シリーズ「センソ
（Senso）」を発売しました。このサクセスストーリ
ーの始まりは、1544年までさかのぼります。この年、
イタリアのベル職人であった3人のバルベリ兄弟が
この地にやって来て、あちこちの町を渡り歩いては、
商売に励みました。そのうち、バルベリ鋳造所は、同
地や周辺で最も優れた鋳造所の一つとしての評判
を少しずつ集めるようになりました。平鍋の製造や
ブロンズ像の鋳造を開始したのは、それから何世
代か後になってのことです。今日でもバルベリファン

ドリー　現在はキャスティ社の一部）は、世界的に
有名な彫刻家によるブロンズ作品の複製に継続的
に取り組んでいます。2008年に改装されたキャステ
ィ社本社の1階には、レッドとイエローのUSMサイ
ドボードと壮大なウォールモザイク（P2参照）があ
り、それぞれに存在感を放っています。モザイク画
はアントニオ・ガウディの生徒の一人が、1929年の
万国博覧会のためにデザインした、バルセロナにあ
るスペイン広場の噴水用の記念碑彫刻の一つと共
にバルベリファンドリーの従業員達の姿を写したも
のです。本社の開設にあたり、現代モザイクアート
の巨星ロゼラ・ビサッツァが、古い1枚の写真を巨
大なモザイク画に変身させたのです。ここでもまた
伝統と革新の融合があり、輝かしい歴史が先端技
術と出会った、というわけです。

キャスティ・グローバル社、 
リュードロッツ・デ・ラ・セルバ 
（スペイン）
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キャスティ・グローバル社本部の最も重要な要素の
一つに「色」があります。基本色である赤・黄・緑・白
は、まるで一種の標語のようにすべてのエリアに配
色されており、USMのシェルフやサイドボードが効
果的に色のバラエティを与えています。また、この
300m2の建物には社内の全部署が一つ屋根の下
に統合され、ほぼ全体がオープンプランになってい
るため、USMがパーティションとしての役割も多く
果たしています。鋳造所では現在も、アントニ・タピ
エスやロサ・セラ、ソルダード・セビージャ、ハビエ
ル・コルベロ、フアン・ムニョスといった著名なアー
ティストによるブロンズ作品の複製やベルを製造し
ています。
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シテ・デ・ラ・セラミークは、のちの1768年に陶磁器
制作に使われる粘土カオリンの秘密を発見するこ
とになる2人の化学者が1740年に設立しました。同
製陶所は、すぐにアーティストに門戸を開き、独自の
ノウハウを使って無限の創造的可能性を開拓しま
した。また自分たちを「優れた職人芸の伝統の保護
者」と位置づけ、手作業による製造にこだわりまし
た。こうした手作業による匠の技は何世紀にもわた
って継承され、同社のトレードマークとも言える独
自のエレガンスを構築しています。1950年代以降、
カルダやアルプ、ポリアコフ、ルイーズ・ブルジョア、
アレキンスキー、スーラージュといった数多くの有
名な現代アーティストがシテ・デ・ラ・セラミークにそ
の足跡を残してきました。現在は、幅広く才能ある

人材に自由裁量を与えることで、非常に大胆な創作
を可能にしています。シテ・デ・ラ・セラミークは、ア
ーティストやデザイナー、陶芸家が広く活動できる
場となり、大いにそのイマジネーションを発揮して
いる一方で、アートディレクター件プロダクションマ
ネージャーである、ルネ＝ジャック・マイエール氏に
より、大手製造会社（バカラ）、高級宝石メーカー、
オートクチュールなどとの、幅広くコラボレーション
を進め、新しい分野の可能性も開かれています。お
祖母さんの時代の古風でシンプルなテーブルウェ
アのイメージとは全く違うものと言えるでしょう。そ
して、まるで必然であったかのようにUSMの存在 
がセーブルの先駆的・革新的な精神を証明して 
います。

シテ・デ・ラ・セラミーク、セーブル（フランス）
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ピュアホワイトとレッドのUSM家具は、シテ・デ・ラ・
セラミークのそれぞれのオフィスに完全にマッチし
ています。時代を超越したその性質は、同製造所を
代表的に象徴する「伝統のノウハウ」と「現代的な
創造力」の間に見事にフィットし、また、そのシンプ
ルさが、展示された作品群を支える理想的な背景
にもなっています。作品の中に、強烈なコバルトブ
ルーを放つ有名な花瓶がありますが、その色は3つ
の異なる色をレイヤー状に重ね合わせることで実
現されています。現在、シテ・デ・ラ・セラミークには、
実に6万点以上の作品が収蔵されていますが、その
うちの約6千点は同製造所から直接届けられたも
のです。



18 19

loc ations
Hünenberg   Bamberg   Solothurn   !ód    Shelter Island   Bern   Ingolstadt      Paris   Zurich   Wenningstedt   New York   Toronto   Shanghai   Wiesbaden   Tokyo

「ヒューネンベルクから東京まで?」…ちょっと変わっ 
た世界一周旅行の訪問都市リストでしょうか?　実
は、USMモジュラーファニチャーがさまざまな用途で使
われている場所を選んだら、こうなったのです。自宅の
屋内プールのタオルラック、1,000人以上が働く大企業
のスペース効率を高めた収納棚、ジルト島にある築数
百年のフリージアの家、横浜の伝統的な木造建築内な
ど、USMは実に様々な場所で使われています。今回は、
ホームユーザーの方々に「あなたにとって“家”とは？」と
いう質問をしてみました。その答えは、まさに十人十色。
是非、ご一読ください。
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アーンスト&ヤング社、チューリッヒ（スイス）

    約1,150名の従 業員が勤務
建地面積 6,600m2

               床面積 20,800m2

    51の社内会議 室
          52の 休憩室
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アーンスト&ヤング社、チューリッヒ（スイス）

監査コンサルタント会社   アーンスト&ヤング社の素晴らしい新「プラットフォーム」ビルが、注目を集めています。
このビルは珍しい形をしていて、ガラスが多用されています。垂直にそそり立つチューリッヒの新しいランドマ
ーク「プライムタワー」に隣接するアーンスト&ヤング本社ビルは、ある意味でその水平的な対照物と言えるでし
ょう。建設中は、現在、スイスで最も高いプライムタワーの陰に隠れていたものの、完成した「プラットフォーム」
ビルは、毎日行き交う何十万人もの通勤者の視線を独り占めしています。プロジェクトマネージャーたちは、利
用可能なフロアスペースが限られていることを当初から意識し、レイアウトプランニングに最大の重点を置きま
した。「空間効率性」を重視し、オフィスや会議室、コミュニティースペースにおいて、いかに空間を最適化する
か、知恵を絞ったのです。彼らは7階建てのオープンプランのスペースに、1,000人以上の従業員の居場所を確保
しなければなりませんでした。その結果、1~2名用のオフィスはほとんどなく、従業員の4分の1がデスクを共有す
ることになり、その数は今も増加傾向にあります。こういう状況では、言うまでもなく、家具も空間効率性に貢献
するものでなければなりません。高い収容力とモジュラー構造を誇るUSMモジュラーファニチャーハラーにとっ
て、これは最も得意とする仕事です。マットシルバーのシェルフユニットとパールグレーのテーブルが、同社に対
する企業評価と同じ「洗練」と「威厳」、そして同時に同社の進歩的な組織構造にも似た「明るさ」と「斬新さ」を効
果的に演出しています。
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真っ白なキャンバスのようにクリーンで機能的   10年前、マシュー・アミラティ氏はマーケティング会社を設立す
るにあたって、3人の為に、USMのファニチャーを1ユニット購入しました。10年後の現在、彼の会社はスマート
ウォーターからカワサキ、オメガまで数多くのクライアントを持つようになり、72名のスタッフを数えるまでに成
長しました。それと同時に家具も増えましたが、彼は、すべて白で統一したUSMを使用することで、清潔感と統
一感のあるオフィスにしています。そんな中、一つだけ、例外があります。それは、彼自身のデスクです。マシュー
はこう説明します。「前に、インドのチャクラをテーマにした化粧品会社をクライアントに持ったことがあるので
すが、チャクラでは、色が人間に与える影響を重視するようです。そのクライアントが言うには、緑は繁栄 
と発展の象徴　―　今のところ効果があるようなので、このグリーンのデスクにはこだわり続けたいと思って 
います」

アミラティ社／ニューヨーク（米国）

偉大なデザインに
は、一点の苦労の痕 
跡も残らない
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「USMのユニットは真っ白なキャ
ンバスのようにクリーンで機能的
で、クライアントの製品を輝かせて
くれます」とマシュー。同じことが、
オフィスにいつも飾ってある彼自
身の貴重なコレクションにも当て
はまるそうです。彼は、ヴィンテー

ジのタイプフェイスからモデルカ
ー、ラジコンのヘリや飛行機、レース
の記念品まで、幅広いコレクションを
所有していますが、こう言います。「私
にとっては、コレクションそのものの価
値よりも、モノ自体や、収集のプロセス
で出会う人々が大切なのです」
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スタイリッシュなUSMのレセプション
は、アミラティ社のクライアントをオフィ
スにお迎えするのにぴったりです。ニュ
ーヨークのユニオンスクエア地域にあ
る、統一感のあるオープンプランのオ
フィスは、拡大していく事業にともなっ
て新たなスタッフ用のワークステーシ
ョンを追加するスペースも十分にあり
ます。
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120m2あるこの展示室では、映像およ
び有形の展示品により、スイスの芸
術、デザイン、科学、革新的な技術など
が紹介されるほか、ワークショップ、講
演、討論会が開催されることもありま
す。現在、イヴ・ネッツハンマーの壁画
の前には、ネスプレッソのコーヒーメ
ーカーや、ローザンヌ州立芸術学 

校(écal)の見事なスツール、そして
USMのサイドボードとテーブルが並ん
でいます。 さて、ビュルカルテ大臣は、
展示室開設のスピーチで何を話した
でしょう?　彼は「この展示室は、スイ
スが『ハイジの国』であるだけではなく、
『ハイテクの国』であることも証明する
だろう」と述べました。メイド・イン・スイス   総面積1600m2、3階建ての民生現代美術館では、過去30年間の中国の現代美術作品が5

つの展示室で展示されています。元々は鉄鋼地域であったこの地域において、初めて大々的に現代美術に投資
した中国金融機関が中国民生銀行でした。中国民生銀行は、中国で最初の、かつ最も成功している民間銀行で
す。2011年4月には芸術家イヴ・ネッツハンマーの展示会の開催にあたって、スイスのディディエ・ビュルカルテ
内務相が招かれ、同時に、常設の「スイス展示室」(Room of Switzerland)が開設されました。

民生現代美術館、上海（中国）



medical
banking
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ドイツアポテーカー・アンド・ エルツテバンク、ヴィースバーデン（ドイツ）
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ドイツアポテーカー・アンド・ エルツテバンク、ヴィースバーデン（ドイツ）

「かかりつけの医師か薬剤師に相談してごらんなさい。」   －この言葉は、今やインテリアデザインの世界にも
当てはまります。アポバンクは、ヴィースバーデンの最も高級な住宅街の一つに位置するこのエレガントな19

世紀アールヌーボーのヴィラに支店を構えています。銀行にぴったりなこの建物は、100年以上前、グダニスク
の地元の薬剤師が無理なく資金を調達できる相互自助施設として建設したもので、以来、この銀行には長年に
わたって医師が加盟しています。本社はグダニスクからベルリン、そしてデュッセルドルフへと移転し、銀行の名
称も少しずつではありながら幾度となく少しずつ変更されました。現在は「ドイツアポテーカー・アンド・エルツ
テバンク」で、あるいは短くアポバンクの名でも知られ、安定した成長により、医療従事者向けの金融サービス
業者として最も重要な企業に発展しています。装飾の施された化粧しっくいの天井やヘリンボーンの寄木張り
の床など、建物が持つ荘厳な素晴らしさに対し、敢えて対照的に、クリアでシンプルなUSMモジュラーファニチ
ャーが使用されています。家具は空間に対して控えめかつ柔軟にフィットする必要がありますが、モジュラー構
造によって何度でも再構築や拡張が可能なUSMハラーのシェルフは、この点でまさに完ぺきと言えます。リス
クや副作用のない家具をお選びください。



広告製版社、東京（日本）

white 
cube
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広告製版社、東京（日本） 

エクステリアとしてのインテリア   建築の設計において、妹島和世氏は外に対して完全に開けた空間を作ること
によって、内と外の間の枠にとらわれないコミュニケーション経路を作ることを目指しています。　スイスの新聞
社NZZ am Sonntagではこれを「つまり、空間の境目が分かる程度の膜のように、インテリアとエクステリアを隔
てる部分をできるだけ薄くすること」と表現しました。妹島氏は個人としての活動に加えて、西沢立衛氏との共作
でも知られており、2人が「SANAA」として設計に取り組むようになってから15年が経ちます。スイス連邦工科大
学ローザンヌ校にある未来的なキャンパスの図書館は共同作品の中の一つです。この著名な建築家の最新の
作品は、東京のパワフルな街、芝浦にあります。ワークショップなど様々なイベントが開催できるスペースを含
む、7層から成るオフィスビルは、印刷・出版を行う広告製版社の本社として、2011年7月にオープンしました。広
告製版社は、公園の様な開かれた空間を望んでいました。ビジネス、社会的な交流、芸術、デザイン、そしてライ
フスタイルを一体化する建物です。妹島氏はもともとライトグレーのUSMを使っていたクライアントの新社屋
に合わせて、白のUSMを選択しました。
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バンベルグのメディエンレアクト社: 
ダニエル・ケスラーとジョナス・ 

リンドナーは伝統と革新をうまく組み合
わせている。

メディエンレアクト、バンベルク(ドイツ)
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メディエンレアクト、バンベルク(ドイツ)

コアコンピタンス   ユネスコ世界遺産に指定されているバンベルクがフランク王国時代のホップ貿易において
最も重要な拠点の1つだった頃、1880年代に立てられた風格ある邸宅の別荘の上階は古典主義の豪華さで満
ち溢れていました。このようなぜいたくさと優雅さが富の象徴だったのです。現在、きめ細やかに改装され保存
されたこれらの部屋は、2人の若い起業家ジョナス・リンドナー氏とダニエル・ケスラー氏の生活の場となってい
ます。「メディエンレアクト」とはこの2人の広告代理店の名称ですが、原子炉の意味もある単語レアクトを含むこ
の珍しい名前に対しての反応にはもうすっかり慣れました。「でも、2004年に立ち上げたときには、原子力に関
する議論は今ほど過熱していませんでした」とジョナスは言います。2人は今、200社以上のクライアントのポー
トフォリオを持っており、ブランド開発や従来のメディア・コミュニケーション、オンライン・マーケティング、アプ
リケーション開発まで、あらゆる事にたずさわっています。ジョナスは言います。「5年前から、バンベルクの有名
な大聖堂近くのこの立派な別荘に目をつけていたのです」。そして1年半前、ついにチャンスが訪れ、2人は欲し
かったものを手に入れました。一部には壁にピンクを使うというこの装飾の絢爛さを考慮して、始めからUSM、
しかもブラックでなければならないと決めていました。人目を引く天井の装飾がインテリアデザインを引き立て
ています。彼は言います。「今から30年後に私たちの事務所がどこにあるかなんて誰にも分からないですが、他
の全てが変わったとしても、やはりUSMを置くでしょう。」



functional
wear
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ODLOインターナショナル社、ヒューネンベルク（スイス）
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ODLOインターナショナル社、ヒューネンベルク（スイス）

頭文字から始まったグローバルブランド   熱心なスポーツファンであったオッド・ロアー・ロフテロッド氏が、ノ
ルウェーでODLOを設立したのは、1946年のことでした。当時、彼は数十年後には、この会社の本部がスイスに
置かれ、スイスの家具が設置されることになるとは夢にも思っていなかったでしょう。しかし、ODLOとUSMの
2つの伝統あるデザイン会社の間には、いくつかの重要な類似点がありました。例えば、両社とも、創業者が自
分自身の名前をベースにシンプルでキャッチーなブランド名を名付けています。また、この繊維会社では、機能
的なスポーツウェアを中心にビジネスを展開していますが、この「機能的」という言葉は、あらゆる点でUSMの
モジュラーファニチャーにも当てはまります。ODLOの首脳陣は、その適合性と品質を評価して、USMを選びま
した。ODLOは現在、完全なスイス企業となってはいるものの、ルーツであるノルウェーのものを採り入れるこ
とも愛してやみません。ODLOの指針である「革新と品質、シンプルさとスタイルの融合」は、「スカンジナビア
風のスイスらしさ」という言葉でも表すことができ、この表現はまた、大きさと優雅さが印象的なODLO本社ビ
ルにも当てはまります。このビルは、ODLO創設者の孫にあたる建築家のニルス・ロフテロッド氏が設計したも
のです。血は争えないというわけですね。



オーク材フロアの明るい色調とUSM
ハラーモジュラー家具の白は、新鮮な
まぶしさをオフィスにもたらし、ODLO
のコーポレートカラーである水色と
も、完全に調和しています。新しいスポ
ーツウェア・コレクションの創造には、
まさにうってつけの環境といえるで 
しょう。
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これは、哲学的であり、実際的なことで
もあったのです。柔軟性のあるモジュ
ラーシステムであること、時代を超えた
ハイレベルなデザインであることが求
められました。そうなると答えは一つで
す。色もすぐに決まりました。彼が選ん
だのは黒です。オフィスにはあらゆる色
のコルビュジエの家具があり、黒とい

う色の持つ中立性がその中でアクセン
トを与えてくれるからでした。スタッフ
は現在、オフィス内に長く真っ直ぐ伸び
る黒のユニットに書類を保管していま
す。ここには数限りない数字が収めら
れています。もちろん数字も「黒」であ
ることが望まれます。

黒い数字   カルロス・ヴィダル氏の仕事は、いつも数字と一緒です。それが黒字である方がいいことはいうまで
もありません。銀行員として長いキャリアを積んでいた彼でしたが、あるときたまたま信託の世界に入りました。
起業家を目指していた彼からすれば、その職業につくことは考えたこともありませんでしたが、現在、彼はそのど
ちらでもあるのです。訓練を受けたエコノミストとして自身の信託会社を経営する一方で、ある不動産会社の大
株主として出資をしています。彼は、スイスのソロトゥーンに所有していた古い建物の1フロアを本社として大改
築する中で、内装に見合った家具を探していました。USMハラーを勧めたのは、彼の奥さんです。彼女は夫に 
「人生で唯一不変のものは変化」だと話しました。

カルロス・ヴィダル&パートナー・トゥルハンド社/ソロトゥーン（スイス）
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小じんまりとしたスペースに大きなインパクト   もしあなたの身長が約180センチ以上なら、どうぞ頭上に気をつ
けてください。ジルト島では有名なフリージア調の斜屋根の家屋ですが、なかには、この島の海洋黄金時代であ
った17世紀にまでさかのぼるものもあります。特徴は低い天井。重い藁葺きの屋根も印象的です。こうした家屋
は、激しい嵐から家を守るために、最も多い風向きに合わせて基本的には東西方向に建てられています。 ジル
ト島のウェスターランドにある最も古いフリージア調家屋の一つは1695年に建てられたもので、ここがSAS社
の本部です。大手のリース会社　SAS社は四半世紀にわたって島内の5つ星リゾートマンションや別荘リースを
手掛けており、これまでに、メディアや政界の大物を含む4万人以上の顧客に優れたサービスを提供してきまし
た。当然のことながら、クライアントの個人情報保護については、慎重を期しています。ビジネスで成功したから
には、より一層会社のイメージは大変重要です。SAS社はこの古い家屋を徹底的に改装し、ハンブルクの家具販
売代理店、ガートナー　モベルと共に選択したUSMの家具で真っ白に統一しました。広くはない室内にUSMの
まっすぐなラインと、歴史を感じさせる躯体に白塗りのオーク材の新しい床の組み合わせは、洗練された優雅さ
を漂わせながら、非常に機能的に仕上がっています。唯一、この古い藁葺き屋根の家にはないもの、それは広い
空間です。

SAS社／ジルト島ウェスターラント（ドイツ）



ルには、USMのガラスショーケースと
レセプションデスク、白いサイドボード
が置かれています。そのトップには白
のカラーガラスを用いることで、室内に
は優雅な明るさがあふれる一方で、表
面は傷から守られます。ここで働く40
人全員がパールグレーのUSMハラー
テーブルを使っています。

梁が見えています。これはジルト島の
藁葺き屋根の家によく見られる基礎構
造です。梁は古い船のマストで作られ
ていることも多く、手仕事で鋳造した釘
が使われています。SAS 社の本部で
は、まるで貴重なアンティークのデルフ
ト陶器を扱うかのような慎重さで、改
修が進められました。エントランスホー
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優れたリサーチがビジネスを制する   －複合プリンタ／コピー機の業界大手である富士ゼロックスには、日本だ
けでも十数社以上の関連会社があります。R&D部門も国内各地に散在していましたが、これを統合する目的
で、2010年4月、「富士ゼロックスR&Dスクエア」が新たに設立されました。完成に2年間を費やしたこのビルで
は、20フロアにわたって、実に4,500人もの従業員がリサーチと開発（R&D）のために勤務しています。特に重視
されているのは、例えばクライアントとのコミュニケーション。クライアントのニーズやビジネス環境は、クライア
ントと共同で慎重に分析され、よりよいサービスが提供できるようになりました。非常に多岐に渡る顧客ニーズ
に対応するため、家具には最大レベルの柔軟性が要求されます。この状況の中、USMモジュラーファニチャーハ
ラーは柔軟性はもちろんのこと、高級感があり、定番商品として将来も製造中止の心配が無いということで選ば
れました。USMキトステーブル（レッドリノリウム）と共に、この慌しいクライアントエリアに存在感のあるアクセ
ントを与えています。

富士ゼロックス、東京（日本）
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ノヴォビジネスコンサルタンツ社／ベルン（スイス)

企業コンサルタントたちが、アイデアを出し合いながら、
議論を重ね、新しいコンセプトを創り上げています。ここ
は、IT／経営コンサルティング分野のリーディングカンパ
ニー　ノヴォビジネスコンサルタンツ社。スタッフは、お気
に入りの間仕切りの無い職場環境で、高さが調節でき、 
天板が赤のリノリウムのUSMキトステーブルを囲んでア
イデアを生み出しています。
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ロージー・エンターテイメント／東京（日本）

東京のライフスタイル創出企業、ロージー・エンターテイ
メントでは、数々のプロジェクトがこのオープンでクリーン
な空間で進められています。一日の仕事が終わると、書類
はすべてUSMハラーサイドボードの中へと収納されて、
翌日にはまた新たなアイデアを生み出す場となるのです。
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トリエムリ病院／チューリッヒ（スイス）

チューリッヒのトリエムリ病院の循環器科では、グリーンの
USMハラーユニットが重要な存在になっています。という
のも、このユニットに、ペースメーカーの移植に必要なもの
一式がすべて配置されているからです。キャスター付きの
テーブルは、別室での次の手術にもスムーズに移動できま
す。次の患者の待ち時間を考えると、1秒たりとも無駄には
できません。
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Home,
Sweet
Home

USMと暮らす

「あなたにとって“家”とは？」ホームユーザーたちの証言

コンラッド・グロジンスキー（インテリア・デザイナー）、ウッチ（ポーランド）
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コンラッド・グロジンスキー氏が3歳の
娘さんを幼稚園に迎えに行った時のこ
と。「おうちに帰るよ」と言うと、娘さんは
「どっちのおうち?」と尋ねました。昨
年、彼と奥さん、そして2人の娘さんは4
回も引越しをしています…それが仕事
なのです。彼の仕事は、老朽化した古
い家の寿命を延ばすために、こうした
家を改築し、細部にわたって調度品や
設備を整え、買い手が見つかるまでそ
こに住むのです。そして、買い手が見つ
かると、コンラッド一家は、次のプロジ
ェクトの場に移る、というわけです。そ
んな彼が、あらゆる点において絶対的
に気に入っているのがUSM。お気に入
りの理由は、こよなく万能性があって、
その上、多機能なシステムだからです。
「引越しにはもってこいだし、場合によ
っては、狭いスペースに収納しておけ
るからね」と彼は言います。写真の家は
20世紀初期（第一次世界大戦前）にド
イツ人の家族が建てた赤いレンガ造り
の建物で、ウッチにありました。当時ウ
ッチは繊維産業が盛んで「ポーランド
のマンチェスター」として知られていま
した。現在、その家は売れて、一家はま
た、引越しの最中です。

私には
決まった家は
ありません
家族がいる、
その場所が
私の家なのです

コンラッド・グロジンスキー（インテリア・デザイナー）、ウッチ（ポーランド）



72

「仕事ではとても社交的でないといけ
ないのですが、私は1人でいるのが好
きな人間でもあります」と話すのは、ト
ロントに拠点を置き、マーケティング、
イベント企画、ナイトライフを専門とす
る企業　クリーン　メディア社のパー
トナー　セルジオ・セネトーレ氏す。 
1年と少し前、フィリップ・スタルク氏が
設計したこの建物に引っ越したとき、セ
ルジオは、リラックスして自然体でいら
れる空間を作りたいと感じました。白い
壁、黒とグレーの備え付け家具、明るい
イエローのUSMハラーサイドボード、
そしてそこにカナダ人アーティストジェ
イ・スキャム作の、落書きにインスパイ
アされた油絵がアクセントを与えてい
ます。この絵は、サイドボードの明るい
イエローに合わせて特別に描いてもら
ったものだそうです。「非常に若 し々い
印象を与える色で、そのポップさが気
に入りました」と、彼は言います。「これ
がなければ、このアパートメントは私に
は地味すぎたでしょうね」

マイホームは
私の聖域

セルジオ・セネトーレ氏（マーケティング・コンサルタント）／トロント（カナダ）
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今生きている、
私の存在があるところが

“家”です

木村新治（会社執行役員）、横浜（日本）

日本の家は、伝統的に木造です。「しか
もヨーロッパの家に比べて小さいです
ね」と木村氏は言います。結果的に、輸
入家具は日本の家には大きすぎる、 
ということも少なくありません。だから
こそ、木村氏はUSMの柔軟性を高く
評価しています。USMについて彼は 
「自分の創造性を活かせる家具」だと
言います。そして「明るく、オープンな印
象がある」という理由でガラスを選択
しました。生死に関する日本の伝統的
な哲学において、家は「来世が訪れる

までの現世における仮の宿」と言われ
ます。また、日本の家には仏壇がある
のが一般的で、仏壇には仏像のほか、
位牌、写真等の故人を偲ぶものがよく
置かれます。木村氏によると、これらは
通常、すべて仏壇の中に飾るそうです
が、木村氏は自宅の仏壇を、その一部
が見えるようにして、USMガラスキャビ
ネットの中に置くことに決めました。「
この美しさを仏壇の扉で隠してしまう
のはもったいないと思うのです。」
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家は、
4つの壁で私を

包み込んでくれる
ところ

イヴァン・ピエトロ・マンギリ氏(マネージング・ディレクター)/
チューリッヒ（スイス）

ミラノの初めてのアパートにはUSM
が1つしかありませんでしたが、30年後
の今は、床から天井まである窓の横に
にキッチンカウンターを置いた、広 と々
したダイニングルームにも1つ置かれ
ています。すばらしい眺望を楽しみな
がらのクッキング!　40 m2のこの部屋
は、チューリッヒのラドナー-マイヤー・
アーキテクツが設計した分譲マンショ
ンの2階、イヴァン・ピエトロ・マンギリ
の家の中心になっています。「キッチン
にはUSMの家具を置きたいとずっと
思っていました」とイヴァンは語ります。
「USMは愛すべき家具です」イヴァン
の初めてのUSMはホワイト、次はブラ
ックでした。今はベージュですが、ブラ
ウンにも心を惹かれ始めています。イ
ヴァンは家にいること、そしてお客様を
もてなすことを愛する家庭的な人で
す。イヴァンは華やかな色はあまり好ま
ないので、この部屋は落ち着いた雰囲
気です。ブラック、ホワイト、ベージュが
彼のお気に入り―ただし、鮮やかな緑
色のバスルームだけは例外です。
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「違った世代のニーズを満たすよう
に、しかもそのどれにもかたよることな
く、楽しく、現代的にデザインする」こと
を専門にする企業　―　サラ・ストー
リー・デザインについて、ニューヨーク
を拠点とする同社シニア・デザイナー
のパメラ・デューク氏はこう説明しま
す。シェルターアイランドにある別荘の

内装を手掛けたとき、デューク氏は、大
人もくつろぐことのできる子供部屋を
作るというテーマに取り組みました。彼
女は、部屋を真っ赤なUSMのウォール
ユニットで仕上げ、スタイリッシュにお
もちゃを配置しつつ、TVセットをおくこ
とで家族全員が集える場所を作って、
このテーマを解決しました。「クライア

ントは、家の内のどこでも家族誰もが
心地よくいられるようなインテリアを求
めていました」とデューク氏は言います。
「USMならこの望みを叶えられます。
なぜなら、USMは、お子さんがいても
大丈夫な頑丈ささと、大人が美しいと
思うデザインをあわせもっているから
です」

ホーム、
人々が集う空間

別荘／シェルターアイランド（米国）
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ニューヨーク　ヘラルド・スクエアにあ
る「Radiant Site」のような公共アート
作品で知られる女性アーティスト　ミ
シェル・オカ・ドーナー氏が、夫のフレ
デリックと共にマンハッタンの広いロフ
トアパートに住むようになってから、も
う30年が経ちました。「ここは、アイデア
の研究所なんです」と彼女は言います。
「私はここで仕事をしているんです。 
まるでマッド・サイエンティストのよう
にね」。彼女は、ここで、例えば木の切り
株や根、種といった有機的な材料を集
め、それらを美しい彫刻へと成形した
り、それらを個性的なジュエリーへと変
身させたりしています。「このアパート
は、新鮮な生きたアイデアを入れてお
く入れ物です」とドーナー氏は話しま
す。「アイデアは生命が流れゆくさま 
を表現しながら、常に進化している 
のです」

ミシェル・オカ・ドーナー氏（アーティスト）／ニューヨーク（米国)

私の家は、
壁ではなくて
アイデアで

区切られています
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ミシェルが階下でアートの制作をして
いるあいだ、フレデリックは美しく手入
れのされたUSMのある上階のオフィ
スで実務をこなしています。「白は部屋
そのものの延長にあるので、まさに理
想的な家具です」とミシェルは言いま
す。「夫は、まるで壁が機能を持ってい
るかのような、この美しい家具に囲ま
れています」。彼女は、整然とした部屋
と、意図的な混沌が存在するスタジオ
のコントラストも気に入っているようで
す。「オフィスには、アートに関わるニス
もインディゴ塗料も、金箔もありませ
ん」とミシェルは微笑んで言います。
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トーマス・ビスワンガー(デザインコンサルタント/クリエイティブ・ディレクター）/
インゴルシュタット（ドイツ）

「自分の趣味を仕事にできる人は幸
せ」といいますが、かつて有名なインテ
リアデザイン誌で「プロの審美家」とし
て評されたトーマス・ビスワンガー氏
は、まさにこの素晴らしい幸運に恵ま
れた人です。彼は自分にとって完璧な
家を見つけ、その家に恋をしました。そ
して、実に10年後の2007年、ついに「
チャンス」が訪れたのです。彼は、パー
トナーと共にインゴルシュタットにある
この2階建ての「70年代の要塞」に引
っ越しました。ここには十分なスペース
があり、オフィス用の空間もあります。ト
ーマスは、打ちっぱなしのコンクリート
が持つ視覚的なパワーを存分に活用
し、カーテンは禁止、使う色も白、グレ
ー、黒に限定しました。彼が「一体型の
家」と呼ぶこの家には、この建物が放
つ基本的なテイストを視覚的に邪魔す
るものや明るい色は一切存在しませ
ん。

自宅は
自分に戻れる
場所
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完璧な70年代と打ちっぱなしのコンク
リート：このミッドグレーの大きな
USMシェルフユニット（下の写真）に
は、建築やデザイン、さらに2人が大好
きな旅行地に関する本がずらりと並べ
られています。一番上には、ローゼンタ
ールの限定アートオブジェ（純金とプラ
チナメッキの磁器花瓶）が2つ、飾られ
ています。トーマスによると、ゴールド
とグレーは相性がいいそうです。また、
スイミングプールに目をやれば、彼が
単なる机上の審美家ではないことが
分かります。タオルラックは、USMモジ
ュラーファニチャーハラーを自分でデ
ザインして作ったものです。オフィスを
見ると（右）、1ヶ所、外壁を取り外した
ように、部屋は庭に向けて開放されて
います。家具はライトグレーのUSMで
す。色の選択については…もう説明は
十分ですね！



90 91

家は
毎日私が

生まれ変わる
場所

「本は心の栄養」と、松崎氏は言いま
す。彼のUSMライブラリーの赤い扉
の向こう側には、文庫本その他のコレ
クション（人や動物、植物、文化をテー
マにした大型の写真集やレシピ本、ワ
イン、インテリアデザインの本など）が
700冊もまるでシェルフを埋めつくす
ように並んでいるものの、それが部屋
の見た目を損なうことはありません。
彼はこう言います。「全体的なバラン
スを考慮して、下はメタル、上はガラ
スの棚にしました」。ルビーレッドを選
んだ理由は…と尋ねると、暖炉と関係
があるとのこと。暖炉は、本を読んだ
り、くつろいだりする松崎氏お気に入
りの場所です。もっとも安心できる場
所であり、暖炉の暖かい火と本棚の
赤が見事に調和しています。彼にとっ
て、この欧米スタイルの住居はリラッ
クスし、充電ができる場所であり、家
族や思い出との関連が深い場所なの
です。「ハウスとホームの違いはそこ
ですね。」

松崎勉（会社役員）、東京 （日本）

人々の踊り、ビートの効いた音楽、夜
の街からあふれるリズム　－　ベルリ
ン出身のある若いプロミュージシャン
は、日々、このような環境で仕事をして
います。DJという職業はまるで夜行性
のフクロウのようなもので、「夜明け」
が仕事の終わりの合図です。そんな彼
が休息の時を楽しむのは、夜の暗さと
対照的に明るいのが特徴のオープン
プランのロフトが付いた、インダストリ
アルな雰囲気の自宅。ジェンシャンブ
ルーはお気に入りの色で、彼曰く「明る
く、気持ちをリフレッシュしてくれる」と
のことです。USMハラーサイドボード
には、彼のレコード盤のコレクションが
入っています。彼が住む場所を変えて
も、彼の音楽はこのサイドボードと共
についていきます。だから彼の音楽の
あるところが彼の“家”なのです。

家は
私の音楽が

流れる
場所

匿名、ミュージシャン、ベルリン（ドイツ）
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sp otlight
USMショールーム   ベルン、ベルリン、デ
ュッセルドルフ、ハンブルグ、パリ、ニュー
ヨーク、そして東京の7か所を数える直営
ショールームは、USM製品のステージと
して、またUSMの価値観を描くキャンバ
スとしての役割を果たしています。展示
は、内容や色といったテーマを変え、 
定期的に変更されます。左はニューヨ 
ークでの「Green Matters」、下は東京で
の「ブルー」をテーマにしたジェンシャン
ブルーとスチールブルーの展示の様 
子です。

showrooms  review

USMモジュラーファニチャーは、あなたの生涯にずっと
添い遂げられるよう設計されています。一方で、不変性
には、ポテンシャルもあります。不変性は、必要不可欠な
付加価値を提供し続ける一方で、変化の可能性を秘め
てもいるのです。「スポットライト」のコーナーでは、この
両方の視点からUSMを紹介します。
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同窓会   現代の2つの古典がバルセロナで出会います。ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエのパビリオで、 
USMモジュラーファニチャーが展示されます。 USMでは長年にわたり、「ミース・ファン・デル・ローエ基金」の活
動を支援しています。同基金は、ミース・ファン・デル・ローエと氏の建築作品の保存や普及のほか、都市計画や
現代建築／アートに関するテーマについての議論や意識の育成に尽力しています。

review
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クレジット 、奥付 

ゴヤール、 パリ (フランス) 
ワークスペース: 1名
家具: USM ハラー（ ピュアホワイト）、
USM Haller テーブル（パールグレーラミネート） 
販売: USM U. Schärer Fils SA, (フランス)

キャスティ・グローバル社、リュードロッツ・デ・ラ・
セルバ（スペイン）
ワークスペース：9人
家具: USMハラー（ピュアホワイト、 
ゴールデンイエロー、ルビーレッド、グリーン）、 
USMハラーレジンテーブル（パールグレー）
販売: BD社（BD）、ジローナ（スペイン）
インテリア建築家: BD社インテリア・デザイン・ 
チーム（Interior Design Team, BD）、ジローナ 
（スペイン）

シテ・デ・ラ・セラミーク、セーブル（フランス）
ワークスペース: 12名
家具: USM ハラー（ ピュアホワイト、ルビーレッド）、 
USM Haller テーブル（パールグレーラミネート）
販売: USM U. Schärer Fils SA、 (フランス)

アーンスト&ヤング社、チューリッヒ（スイス）
ワークスペース: およそ1,150名
家具: USMハラー（マットシルバー）、 
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート）、
USMキトステーブル（パールグレーラミネート）
販売: wohnbedarf wb ag、チューリッヒ（スイス）
建築家: Gigon/Guyer Architekten、チューリッヒ
（スイス）

アミラティ社／ニューヨーク（米国）
ワークスペース: 62名
家具: USMハラー（ピュアホワイト）、
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート、
グリーン（ガラス））
販売: USMモジュラーファニチャー／ 
ニューヨーク（米国）
建築家: CCS Cass Calder Smith社（米国）

民生現代美術館、上海（中国）
家具: USMハラー（グラファイトブラック）、
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート）
販売: アジア・ビュー社(Asia View Ltd)、 
上海（中国）
建築家: アプローチ・アーキテクチャ・スタジオ
(Approach Architecture Studio)、上海（中国）

ドイツアポテーカー・アンド・ エルツテバンク、ヴ
ィースバーデン（ドイツ） 
ワークスペース: 17名
家具: USMハラー（グラファイトブラック）、
USMハラーテーブル（ブラックリノリウム）、 
USMキトステーブル（クリアガラス）、
ガラス（ピュアホワイト）
販売: USMデュッセルドルフ（USM Düsseldorf）、
（ドイツ）
建築家: オバードルファー・クロイツェル・アンド・
パートナーズ　アーキテクツ、デュッセルドルフ 
（ドイツ）

広告製版社、東京（日本）
ワークスペース: 25人
家具: USMハラー（ピュアホワイト）
販売: 株式会社インターオフィス（日本・東京）
建築家: 妹島和世建築設計事務所　日本

メディエンレアクト、バンベルク(ドイツ) 
ワークスペース: 4人 
家具: USMハラー（ブラック）、 
USMハラーテーブル（ブラックリノリウム）
販売: ビューロ・スピース有限責任会社 
(büro spies GmbH)、バンベルク（ドイツ）

ODLOインターナショナル社、 
ヒューネンベルク  （スイス）
ワークスペース: 100名
家具: USMハラー（ピュアホワイト）、
USMハラーレジンテーブル（パールグレー）
販売: ブルーノ・ウィッカートAG、ツーク（スイス）
建築家: ロフテロッド・ストヤンコビッチ・
アーキテクテン、チューリッヒ（スイス）

カルロス　ヴィダル&パートナー　トゥルハンド
社/ソロトゥーン（スイス）
ワークスペース: 6名
家具: USMハラー（グラファイトブラック）、 
USMハラーテーブル（クリアガラス、 
ナチュラルビーチ）
販売: Zaugg & Zaugg Büroplanung + 
Inneneinrichtung社／デーレンディンゲン  
(スイス）
建築家: sattlerpartner architekten + planer AG 
／ソロトゥーン（スイス）

SAS社／ジルト島ウェスターラント（ドイツ）
ワークスペース: 35名
家具: USMハラー（ピュアホワイト）、 
USMハラーガラスショーケース、
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート）
販売: Gärtner Internationale Möbel für Büro 
und Wohnen／ハンブルク（ドイツ）

富士ゼロックス、東京（日本）
家具：USMハラー（ミッドグレー）、 
USMキトステーブル（レッドテーブルリノリウム）
販売：株式会社インターオフィス、東京（日本）
建築家：清水建設、フィールドフォー・デザインオ
フィス、東京（日本）

ノヴォビジネスコンサルタンツ社／ 
ベルン（スイス） 
ワークスペース: 100名
家具: USMハラー（マットシルバー）、
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート）、
USMキトステーブル（パールグレーラミネート、
レッドリノリウム）
販売: Zaugg & Zaugg Büroplanung +  
Inneneinrichtung／デーレンディンゲン（スイス）
建築家: Daniel Nyffeler／ベルン（スイス）

ロージー・エンターテイメント／東京（日本）
ワークプレイス: 40名
家具: USMハラー（ピュアホワイト）
販売: 株式会社インターオフィス／東京（日本）
建築家: good design company 、 
 株式会社清和ビジネス／東京（日本）

トリエムリ病院／チューリッヒ（スイス）
市民病院の手術室
家具: USMハラー（グリーン）
販売代理店: USM U. Schärer Söhne AG／
ミュンジンゲン（スイス）

コンラッド・グロジンスキー（インテリア・デザイナ
ー）、ウッチ（ポーランド）
4人の個人邸
家具: USMハラー（ピュアホワイト、 
ゴールデンイエロー、グリーン）
販売: アタック・デザイン、ウッチ（ポーランド）

セルジオ・セネトーレ氏
（マーケティング・コンサルタント）／
トロント（カナダ）
1人用住居
家具: USMハラー（ゴールデンイエロー）
販売: Avenue Road／トロント（カナダ）

木村新治（会社執行役員）、横浜（日本）
個人邸
家具: USMハラー（ピュアホワイト）、 
USMハラーガラスキャビネット
販売: 株式会社インターオフィス、東京（日本）

セバスチャン・ストゥッベ氏(ヘッジファンド・ 
マネジャー）/ニューヨーク(米国)
2人が住む住居
家具: USMハラー（グリーン）
販売: USM モジュラー・ファニチャー／
ニューヨーク（米国）

イヴァン・ピエトロ・マンギリ氏(マネージング・ 
ディレクター)/チューリッヒ（スイス）
家具: USMハラー(ベージュ)
撮影: サブリナ・ローテ(Sabrina Rothe)/ 
バーグドーフ株式会社(Bergdorf AG)

別荘／シェルターアイランド（米国）
4人の個人邸
家具: USMハラー（ルビーレッド）
販売: USMモジュラー・ファニチャー／ 
ニューヨーク（米国）
建築家: Josh Brandfonbrener（米国）
インテリアデザイン: Sara Story Design／ 
ニューヨーク（米国）

ミシェル・オカ・ドーナー氏（アーティスト）／ 
ニューヨーク（米国）
2人の住居兼オフィス
インテリア: USMハラー（ピュアホワイト）、 
USMハラーのテーブル（ブラックオーク）
家具: USM モジュラーファニチャー／ 
ニューヨーク（米国）

トーマス・ビスワンガー(デザインコンサルタント/ 
クリエイティブ・ディレクター）/インゴルシュタット 
（ドイツ）
2人の個人邸
家具: USMハラー（ミッドグレー、ライトグレー）、 
USMハラーテーブル（パールグレーラミネート）
販売: Herkommer und Gutbrod、 
インゴルシュタット（ドイツ）
建築家: Helmut Stich、インゴルシュタット 
（ドイツ）

匿名、ミュージシャン、ベルリン（ドイツ）
4人の個人邸
家具: USMハラー（ジェンシャンブルー）
販売: USM U. Schärer Söhne AG（スイス）

松崎勉（会社役員）、東京 
4人と犬1匹の個人邸
家具: USMハラー（ルビーレッド）、 
USMハラーガラスキャビネット
販売: 株式会社インターオフィス、東京（日本）

雑誌 “spaces” は年総発行数11万0千000冊で、
毎年1度USM U. Schärer Söhne AG から出版
されています。

企画と編集
P’INC. AG, Langenthal (CH) 
USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen (CH)
USM U. Schärer Söhne GmbH, Bühl (DE)
USM U. Schaerer Sons Inc., New York (USA)
USM U. Schärer Fils SA, Paris (FR)
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo (JP)

レイアウトと構成
P’INC. AG, Langenthal (CH)

写真
Bruno Augsburger, Zurich (CH)
Evan Dion, Toronto (CAN)
Christophe Glaudel, Paris (FR) 
Markus Kratz, Düsseldorf (DE) 
Simon Opladen, Bern (CH)
Sabrina Rothe, Köln (DE)
Ragnar Schmuck, Berlin (DE)
Andreas Seibert, Tokyo (JP)
Daniel Sumesgutner, Hamburg (DE)
Daniel Sutter, Zurich (CH)
Trevor Tondro, New York (USA)

著作権
写真 © USM Modular Furniture

執筆
Isaura Bolton, New York (USA)
Pirmin Bossart, Lucerne (CH)  
Gaby Labhart, Zurich (CH)
Cécile Maslakian, Paris (FR)
Urs Siegenthaler, Ostermundigen (CH)

スイス:
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstraße 55
CH-3110 Münsingen
電話 +41 31 720 72 72
ファックス +41 31 720 73 40
info@ch.usm.com

ドイツ: 
USM U. Schärer Söhne GmbH
Postfach 1653
D-77806 Bühl
電話 +49 72 23 80 94 0
ファックス +49 72 23 80 94 199
info@de.usm.com

フランス: 
USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom Paris
23, rue de Bourgogne
F-75007 Paris 
電話 +33 1 53 59 30 30
ファックス +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com

米国:
USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28 – 30 Greene Street
New York, NY 10013
電話 +1 212 371 1230
ファックス + 1 212 371 1251
info@us.usm.com

日本: 
USM U.シェアラー・ソンズ株式会社
本社/ショールーム
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1
丸の内 MY PLAZA 1・2F
電話 03 5220 2221
ファックス 03 5220 2277
info@jp.usm.com

その他の国については 
お問い合わせください。

www.usm.com
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