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フォーカス：効率についての考察

「私の作品は、全て効率
的な構造に基づいて作ら
れていますが、そのような
構造のほとんどは、自然界
に発想を得たものです。自
然の美しさを高めている
のは、こうした効率的な法
則の存在なのです。」

80ページ以上に及ぶ提
案の数 ：々世界中から集
まった多彩なUSMハラ
ーのユーザーたちが、そ
れぞれのオリジナリティ
溢れる空間や暮らし、自
宅やオフィスを見せてく
れます。そして、「効率」に
ついて、自身の見解を披
露してくれます。

リンジー・アデルマン
広がるオリジナルワールド̶6ページ

「 最速の方法で最善の情報を
集めて仕事をする能力。それが
仕事における効率です。」

「機能性、信頼性、品質、耐久性、そ
して高いパフォーマンスを挙げてい
ます。効率とは、偽りの約束をしない
ことだ 。」

ディン・ミン・ユアン氏、ZF建築デザイン
目標を定めるー28ページ

ロジャー・フリッツ、バウマン銀行
真実の言葉̶40ページ
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「我が社にとっての効率とは、利益
と出費のバランスを保ちながら目標
を達成することです。さらに、一面的
または絶対的な効率の追求は非効
率をまねく、ということを常に肝に銘
じておかなくてはなりません 。」

「 創造性と効率は、往々にし
て相容れないものです。
私の仕事のやり方は、極めて
強い目的志向に基づいてお
り、｢トライアルアンドエラー｣
方式、つまり、試行錯誤を通じ
て正しい方向性を探って行く
という方法です。 」

アレクサンダー・ゲヒター
スタイリッシュに収納̶22ページ

マルクス・ビューラー 、レギュラ・アーンスト
バランスの追求ー24ページ  

「 効率は、2つの対照的な側面
を持ち合わせています。一方で
は、「現在」における明確な事柄
に焦点を絞り、もう一方では、現
在の行動によって「未来」にもた
らされる可能性のある効果につ
いて自覚することを求めます。」

サラ・ツォエリー
個性が映る部屋̶10ページ



2 3

フォーカス:効率についての考察
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親愛なる読者の皆様へ

今日、様々な「効率」に関する研究は非常に進
んでおり、「効率」という概念は、私たちの心を
しっかりと掴んでいます。

ただし、ここで気をつけなくてはならないのは、
欧米の話し言葉では「効率」と「効果」が、類義
語として使用されているということ。その理由
は、この2語が、ラテン語の「efficientia」に由来
していることにあります。しかし、語源を同じく
するこの2語には、全く異なる意味があることを
ご存じでしょうか。何かが正しく行われなかっ
た場合に問われるのは、「効率」。それとは反対
に、正しいことが行われた場合に問われるのが、
「効果」。また、「効率」には経済的な一面が、「
効果」には戦略的な一面があるといえます。

さて、果たして今回は、このカタログをより効率
的に制作することが出来たでしょうか。「効率」
とは、レイアウトやテキストの長さ、写真割りを
正確に行うことでしょうか、はたまた、施工事例
の数を減らすことでしょうか。それとも、創造性
ではなく、均一性を問うことでしょうか。また、
多様性とは、「効率」と対極にあるものなのでし
ょうか……。

まず最初に、私たちは「効率」とは、仕事や日常
生活を営む空間においてはどのような意味が
あるのか問いかけてみました。spacesの巻頭
を飾るポートレートをご覧いただければ、そこ
にとびきり独創的な答えを見い出していただ
けることでしょう。これらのポートレートに映し
出された個性の多様性は、USMの本質におい
て非常に重要な事柄を表しています。 スイスで
1点1点手をかけて作り上げるシステムにより、

個々の要求と価値感を完璧に満たす――それ
がUSM。エネルギーと原料の取り扱いに始ま
り、空間の効率的利用まで、商品のライフサイ
クル全般にわたる行き届いたプランニングで、
長期に渡って抜群のコストパフォーマンスを
発揮することこそが、USMの使命なのです。

最後に、ビッグニュースでこの編集後記を締め
くくりたいと思います。スイス本社に新たに建
設された粉体塗装工場が、この6月から操業を
開始します。ヨーロッパでも最新鋭の、環境に
配慮された設計を誇るこの施設が加わること
により、お客さまのさらなるご要望にもお応え
できるようになるでしょう。

カタログをめくりながら、多様性溢れるUSMの
世界を旅する――私どもは、このspacesで皆
様にそんな世界をお楽しみ頂けることを願っ
ております。カタログを眺める時には、どうか効
率のことは少しの間お忘れくださいますよう。

USM モジュラーファニチャー

「 芸術の表現のしかたは人それ
ぞれです。わたしは自分自身や身
の回りのことを建築という創作活
動をとおして理解し、表現しようと
しています。その創作活動こそが
私の芸術であり、わたしの人生そ
のものなのです。 」

フリッツ・ハラーの言葉 、 1924 – 2012
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家の中に好みのインテリアを備え付けるとマイホーム
が完成します。それは、ニューヨークでも、フランクフル
トでも同じこと。4つの壁に囲まれた空間で心地よく過
ごす――それは、自身の個性を家具で表現することに
他なりません。

individual living
Zurich  New York  Rancate  Frankfurt on the Main  Lucerne  ArdezBrooklyn  Paris
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チューブやジョイントを組み合わせた、
ユニークで美しいシャンデリアを製作
するデザイナー、リンジー・アデルマン。
その作品は、今や世界中のデザイン誌
に掲載され、人気を集めています。リン
ジーの自宅リビングルームの天井を飾
るシャンデリアも、もちろん彼女の手に
よるもの。一般的に、アーテイストとは
作品の制作過程を他人に見せたがら
ないものですが、リンジーは違います。
同じような照明器具を作りたいと考え
る人たちのために、市販のパーツを用
いた作り方を自身のウェブサイト 
(lindseyadelman.com)で公開してい
ます。このようにDYI精神に溢れたリン
ジーが、収納家具やディスプレイケー
スなどに自由に組み立てることのでき
る球状のジョイントとスチール製のチ
ューブから成るUSMハラーに惹かれ
たのは、ある意味当然のことと言えるで
しょう。ブルックリンのプロスペクトパ
ーク西側に広がる高級住宅地、パーク
スロープ地区にある彼女の自宅のリビ
ングルームには、夫のイアンと共に選
んだ白一色のローキャビネットが並ん
でいます。購入に当たって細かなディ
テールを決めたのは、ニューヨークタ
イムズ社でデジタルデザイナーとして
勤務するイアン。レコード盤のコレクシ
ョンや作品製作用の資材を収納する
ために必要なスペースの寸法を正確
に測定し、望み通りのデザインを実現
しました。リンジーは言います。「今ここ
にあるのは、イアンと私がお互いにア
イディアを出し合った結果。USMハラ
ーは、存在を主張しすぎることなく、イ
ンテリアに溶け込んでいるところが気
に入っているわ。」

リンジー&イアン・アデルマン邸、ブルックリン（米国）

easy
light and
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モンマルトルにある自宅のキッチン家
具を新調する際、フランソワ・モッテ氏
はこう思いました。ありふれた市販の
家具ではない、何かもっとユニークな
家具にしよう、と。そんな彼の心を捉え
たのが、デザイン、耐久性、カラーバリ
エーション――全てにおいて際立って
いたUSM。色は、赤。真っ赤なシェルフ
は、キッチンの青い色調と素敵なコン
トラストを見せています。それから2ヶ
月後、収納スペースが足りなくなると、
シェルフを2段追加しました。そして2
年後には、新しいプロジェクトが発足。
それは300冊にもなる本のコレクショ
ンにぴったりの収納スペースを整える
ことでした。USMは、シェルフを更に追
加することを提案。今では料理専門書
がぎっしり並んだUSMハラーがキッチ
ンで最も存在感を放っています。

フランソワ・モッテ邸、パリ（フランス）

after
before
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建築家ガブリエル・へヒラー氏はかつ
て、サラ・ツォエリー氏の父、ピエール
が建てた住居に住んでいました。そし
て、現在サラが住むのは、この友人で
もあるガブリエルがアンドレアス・フー
リマン氏と共同設計した住居です。チ
ューリヒ5区に建つ、コンクリート打ち
放しのファサードと銅製の窓枠が美し
い6階建ての集合住宅。
打ち放しの壁と天井、オーク材の寄せ
木張りの床、そして線路越しの壮大な
見晴らし。陽の光が差し込む明るいテ
ラス付きの最上階の部屋が、サラの自
宅です。アンティーク、クラシックモダ
ン、そして自身の作品が共存する部屋
は、彼女自身のオリジナリティ溢れるス
タイルを表現しています。芸術家、そし
てセラピストでもある彼女がこの部屋
にと選んだのは、白いUSM。部屋全体
を軽やかな雰囲気にしたかったからだ
と言います。以前所有していたルビー
レッドのUSMは、その色合いの暖かさ
と金属の冷たさとがとても対照的で、
アンティークの木製家具とよく調和す
るところがお気に入りだったそうです。
「あれは、私にとっては赤いフェラーリ
だったわ」と彼女は笑います。

サラ・ツォエリー邸、チューリヒ（スイス）

city
oasis



12 13

個人邸、ニューヨーク（米国）

19世紀に建てられた、キャストアイア
ン様式のビルが多く立ち並ぶソーホ
ー地区。そのビルの一室、風通しの良
いロフトアパートメントの壁には、美し
い絵画や写真がコラージュのように飾
られています。この部屋の持ち主は、ア
ートやデザインをこよなく愛するマー
ケティングディレクター。「私のコレクシ
ョンはこれまでに私が出会ったアーテ
ィストたちの作品です」、こう彼女は言
います。これらの作品の大半が、風景
や自然をモチーフにしたもので、
「USMハラーのピュアで飾り気のな
いデザインがマッチしている」とのこ
と。彼女の語る通り、広 と々したこのロ
フトのインテリアに欠かせないの
が、USMハラーの存在。ベッドルーム
とリビングルームでは、ピュアホワイト

とゴールデンイエローの収納ユニッ
ト、そしてリビングルームの片隅にある
仕事場には、USMハラーテーブルが
置かれています。テーブルの前にある
大きな窓の眼下には、活気溢れるソー
ホーの通りが。室内の静謐な佇まい
が、まるで嘘のようです。

pure
joy
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幅15m、奥行き89m。隣家との間に規
定の距離をとりながらも、建築面積に
は6mの幅を残すこと。それは、建築事
務所ストッカー・リーの共同経営者で
あるドイツ系スイス人のメラニー・スト
ッカーと韓国系ドンジュン・リーにとっ
て、大きな挑戦でした。2人は、南ティチ
ーノに位置するメンドリーズィオの小
さな村ランカテにある、この細長い土
地に心奪われたのです。2011年に建て
られたこのチタン亜鉛の衣をまとった
独創的な建物には、4人家族が暮らし
ています。1階には吹き抜けとゲストル
ーム、2階には主寝室、3階にはリビン
グとキッチン、そして4階には仕事用ス
ペース。窓から燦 と々射し込む陽の光
に照らされて輝く青みがかった打放し
のコンクリート壁を背景に、スチール
ブルーのUSMサイドボードもまた、艶
やかに輝きます。最上階のスタジオに
もアントラサイトのUSMハラーが。そ
して、メンドリーズィオにあるストッカ
ー・リーのオフィスにもUSMが採用さ
れています。

ストッカー・リー邸、ランカテ(スイス) 

casing
in metal
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カプチーノの色。それは、この家の主、
クリストフ・ギレス氏のイメージカラー。
そして、自宅の家具を選ぶに当たり、彼
の脳裏に真っ先に思い浮かんだ色で
もありました。「無意識のうちに決断し
ていました」と語るクリストフが購入を
決めたのは、ライティングデスクとして
も使用可能なUSMハラーのベージュ。
このベージュのシェルフは、アンティー
クのペルシャ絨毯やル・コルビュジェの
寝椅子、アイリーン・グレイのアジャスタ
ブルテーブルとも完璧なハーモニーを
奏でています。歯科医であるクリストフ
が貫くのは、独自のクラシックモダンス
タイル。USMは、補助的な家具として
も、主役の家具としてもしっかりと機能

してくれる、と彼は言います。また、この
住居では、ニュートラルで空間にしっく
り馴染む白いUSMハラーも使用され
ています。ドアパネルを交換し、簡単に
衣替えができる」。それこそがUSMの
数ある長所のひとつでしょう。新しいド
アパネル、新しい色。クリストフは、早速
違う色を試してみたようです。

クリストフ・ギレス邸、フランクフルト・アム・マイン（ドイツ）

elegance
classic
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広大な斜面に佇む、コンクリート打ち
放しのデザイン住宅。2008年から
2010年にかけて建設されたこの住居
の目の前には、湖とアルプスの山々が
広がり、中庭ではティチーノ出身の彫
刻家、イヴォ・ソルディニ氏の力強い作
品が独特の存在感を放っています。こ
の住居の主は、3人の子どもたちに、そ
れぞれ好きな色のUSMの家具を選ば
せ、プレゼントすることにしました。こう
して、一番上の子はグリーンを、真ん中
の女の子はルビーレッドを、末っ子は
ゴールデンイエローを選びました。「あ
なたが子供の頃に使っていた家具は
まだありますか？」主は、何気なく私に
たずねました。家主は、子どもたちが大
人になって家を出る時に、この家具を
一緒に連れていってくれるだろうと考
えています。これこそが流行に左右さ
れない定番商品の大きなメリットなの
です。

個人邸、中央スイス地方(スイス)

life
for
colors
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マルタ・コヴァックス&サミュエル・ボリンスキー邸、ニューヨーク（米国 ）

ソフトウェア開発者であるマルタ・コヴ
ァックス氏と、心療内科医のサミュエ
ル・ボリンスキー氏。二人は結婚する
と、それぞれのアパートを手放し、ニュ
ーヨークの金融街にあるこのアパート
の一室を新居として購入しました。ここ
で、ひとつ問題が持ち上がります。それ
は、お互いの正反対のセンスを、一つ
屋根の下でいかにして共存させるかと
いうこと――夫は、厳格で論理的なミ
ニマリスト。片や、妻は色とりどりの物
に囲まれて暮らすのが好き。二人が辿
り着いた答えとは――端正な外見の
裏にごちゃごちゃを隠すことのできる、
モダンなデザインの収納キャビネット。
このアイディアを思いついた夫サミュ
エルのUSMハラーとの出会いは、大
学院を卒業してすぐに就職したクリニ
ックに勤務していた頃のこと。当時、初
めて購入したホワイトのUSMハラー
を、サミュエルは「ファイリングキャビネ
ットのマセラッティ」と呼んでいました。

マルタが新居のために選んだのは、軽
快なイエローとレッド。新婚の二人の
住まいに、暖かで活き活きとした彩り
を添えています。

as two
living
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ブランドの創案には、システマティック
な分析と建設的な思考が不可欠です。
三次元をこよなく愛するビジュアルクリ
エーターであるアレクサンダー・ゲヒタ
ー氏は、この特殊な収納ユニットを自
らデザインしました。収納ユニットは幅
3m、壁の一面に堂 と々佇んでいます。
自宅は、1920年代に建設されたかつ
ての家族向け集合住宅。ゲヒター氏が
モジュールを駆使して作り上げたの
は、この心地よい空間にも数々の愛蔵
品にもしっくりと馴染む美しい収納ユ
ニットでした。彼がいかに細部にまで
こだわってデザインをしたかは、ご覧
の通りです。例えば、お気に入りの40
年物の「グルンディッヒ社のスタジオ
2000HiFi」は、奥行きぴったりの最高
のスペースを獲得しました。さらに、ゲ
ヒター氏の当初の予定では、所有する
CDをスタイリッシュに収納するはずで
したが、残念ながら今では納まりきら
ないCDがすでにかなりあるようで
す…。ゲヒター氏の模索は、まだまだ
続くことでしょう。

アレクサンダー・ゲヒター邸、チューリヒ（スイス）

precision
for a
cult object
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アルデッツ。それ以外の地は考えられ
ませんでした。それは、アルデッツのあ
るエンガディーン地方がこの家の主に
とって幼少の頃からなじみ深い地であ
るからというだけではありません。それ
は、この村がスモモの一種ミラベルや
アーティチョークまでもが育つ豊かな
大地に恵まれ、さらには、よくある田舎
のイメージにとらわれたままではなく、
変化を恐れずに「今」を生きている村
だからです。その中心に佇むの
が、1660年に建てられたこの二軒一棟
の住宅。60年もの間空き家だったこの
住居は、一見まるで砦のようでしたが、
内部をみるとその素晴らしさがわかり
ます。幸いなことに、住居の骨組み部
分はまだまだ現役で、大きな損傷もあ
りませんでした。エンガディーン地方の
住居再生を手懸けるドゥリ・ヴィタール
氏は、この建物の再生作業に挑み、見
事な修復技術で「エンガディーンの宝」
と称される住居を創り出しました。今
や建物内部は現代的な構造にリノベ
ーションされ、地熱利用の暖房設備、
最新式のキッチンと浴室が完備されて
います。インテリアに造詣が深いツー
ク出身のオーナー夫婦は、早速インテ
リア選びに取りかかりました。モダンか
つ流行に左右されないデザインが好
みだった2人は、USMをインテリアのア
クセントとして採用することにしたので
す。家具の色を決める時にも、2人はす
ぐに意見が一致しました――ピュアオ
レンジとブラウンの2色にしよう、と。

個人邸、アルデッツ(スイス)

with heart
and soul
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ビジネスの世界は常に動いています。USMモジュラー
ファニチャーも例外ではありません。USMは、現在の問
題にも将来の問題にも確実に対応します。たとえば、空
間の模様替えにも柔軟かつ効率的に適応することがで
きます。同様に、コミュニケーションを促進するオープン
スペースのように、物音や会話の音量が上がりがちなス
ペースにあっても、快適性が保たれるような吸音機能を
備えています。ここで大切なキーワードとなるのは、「音
響効率」です。

workefficient
Tokyo  Rellingen  Paris  Stephanskirchen  Brugg  Waldshut  Stuttgart  BernShanghai  Toronto  London  Hamburg  Herford  New York  Zurich  Pernhofen  
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建築のすべてをその手に   コンセプトの発案から建物の外装と内装デザイン、さらには景観デザインまで。また、
プロジェクト総監督、建設現場監督、その他建築に関わるありとあらゆるプロセスへの関与。これらは皆、中国建
築業界を「一手に」牽引する存在であるShanghai ZF Architectural Design Co. Ltd.を言い表した言葉の一部で
す。設立から30年を超えるこの企業を経営するのは、CEO兼建築責任者を務めるディン・ミン・ユアン氏。上海の
都心に位置するスタイリッシュなオフィスでは、約300人の従業員が働いています。受付や会議室、管理職用オフ
ィスにはUSMモジュラーファニチャーが採用され、オフィスの洗練されたスタイルと実によく調和しています。
デスクとシェルフの色は黒で統一され、黒と棚板の白のパターンが完璧なハーモニーを奏でています。家具選
定の際、最大の決め手となったのはUSMの特徴であるフレキシビリティーと耐久性です。そして、大きなデスク
は、進行中のプロジェクトをすべて並べることのできるデスクとして、幅3mのUSMハラーテーブルが申し分の無
いソリューションでした。

ZF建築デザイン、上海(中国)
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モノクルマガジン社、トロント（カナダ）とロンドン(英国) 

トップオブスタイル  2007年に創刊されるや、モノクルは、またたく間に日夜世界中のカルチャーやデザイン関
連の情報を追い求めるトレンドセッターたちにとって、なくてはならない存在となりました。新聞雑誌ジャーナリ
ズムが衰退する中にあって、創刊者タイラー・ブリュレは様々な発行物を出版し、また、最近ではトップデザイナ
ーの手掛けるモノクルブランドの商品を販売する小売店をオープンさせるなどして、その流れに逆らうように活
躍しています。昨年8月にオープンしたばかりのトロントオフィスとロンドンの店舗の内装に当たり、関係者は自
社のレターヘッドなどに用いる紙を選ぶのと同様、強いこだわりをもって臨みました。「USMを選んだのは、モノ
クルの美的センスとプレゼンテーションへのこだわりにマッチする、堅実で設計に優れた、モダンなシステム家
具を求めていたからだ。」こう語るのは、クリエイティブディレクターのリチャード・スペンサー・ハウエル。各店舗
には、それぞれのデザインコンセプトに合わせたUSMハラーが採用されています。ロンドンのハイアットホテ
ル店（右写真）には、「最高級ホテルの色調に合わせた、ソフトで落ち着いたグレイとベージュ」、一方、トロント
にあるオフィス兼店舗（下写真および次頁）には、通行人の目を惹く、太陽のようなイエローを採用しました。
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モノクル、トロント。鮮やかなイエロー
のUSMハラーキャビネットが、店先を
行き交う通行人の目を惹きつける。こ
こでは、USMハラーはモノクルが出版
するグローバル情報誌の展示棚、そし
て、バックオフィス用のスマートかつ機
能的な家具システムという2つの役割
を果たしている。
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テキスタイルの手触り   ブラックスは、衣料品業界のトップに名を連ねるドイツの大手企業です。紳士服と婦人服
をそれぞれ半々の割合で市場に送り込むという戦略が成功し、今年は3億ユーロの売上を見込んでいます。ブラ
ックスは、1932年からドイツのヘアフォルドに本社を構え、1000人の従業員たちが世界中で生産されるテキス
タイルのデザイン、調達と販売に従事しています。モードの世界が向かうのは、伝統と現代の調和。この業界独
特の緊張感は、ブラックスの日々の業務にだけでなく、ヘアフォルド本社の建築や家具にも表れています。クラ
シックなアールヌーヴォーの建築はここ数年で徐々に拡張され、古い構造と新しいデザインの融合によって生
まれ変わりました。「USMハラーを誂えたオフィスが、私の長年の望 、ウォルフガング・ドレヴァロフスキ氏は言い
ます。洗練されたスタイルと品質の高さにおいて、ブラックスの製品は抜きん出ています。オフィス家具もそうで
なくてはなりません。「USMハラーはスタイリッシュな定番商品。この家具は私たちの企業哲学にぴったりです。」

ブラックスリネン製織、ハンブルグとハーフォード(ドイツ)
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コアフールヘアサロン、ニューヨーク(米国)

流行の最先端   パリ出身のステファーン・リビヤール氏は、マンハッタンの金融街に構えた自身のヘアサロンに、
自宅用に選んだものとそっくりなグリーンのUSMハラーのシェルフを置きました。形は似ていても、ここでは自
宅とは全く異なる使われ方をしています。また、再生木材の壁、錫製の天井、そして粗削りな木の床が落ち着い
た印象を与える店内にあって、「スマートでモダンな」アクセントとなっています。仕事場でも自宅でも、USMの
シェルフは、ともすると地味になりがちな空間に、はっとするような鮮やかな色合いを添えてくれます。「ニューヨ
ークに住んで間もない1990年代のこと。とあるアートギャラリーに立ち寄ったの。そこには、鮮やかな発色のカ
ラフルで美しいシェルフユニットが並んでいて、なんてクールなのかしらって感激したものよ。」こう語るのは、今
日その独創的な作風により注目を集めるアーティスト、サラ・クラウナー氏。彼女の作品は美術誌に定期的に掲
載され、また、ニューヨークのビシェル・ボーシェンヌ・ギャラリーで販売されています。現在、夫ステファーン・リ
ビヤール氏と9歳になる娘と暮らすブルックリンの自宅では、USMハラーに何冊もの本が並んでいまいす。サラ
は、このお気に入りの本棚について、アーティストらしくこう表現します。「蔵書と言うのは、その持ち主のポート
レイトのようなものだと常々思っていました。だから、本を美しく収納する家具があるのは嬉しいわ。まるで自分
の人間性が絵のように、素敵な額縁に収められたようで。」

「私にとって、効率とはミニマルかつシンプルで
あることを意味します。美容師としては、 

できるかぎり「音」を立てないこと、そして必要以
上に飾り立てないことを意識しています。」

ステファーン・リビヤール氏



40 41

インテリアが表現するサービス品質   かつては何艘もの船が停泊していたチューリヒ、ベルビューハウスの沿岸
地区。この地にたたずむ歴史ある建造物も、過去の栄華の名残を留めるのは正面ファサードのみ。しかし、2009

年に行われた修復工事により、再びその輝かしい歴史に光があたることとなりました。1858年に建設され、かつ
てはグランドホテルとして活躍したこの建物は、数十年もの間、日の目を見ずにいました。それがどうでしょう。
今や眠り姫が目を覚ますように本来の品格を取り戻し、プライベートバンクであるバウマン銀行という所有者に
ふさわしい完璧な空間として生まれ変わったのです。建築当時そのままの内装は、オークの床材と漆喰、高い天
井、化粧張りが綿密に施された壁などを特徴としていますが、そのインテリアには、ブラウンのUSMハラーこそ
が最適といえるでしょう。伝統と革新の共生、語り継がれる信頼性とロイヤリティ、堅実さとおもてなし、といった
顧客が期待するプライベートバンクのイメージとそのサービス理念を表現しています。

バウマン銀行、チューリヒ(スイス)
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チューリッヒのオフィスの家具を選定
する際にUSMが第一候補でした。そし
てその後はUSMであることが決まりご
ととなりました。もちろんバウマン銀行
のバーゼル本店でも。長期的でシンプ
ルな関係を大切にする銀行の企業理
念が家具でも表現できるというのは素
晴らしいことです。
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ユングブンツラワー、ペルンホーフェン（オーストリア） 
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ユングブンツラワー、ペルンホーフェン（オーストリア） 

母なる自然の恵み   ボヘミア地方の小さな街ユングブンツラウにあるこのアルコール醸造所が操業を開始した
のは、19世紀半ばのこと。この会社が成功に至るまでにそう長くはかかりませんでした。何年にも渡って培った
自然発酵のノウハウをもって、素晴らしい成長を遂げます。現在では、創業地にちなんだ「ユングブンツラワー」
の名で、世界でも指折りの天然由来の生分解性原材料のメーカーとなり、同社の製品は、食材や飲料だけでな
く医薬や化粧品などにも使用されています。スイスのバーゼルにある本社の他にでは4つの生産工場が稼働し
ています。そのうちのひとつを有するのが、オーストリアのペルンホーフェン。ウィーンから北へ70km、チェコ共
和国との国境近く、ユングブンツラワーが原料を入手する自然にもほど近い地に位置する小さな田舎町です。こ
の町に新しく建設されたモダンな管理棟は、丸みを帯びた角と、箱のように仕切られたファサードが印象的。建
物内に入ってみると、この箱のような模様がUSMモジュラーファニチャーと完璧に調和していることがわかりま
す。白あるいはパールグレーで揃えたシェルフやデスク、木目の明るい壁や床材、格子模様に光こぼれる内装、
これら全てが完璧に組み合わされています。
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ユナイテッドアローズ、東京 

確固たるファッションスタイル   ポロシャツにツイードのスーツ、ユニフォームのようなブレザーにボタンダウン
シャツ、チノパンにペニーローファー。フレンチアイビールック、さりげなくセンスが光るスタイル、そして一流の
クオリティを併せ持ったカジュアルでスタイリッシュなファッション――ユナイテッドアローズのサクセスストー
リーはこうして始まり、今や日本において有数のアパレル関連企業へと成長しました。それは、世界でも最大規
模のファッション市場、そして顧客の目がひときわ肥えているとされる市場での成功を意味します。
1989年、すべては原宿から始まりました。百貨店やショップ、オフィスなどが軒を連ねるファッションの街、原宿。
ユナイテッドアローズが1号店を出したのも、この街でした。その後数年に渡って、厳しい道のりを歩みながら、
ユナイテッドアローズは日本で毎月のように4から10もの店舗を次々とオープンさせていきます。その間に12以
上もの国際的トップブランドが加わり、さらにはヨーロッパと北アメリカの多国籍ブランドや百貨店とパートナ
ーシップを結ぶに至りました。現在520 人の従業員が商品開発から企業運営までの業務に従事するユナイテッ
ドアローズ本部では、以前からUSMモジュラーファニチャーを採用しています。色をベージュに決めたのは、経
営最高責任者。彼は、東京にあるインターオフィスのショールームを訪れた際に、この新色の飾り気のない質 
さに魅せられ、その場で即決したのです。
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ベージュのUSMハラーは、ユナイテッ
ドアローズのアーカイブとして使用さ
れています。ここでは、この日本最大手
のファッションメーカーのサクセススト
ーリーが、文章や写真、史料、スケッチ
などと共に保存されています。これら鮮
やかな装いの数々は、壮麗で豊かな
東洋西洋の衣の歴史を物語ると共に、
現代に至ってもなおインスピレーショ
ンを与えてくれるものとして、誰からも
熱望される貴重なコレクションでもあ
ります。
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CTPカーゴ、レリンゲン(ドイツ)

35 workplaces
open structures
glass and steel:

USM Haller
optimizes the

room acoustics
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全力で前進する   CTP Service GmbHの業種は、その特徴的な建物の外観を見れば一目瞭然です。訪れる人々
を迎え入れるのは、貨物船の司令塔を彷彿とさせるファサード。一度足を踏み入れると、細部に至るまでこだわ
り抜かれた内装に、まるで航海しているような錯覚を覚えます。実際に船に使われるコンテナ扉を採用した、燃
えるような赤い扉を一目見れば、CTPの提供するビジネス、海運サービスを的確にイメージすることができま
す。また、航海にまつわるアンティークのディスプレイの側には、地下へと続く通路があり、とりわけ目を引きま
す。さらに、ガラスの欄干がはめ込まれたハッチからは、その下に広がる「デッキ」を見渡すことができます。実は
この「デッキ」こそがワークスペースであり、ここにUSMハラーピュアホワイトのシェルフとUSMハラーブラック
リノリウムのデスクが並んでいます。このオープンスペースでは、シェルフにアコースティックパネル（吸音パネ
ル）を採用しています。小さな穴のあいたスチールパネルの内側に、吸音のためのフェルト状のファブリックを
貼ったパネルと遮音機能を施した天井装備により、みかけはまるで貨物船のエンジン室ですが、ここでは静か
なオフィス環境が約束されています。

CTPカーゴ、レリンゲン(ドイツ)

吸音機能を持った家具のおかげで、オフィスの音
対策は申し分なく機能しています。

経営者、トーマス・ペッチ氏
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ロダン美術館、パリ（フランス）

まるで手品のように   18世紀にビロン公の邸宅だったロダン美術館は、現在、パリの精神を象徴する存在となっ
ています。彫刻家オーギュスト・ロダンもかつて10年もの間、この邸宅の一部をアトリエ兼住居として使用してい
ました。自身の死の1年前にあたる1917年、ロダンは作品と書簡の大部分を国に寄付し、その代わりにこよなく
愛するビロン公邸を、自らの名を冠した美術館として残すよう要請します。同年、その想いに応える形でビロン
公邸はロダン美術館となりました。しかし、改修を経て正式に美術館がオープンしたのは1919年、彼の死の翌
年のことでした。世界的にも有名なロダンの「考える人」（1880年）は、以前はパリ5区、聖ジュヌヴィエーヴの丘
に建つパンテオンの前に設置されていましたが、現在では美術館の庭園に新しい居場所を見つけています。同
じく庭園に展示された「バルザック像」、「地獄の門」、「カレーの市民」が視界に点在するその様は、まさに圧巻
です。年間の来館者は、実に70万人。訪問者の70%が観光客ですが、もちろん、パリジャンたちもこの3ヘクター
ルの広さを誇る庭園の散策を楽しんでいます。
美術館では、2005年から順次改修が進められていますが、流行に左右されないUSMハラーは、管理室から会議
室、閲覧可能な居室まで、どの空間にも寄り添うように馴染んでいます。もちろん、時代を感じさせないオーギュ
スト・ロダンの華麗なる作品と完璧な調和を見せていることは、言うまでもないでしょう。
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USMの持つ鮮やかなラインと華麗な
スタイルは、パリにあるロダン美術館
においても際立っています。ミュージア
ムショップのガラスのショーケース、か
つての礼拝堂に設置されたピュアホワ
イトのデスクとシェルフ、エントランス
ホール（前ページ参照）と図書室の黒
いシェルフとテーブル――このように、
多種多様な空間にもしっかりと調和し
ています。
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マルコポーロ、シュテファンスキルヒェン（ドイツ）

お気に入りの家具がそこかしこに   マルコポーロの本社は、とにかく目を引きます。昔ながらの木材がふんだん
に使われた建物を目にした人は誰しも、ドイツ・バイエルン地方特有の彫刻や装飾などで彩られた内部をイメ
ージするのではないでしょうか。しかし、この写真を見れば、そのようなステレオタイプなイメージに反して、内
装や家具が建物固有の時代性や地方色と調和しつつも、普遍性のある空間を形成していることがわかるでしょ
う。「華美な装飾や強い色調は、われわれ北欧のDNAとは相反します。」そう語るのは役員でCOOのアンドレア
ス・バウムゲルトナー氏。かつてストックホルムから世界へとこのブランドを手に道を切り開き、その洗練された
デザインで都会のさりげないスタイルを着こなす人たちを喜ばせてきました。マルコポーロが目指しているの
は、USMのように「お気に入りのアイテムが何年にもわたって、顧客に喜びをもたらし続けること。」彼にとって
は、それこそが真のブランドなのです。「この家具は、違和感なく置かれた空間で時を重ねていくことができます。
それは、その外観がシンプルで、ある特定の時代を主張するものではないからです。」USMはマルコポーロのよ
うな、時を感じさせないブランドにぴったりの家具なのです。

「マルコポーロにとって効率とは、謙
虚であること、そして本質を追求するこ
とです。」アンドレアス・バウムゲルトナ
ー氏は、モードの視点からこのように
その概念を定義します。日常的に流れ
の早いモードの世界に身を置いてい
ると、ふと家具に目を向けることで心
が安らぐことがあります。「USMのよう
な定番商品は、どのような時でも心地
よいほっとした気持ちにしてくれます。
強い主張も華美な装飾もなく、そこに
は、妥協なき機能性と同様に妥協なき
品質があります。」それは、虚栄と軽薄
の世界にあって、オアシスのような存在
といえるでしょう。
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リッゲンバッハ、ブルック（スイス）

頂点への飛躍   ブルックの商業地域に悠然と佇む、黒いファサードが印象的な立方体。リッゲンバッハの支社で
は、換気空調の技術者が効率的かつ環境に優しい建築プランを練っています。1961年に創業、今日ではスイス
中部に3つの拠点を置き、140人の従業員が働くリッゲンバッハ。プランニングから製造・施工、そしてメンテナン
スまで、製品の全ライフサイクルを自社の知識豊かな技術者が一手にカバーする、という万全の体制を整えて
います。こうしたビジネススタイルはこの業界では異例のこととされる中、リッゲンバッハは信頼性と透明性を
確立し、業界の頂点を目指しています。この企業文化は、前面がガラスでシンプルな内装が施された最上階部分
にも表れています。USMハラーは、2008年に建設された本社（オルテン、スイス）でも採用されています。グラフ
ァイトブラックの収納に、思う存分図面を広げられるデスクは、ラミネート仕上げのパールグレイ。この静謐で快
適な作業スペースが技術者たちの仕事のクオリティの高さを支え、頂点を目指すリッゲンバッハの飛躍を後押
ししているのです。
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効率とは、遠回りを避けて無駄を排除し、顧客の要求を正確に理解し実行に移すこと

です。リッゲンバッハでは、日々効率を追求しています。効率的でないと、すぐに損益

にインパクトを与えることになります。常に極度のプレッシャーにさらされている建設

部門において、効率は特に重要な意味を持っています。

エイドリアン・キブルツ氏
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合気道とパスタの意外なつながり   東京ほどミシュランの星を獲得したレストランが多く集まる都市はありませ
ん。中でもイタリア料理は人気が高く、東京には評判のイタリアンレストランが数多く点在しています。このよう
にイタリア料理好きの日本人にとって恵まれた環境が生まれたのは、カルミネ・コッツォリーノ氏の功績による
ものと言っても過言ではないでしょう。合気道を学ぶ目的で彼が来日したのは、今から35年前のこと。このとき
彼が日本に紹介した「カラブレーゼ（南イタリア、カラブリア州の料理）」は、当時イタリア料理と言えばパスタや
ピザしか知らなかった人々に大きな衝撃を与えました。1987年、彼は自身の経営する初のレストラン「カルミネ」
を市ヶ谷にオープン。現在4つのレストランを展開しています。彼のオフィスがあるは、レストランではなく、2010

年に建てたギャラリーを兼ね備えた自宅の一角。USMキトスのデスクが、彼のオフィススペースです。仕事に欠
かせない料理本は、USMの黒いシェルフに。「黒は決して僕を飽きさせない美しい色だからね。」と、有名シェフ
は語ります。

カルミネ・コッツォリーノ氏が新鮮な食
材を調達するために訪れるのが、世界
でも有数の広さを誇る魚市場、築地市
場。この市場では魚だけでなく、新鮮
な果物や野菜なども手に入ります。さ
て、買い付けで最も重要となるのは、ベ
ストなものをみつけるということ。
同様のことが、料理や住居についても
言えるでしょう。彼がUSMの存在を知
ったのは、建築家からの提案を通じて
のことですが、そのすっきりとしたデザ
インが他の家具とも上手く調和し、全
体の雰囲気も一層良くなったと満足し
ています。そう、それは完璧な料理と同
じ。ひとつひとつの食材を個々に味わ
うのではなく、それぞれの食材同士が
織りなすひとつのハーモニーとして味
わい、楽しむのです。

個人オフィス、東京

simply
the best
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矛盾なき完璧な一致   EDHECビジネススクール（フランス名：École des hautes études commerciales du nord）
は、フランス国内ではリールとニースに、海外では、ロンドンとシンガポールにキャンパスを構えるフランスの名
門ビジネススクールです。2011年末、EDHECは社会人の再教育プログラムおよび研究活動の拠点となる研究
所をパリに設立しました。金融街の中心に佇む1,900m!にも及ぶこの建物は、19世紀後期に建設され、当初はフ
ランスの銀行クレディ・リヨネの本社として使用されていました。EDHECの研究所として使用するに当たって、グ
スタフ・アイフェル氏が改築を手懸け、今では見事なガラスと金属造りの天井が印象的な建物へと変貌を遂げ
ています。各部屋に開放感を与えているのは、吹き抜けを望むガラス張りの壁。この「ショーウィンドースタイル」
と間仕切りがないオープン構造は、内装を考える際には大きな挑戦となりました。アレクサンダー・クルテト氏
は、USMにその解決策を見い出したのです。黒一色で統一された広々とした受付は、力強い雰囲気が印象的。
この空間にしっくりと調和する家具として、USMが採用されました。USMのフレキシビリティは、プライベートオ
フィスであっても、オープンスペースであっても、オーダーメイドの内装を可能にします。部署ごとに異なる空間
を完全に遮断することなく、空間上のつながりや開放感を残しつつ効果的に区切ることに成功したのです。こう
して、未来に向かって邁進する研究所に革新的な解決方法が見つかりました。

EDHECビジネススクール、パリ(フランス)
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USMが、スペースを制限し、コストが
かさむパーティションに代わってオフィ
スの空間を形成しています。どんな色
とも相性のいい黒を採用し、開放と閉
鎖の中間を実現したこの絶妙な空間
が、部署間のコミュニケーションを最
大限に高めているのです。
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sharp
swissness

ヴィクトリノックス、ヴァルズフート（ドイツ）

ビクトリノックスでは、効率はシンプルに、「物事を
正確に行うこと」を意味します。また、1度の間違い
は許されても、2度同じ間違いを繰り返してはなら

ないとも考えています。
エドガー・フレクリン氏
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赤、それは信頼の色   すべては、あるスイス・アーミーナイフから始まりました。そのアーミーナイフは、信頼性、
耐久性そして品質において群を抜いた存在として、長きに渡って世界最高峰の座に君臨しています。今日、ビク
トリノックスが誇る高い製品基準は、同社のすべての製品に適用され、その名声によってこのスイス企業は市
場で不動の地位を築き上げることに成功しました。ドイツのヴァルズフートにある配送センターは、その企業活
動の要と言えるでしょう。その存在意義は改築によってさらに高まることとなりました。このエレガントな建物は、
倉庫とオフィス、ショールームを兼ね備え、空間デザインやインテリアにまで、ビクトリノックスの哲学が響き渡
っています。「USMハラーのモジュラーファニチャーは一種の芸術作品だと思います、スイス・アーミーナイフが
そうであるように」。こう述べるのは、デーエスヴェーGmbHの建築家で、この配送センターの設計施工を手がけ
たゲルハルド・ハルメル氏。彼は直方体のハーモニーをこの建物のメインデザインとして採用しました。ビクト
リノックス製品の素材感、優れた加工技術、洗練されたデザインや耐久性といった特徴が、建物とインテリアデ
ザインの目指すべき方向を示したといいます。ここでは、赤いUSMのオフィスファニチャーは欠かせません。赤
は、ビクトリノックスのブランドカラーであり、さらにはスイスという国を表す色でもあります。建物を訪れるドイ
ツやヨーロッパ各国の顧客やビジネスパートナーには、このインテリアがビクトリノックスの名刺代わりになる
だけでなく、高い信頼性を支える企業文化の象徴となるでしょう。

ヴィクトリノックス、ヴァルズフート（ドイツ）
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アメリカファッションデザイナー協議会(CFDA)、ニューヨーク（米国）

モードの世界を越えて  マイケル・コースからオスカー・デ・ラ・レンタ、ヴェラ・ウォン、そして現在の理事ダイア
ン・フォン・ファステンバーグに至るまで――アメリカで活躍する錚々たるデザイナーの多くが会員名簿に名を
連ねるアメリカファッションデザイナー協議会(CFDA)。「アートとしてのファッション」のプロモーション活動を主
に行う一方で、慈善運動にも力を入れており、最近では先のハリケーンサンディの被害者のために、1700万ド
ルもの募金を集めることに成功しました。ニューヨークのノーホー地区にオープンしたその新オフィスでは、役
員会議やカクテルパーティーといった数多くのイベントが開催されます。それ故、このオフィス自体が「優れたセ
ンスを維持する」というCFDAのもう一つの使命を体現する「顔」でなければならないのです。CFDAのコミュニ
ケーションディレクター、ケリー・マコーリーは、彼らのオフィスにUSMハラーは「ぴったり」だと言います。移り変
わりの激しいファッション業界にあって、USMハラーには彼らを惹きつけて止まない魅力があるのでしょう。時
代に左右されることのない普遍的な美しさ、という魅力が。

白と黒のクラシックな色合いでまとめ
られたCFDAの新オフィス。CEOステ
ィーブン・コルブ氏のデスクは、13人の
社員と同じUSMハラーデスクです。

remarkable 
tribute to fashion
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役員会議やカクテルパーティーなど、
様々なイベントが開かれるオフィスは、
シックで多目的に対応可能な内装で
す。USMキトス丸テーブル（下写真）は
カジュアルな打ち合わせに。一方、大
人数のフォーマルな会議には長方形
のUSMハラーテーブル(右写真)を並
べています。
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アヴァンス マーケティングエージェンシー、シュツットガルト（ドイツ）

コーポレートデザインがインテリアと恋に落ちたら   アヴァンスの経営者であるカイ・フォアへルター氏は、会社
の設立以前から、いつか歴史あるクラシックな建物にオフィスを構え、室内をモダンなインテリアでコーディネ
ートしようと決めていました。古さと新しさ、装飾とシンプルさ、昨日と今日といった対極が織りなす空間に身を
置けば、躍動的なアイディアが生まれるだろう、そう考えたのです。今ではUSMはすっかりカイにとって欠かせ
ないインテリアの一部となっています。しかし、もしペトラ夫人の「この空間にぴったり合うのはUSMだけよ」と
いう決定的な一言がなかったとしたら、このような素晴らしい空間は生まれていなかったかもしれません。（ペト
ラ夫人が正しかったことは、この写真を見れば一目瞭然です）ラミネート仕上げのパールグレーデスクとピュア
ホワイトのインテリアは、この空間が紡ぐ歴史に完璧なコントラストでこたえるだけでなく、アヴァンスのコーポ
レートデザインにもしっくりととけ込み、アクセントカラーの赤が洗練された印象を与えます。

「私にとって効率とは、取捨選択であり、大切なも
のに焦点を絞ることです」
カイ・フォアへルター氏
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アラ レギオン ベルン、ベルン（ スイス）
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アラ レギオン ベルン、ベルン（ スイス）

任務は浄化を扱うこと   排水処理施設を意味する単語を社名に掲げたARA。排水浄化を専門に扱う会社だとす
ぐにわかります。ARAはスイスでも有数の大規模な複合排水処理施設を保有し、主力サービスを補う形で、再
生可能エネルギー分野にも進出しています。有機廃棄物や沈殿汚泥から生成された二酸化炭素を排出しない
バイオメタンは、自然由来の電力や市営バスの燃料として再利用されます。この建物は、省エネ型建物の商標で
ある「Minergie-P-Eco」の定める基準に従い、生分解性材料のみを用いて建設されました。天井が高く、明るい
雰囲気のこの空間の心地よさをより一層引き立てているのが、家具の存在。環境意識の高いこの企業にぴった
りの、いつまでも色あせることのないデザインが評価され、ARAでは、1970年頃からUSMモジュラーファニチャ
ーが採用されています。マットシルバーのシェルフとパールグレイのデスクが、モダンな建物と素晴らしい調和
を生み出し、高さ調節可能なUSMキトスのデスクはその役割を最大限に果たしています。ここで特筆すべきは、
どのオフィスでも、このデスクがARAの持つ最も重要な財産である従業員にとって欠かせない存在になってい
る、ということです。



88 89

レッドブル・ジャパン、東京

個性の存在   レッドブル・ジャパン本社は、2012年に渋谷に移転しました。訪れる人を迎えるのは、エントランス
に設けられたユーモア溢れるバーラウンジ。こちらは、ミーティングスペースとしても使用されています。移転前
からUSMを使用していたのですが、最初にUSMを採用する決め手となったのは、その直線的なデザインとオリ
ジナリティ溢れる圧倒的な存在感でした。さらには、オフィスの独創的な空間デザインに調和するという点にお
いても、USMは理想的だったのです。そして、色もまた同様に、このような汎用性を重視して選ばれました。どの
ような空間にあっても、周囲との調和を実現する色。そう、その色とは、もちろん「黒」です。
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lightspot
革新なくして持続性なしーUSMはそう考えます。スイス、
ミュンジンゲンのUSM本社敷地内に完成する新しいパ
ウダーコーティング工場は、厳しい環境基準に基づいて
建設され、ヨーロッパでも最新鋭の設備の導入が予定
されています。また、ミュンヘンの中心街では、ドイツで
4番目となるショールームがオープン。USMキトステー
ブルはシリーズを拡大し、USMハラーテーブルもデザイ
ン性を維持しながら、時代とともに機能が向上していま
す。定番と革新は、決して相反するものではないのです。

Munich Showroom    Developing table lines    Manufacturing at USM
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この春、USM はドイツでまた新たなショ
ールームをオープンします。
街の中心部にあるヴィッテルスバッヒ
ャー広場に、USMモジュラーファニチャ
ーの創り出す変幻自在な空間が出現。
普遍的なデザインの製品を自由に組み
合わせることにより、多種多様なテーマ
を演出しています。
バイエルン州の州都であるミュンヘン
は、上場企業や、広告・技術関連の会社
が多く集中する都市。さらにはドイツ屈
指の文化の中心地でもあります。ブリー
ナー通りに面したヴィッテルスバッヒャ
ー広場は、ルードヴィヒ1世の治世に建
設され、新古典様式が特徴的であると
して知られる広場です。今日、この荘厳
な雰囲気溢れる広場周辺には、若く、評
判の高い企業が集まっています。 USM
の顧客向けコミュニケーションの場と
なる新ショールームは、実に600m!を超
える広さを誇り、「住居」と「オフィス」を
テーマとする2つのスペースから成って
います。

進化を続ける定番商品
USMハラーテーブルに、モニターアー
ムやテーブルライト、プライバシースク
リーンなどのアクセサリーが取り付け
易い「アクセスポイント」と、配線トレイ
に簡単にアクセスできる「スライド式
テーブルトップ」という新しい機能が加
わりました。シンプルな美しさはその
ままに、必要なテクノロジーにアクセス
しやすい実用的な機能が追加されて、
個人、グループのどちらにも効率的で
機能的な執務空間を提供します。

詳しくはwww.usm.comをご覧ください。

解決策は、なんと324通り
このたび、USMキトステーブルに、新
しいシリーズが加わりました。電動高
さ調節機能付きのタイプはヨーロッパ
のスタンダードをクリアしています。配
線トレイへのアクセス方法が異なる3
つ仕様の中から、さらに天板サイズは
3種類、天板の仕上げは12種類の中か
らお選びいただけます。また、ラウンド
やスクエアタイプのテーブルも取り揃
えています。組み合わせは、実に324通
り――今、変化していく働き方、オフィ
スのあり方に合わせて、ありとあらゆる
ご要望にお応えします。

詳しくはwww.usm.comをご覧ください。
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未来に照準を合わせる
クレーン、パワーショベル、ずらりと並ぶ
数々の重機、現場に溢れる職人たちの
姿……。20ヶ月に渡って、ミュンジンゲ
ンにあるUSMの敷地で繰り広げられた
建設風景です。今では、重機も職人も撤
退してしまい、何も知らない訪問者たち
は、そこに何があるのか、皆目見当もつ
きません。
この地下の建物こそが、テニスコート14
面分にも及ぶ広さを誇るUSMの新しい
パウダーコーティング工場です。既存の
2つの建物に挟まれる形で、最新技術を
駆使して建設されてました。何より目を
引くのは、圧倒的なその風貌。既存の建
物と連結しているのはもちろん、地下に
建築することによって生産過程に生ず
る温度変化やダストの発生を抑制する
ことを可能にし、エネルギー効率の高
い建築を可能にしました。

こうして4本の完全自動粉体塗装ライン
を兼ね備えた工場が誕生し、5,600m!も
のスチールパネルに塗装ができるよう
になったのです。これにより、ピーク時
の製品供給不足を防ぎ、生産能力を
30%向上させることを見込んでいます。
USMはヨーロッパにおける経済危機に
もかかわらずこの設備投資を行うこと
で他社とは一線を画す戦略を示しまし
た。その成功の鍵となったのは、更なる
自動化や最新技術の導入でしょう。未来
においても普遍的な価値を提供し続け
るために必要なもの――それは「品質」
、「精度」、そして「信頼性」。この3つは、
まさにUSMモジュラーファニチャー、そ
してスイス製品の代名詞なのです。

「この新たなパウダーコーティン
グ工場の建設はスイスの生産拠
点に投資をして生産体制をさらに
強化していくという、USMの企業
としての姿勢を表しています。」
ミルコJ.カステラン、CEO USM U. Schärer Söhne AG

USMパウダーコーティング工場、ミュンジンゲン（スイス）
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マルコポーロ、シュテファンスキルヒェン（ドイツ）
ワークスペース 650名
家具： USMファニチャー（アントラサイト）、USM
ハラーテーブル（パールグレーラミネート）
販売： Partner、ミュンヘン（ドイツ）
デザイナー: Werner Böck、シュテファンスキルヒ
ェン(ドイツ)

リッゲンバッハAG、ブルック（スイス）
ワークスペース 14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（パールグレーラミネート）
販売： Bader AG Büro Design、ランゲンタール 
（スイス）
建築家： W. Thommen AG Architekten und  
Planer、オルテン（スイス）

カルミネ　コッツォリーノ氏、東京 
ワークスペース 2名
家具： USMハラー（グラファイトブラック）、USM
キトス（クリアガラス）、USMハラーテーブル（クリ
アガラス）
販売： USM U. Schaerer Sons K.K.、東京
建築家： Riccardo Tossani Architecture  
Incorporated、東京

EDHECビジネススクール、パリ(フランス)
ワークスペース 50名、生徒 100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）
販売： Loft Interior Designer、 ニース (フランス)

ヴィクトリノックス、ヴァルズフート（ドイツ）
ワークスペース 10名
家具： USMハラー（ルビーレッド、アントラサイト)、 
USMハラーテーブル（ダークグレーラミネート）
販売： Seipp Wohnen、Waldshut(ドイツ)
建築家： Gerhard Harmel, DSW GmbH、
ヴァルズフート（ドイツ）

アメリカファッションデザイナー協議会（CFDA）、
ニューヨーク（米国）
ワークスペース 16名
家具： USMハラー（ピュアホワイト、ライトグレ
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、ブラックリノリウム）
USMキトステーブル（パールグレーラミネート）
販売： USM Modular Furniture、ニューヨーク
（米国）
建築家： Sayigh + Duman、ニューヨーク（米国）

アヴァンス マーケティングエージェンシー、シュツ
ットガルト（ドイツ）
ワークスペース 30名
家具: USM ハラー（ピュアホワイト）、ハラーテー
ブル（パールグレーミネート）
販売： Architare、ナーゴルド（ドイツ）

アラ レギオン ベルンAG、ベルン （スイス）
ワークスペース 32名
家具: USMハラー（マットシルバー）
USMハラーテーブル（パールグレイラミネート、
ブラックオーク、カラーガラス、ジェンシャンブル
ー） USMキトス（パールグレイラミネート、 680
～1060ミリの範囲で高さ調節可）
販売: Teo Jakob AG、ベルン（スイス）
建築家: Bauart Architekten und Planer AG、ベ
ルン（スイス）

レッドブル・ジャパン、東京
ワークスペース 80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（パールグレーラミネート)、 
USMキトス（ブラックオーク）
販売： 株式会社インターオフィス、東京
建築家: 光嶋裕介建築設計事務所、東京

リンジー&イアン・アデルマン邸、ブルックリン 
（米国）
3人の個人邸
家具： USMハラー（ピュアホワイト）
販売： USM Modular Furniture、ニューヨーク
（米国）

フランソワ・モッテ邸、パリ（フランス）
ワークスペース 2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）
販売： USM U. Schärer Fils SA、パリ（フランス）
 
サラ・ツォエリー邸、チューリヒ（スイス）
個人邸
家具： USMハラー（ピュアホワイト）
販売： Hugo Peters、チューリヒ（スイス）
建築家： Andreas Fuhrimann, Gabrielle  
Hächler、チューリヒ（スイス）

個人邸、ニューヨーク（米国）
2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）、USMハラーテーブル（パールグレー
ラミネート）

ストッカー・リー、ランカテ（スイス）
4人の個人邸
家具： USMハラー 
（アントラサイト、スティールブルー）
建築家： Stocker Lee、メンドリーズィオ（スイス）

クリストフ・ギレス邸、フランクフルト・アム・マイン
（ドイツ）
4人の個人邸
家具： USMハラー 
（ピュアホワイト、ベージュ、ルビーレッド） 
販売： CanDo、Andreas Reich、フランクフルト・
アム・マイン（ドイツ）

個人邸、中央スイス地方(スイス) 
5人の個人邸
家具: USMハラー（グリーン、ルビーレッド、ゴー
ルデンイエロー）
販売: ivoFrey AG、ズールゼー（スイス）
建築家: Frei Architekten、アーラウ（スイス）

マルタ・コヴァックス&サミュエル・ボリンスキー
邸、ニューヨーク（米国 ）
2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、ルビーレッド）
販売： USM Modular Furniture、ニューヨーク
（米国）

アレクサンダー・ゲヒター邸、チューリヒ（スイス）
個人邸
家具: USMハラー（ピュアホワイト） 

個人邸、アルデッツ(スイス)
2人の個人邸
家具: USMハラー（ピュアオレンジ、ブラウン） 
販売: Seipp Wohnen、ヴァルズフート（ドイツ）
建築家: Duri Vital、ゼント (スイス)

ZF建築デザイン、上海(中国)
ワークスペース 300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（ブラックオーク）、USMキトス（
ブラックオーク）
販売: Asia View Ltd.、上海（中国）
建築家: Shanghai ZF Architectural  
Design Co. Ltd.、 上海（中国）

モノクルマガジン社、トロント（カナダ）
ワークスペース 6名
家具： USMハラー（ゴールデンイエロー）、USM
ハラーテーブル（ナチュラルウォールナット、パー
ルグレーラミネート）
販売： USM Modular Furniture、ニューヨーク
（米国）
クリエイティブディレクター： Richard Spencer 
Powell、トロント（カナダ）
デザイナー：高木 善次、ロンドン（英国）

モノクルマガジン社、ロンドン（英国）
ワークスペース 2名
家具： USMハラー（ベージュ）
販売： Aram Design Ltd.,、ロンドン（英国）
クリエイティブディレクター： Richard Spencer 
Powell、トロント（カナダ）
デザイナー： 高木 善次、ロンドン（英国）

ブラックスリネン製織、ハンブルグとハーフォード
(ドイツ)  
ワークスペース 300名～400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）
販売： Pro Office、ビーレフェルド（ドイツ）
建築家： Brax Facility Management in  
collaboration with Brax store architects、 
ヘアフォルド（ドイツ）

コアフールヘアサロン、ニューヨーク(米国)
ワークスペース 6名
家具： USMハラー（グリーン）
販売： USM Modular Furniture、ニューヨーク 
（米国）

バウマン銀行、チューリヒ(スイス)  
ワークスペース 9名
家具: USM ハラー(ブラウン)、 USM ハラー テー
ブル（ベージュリノリウム、ルビーレッド）
販売: Wohnbedarf 、チューリヒ(スイス)
建築家: Leonhard Zeugherr (1812–1866†)、 
チューリヒ(スイス)、Martin Spühler、チューリヒ 
(スイス)

ユングブンツラワー、ペルンホーフェン
（オーストリア） 
ワークスペース 50名 
家具: USMハラー（ピュアホワイト）、ハラーテー
ブル（パールグレーラミネート）
販売: Hans Taus、ウィーン（オーストリア）
建築家: Architekturbüro Krischanitz、ウィーン 
（オーストリア）

ユナイテッドアローズ、東京
ワークスペース 520名
家具： USMハラー（ベージュ）、USMハラーテー
ブル（ナチュラルウォールナット）
販売： 株式会社インターオフィス、東京
建築家： リリカラ株式会社、東京

CTPカーゴ、レリンゲン(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
テーブル（ブラックリノリウム）
販売: by USM Hamburg、ハンブルグ（ドイツ）
音響測定: Akustikbüro Oldenburg、 
Christian Nocke博士（ドイツ）
建築家: Ingenieurbüro für Bauwesen、工学修士 
Jürgen Waskow、Klein Nordende（ドイツ）

ロダン美術館、パリ（フランス）
ワークスペース 100名
家具： USMハラー（グラファイトブラック、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）
販売： USM U. Schärer Fils SA、パリ（フランス）

クレジット、奥付 
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