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親愛なる読者の皆様へ

色鮮やかで多様性に富んでいること――それこそがUSMモジュラーファニチャーが大切にして
いる世界です。USM独自のモジュラーシステムは、やはり同様に独自の特徴をもつ色彩と手を携
えながら、新たな歩みを進めています。新しいUSMテーブルトップには55色の選択肢をご用意
しました。

こうした理念がいかに世界中で息づき、また演出されているか、今回ご紹介する事例をぜひご覧
ください。老舗のオフィスだけでなく、モード、デザイン、 建築・デザイン学校、スポーツブランド、
美術館、カフェが、USMに全面的な信頼をよせています。ヒルフェルスムでは、ナイキヨーロッパ
本社で働くヨーロッパのスポーツシューズ業界の精鋭たちが、中央に据えられた光り輝くオレン
ジのファニチャーを囲むようにして、コーヒーブレイクや会議のために集います。パリのエコー
ル・デュプレでは、USMのベーシックな外観と学生たちの創造性を育むステージが、絶妙なバラ
ンスを保っています。また、食に関する現場でも、USMモジュラーファニチャーは寄木の床材に
しっくりと調和し、その優れた機能性を発揮します。特に、ルーヴル・ランスのレストランとドバイ
のザ マガジンショップは必見です。

USMの世界にじっくりと浸ってみて下さい。そしてタイラー・ブリュレ氏と一緒にその舞台裏をの
ぞいてみましょう。最新刊のspacesは、弊社の代表であるアレクサンダー・シェアラーのインタビ
ューで幕開けです。どうぞお楽しみください！
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冬の日のチューリッヒの早朝は、静けさに包まれます。住民は、重い足取りながらも、仕事場
へいそいそと向かいます。曇ってどんよりとした空が街全体を覆っています。

ところが、湖から2～3本手前の通りに位置する、ヴォーンベダルフは日当たりがとても良好
です。ヨーロッパ屈指のインテリアショップとして認められるヴォーンベダルフは、USMにと
っても、最も重要な代理店のひとつです。バッサムフェローズの端正な木製のスツールや椅
子と並んで、USMのサイドボードは温もりのあるベージュカラーが、居心地のよい空間を作
り出します。ジャスパー・モリソンのソファの横にもUSMユニットが数点置かれています。

私はここでUSMのCEOであるアレクサンダー・シェアラーと膝を交えて、オフィスや住環境な
ど家具を取り巻く環境の変化やこれからのUSMの戦略などを伺いました。

Tyler Brûlé: 私の大好きなインテリアショップでお会い
できることを嬉しく思います。私たちは何気なくチューリ
ッヒという地にいるようですが、実はここはまさにUSM
の本拠地、少なくとも故郷といえますね。まずは「スイス
ネス」の考え方について、お話を伺いたいと思いま
す。USMのブランドの起源として、どのくらいの重要度
を占めているでしょうか。

Alexander Schärer: 60年代後半から70年代初期にかけて、ス
イス製であることをあまり強調することはありませんでした。
その代わり、フリッツ・ハラーのような人物や私の父はファニ
チャーが有するデザインと機能を信頼していました。初期の
頃は、世界共通で用いられる可能性があるソリューションと見
なされていましたね。
数年を経て、ファニチャーシステムの「スイスネス」が当社の
ブランドの位置付けにおいて重要になってきましたが、それ
には大きな二つの要因がありました。第一に、当社の開発戦
略とおいて、早々に大量生産をスタートしたことです。

最近の例でいえば、パウダーコーティ
ングの最先端設備を始動させました
が、これまで生産自体を決して海外に
移行していません。
二つ目の要因は、信頼できる部品調達先の技術や品質の価
値がよりいっそう重要になったためです。今日では、高品質・
高精度のスイスメイド製品として生産しており、今後もこれが
続くでしょう。このことが当社ブランドの主な価値として引き
継がれています。

T. B. 世の中では、インテリアデザイン雑誌のページをぱ
らぱらとめくれば、世界中のシェルフやソファーを購入
することができます。スイス、スウェーデンあるいはドイ
ツのものづくりのコストは、購入しようとするお客さまの
意思決定にどのような影響を与えているでしょうか。  

A. S. 住宅市場と商業市場を区別する必要があると思います
が、おそらく、住居のファニチャーを自ら選ぶ消費者の方が、
短期的なコスト削減を迫られる可能性がある企業顧客より
も、コストに気を配るでしょう。USM製品の美しさは、機械に
よる大量生産と、ハンドメイド、カスタマイズで組み立てるこ
とを合わせた製造過程がミックスしているところにあると思
います。ハイテクロボットが生産し、細部にまでこだわる技術
者が慎重に組み立てる無限のボール、チューブ、パネル――
これがまさにUSMシステムの基本要素です。  

T. B. ちょうど昨日、トロントのモノクルの新しいオフィス
を訪問してきました。以前のオフィスでファニチャーを
使用したのは6年程度ですが、新しいオフィスにぴった
りと合うものはなく、システムとして機能しないので、す
でに多くが処分されていました。メーカーが長い期間
保証を付けることは可能ですが、もの自体が持ちこたえ
てくれなければ、持続することはできません。だからこ
そ、USMシステムの今なお変わらぬデザインや品質に
注目すれば、これこそが、USM製品が持続可能であると
語られる所以のひとつではないでしょうか。

A. S. はい、それがUSMファニチャーの基本的な考え方です。
ユーザーのニーズとともに発展します。ドキュメントを保管す
るためのスペースはほとんど必要なくなっても、それ以上に
インスピレーションが生まれるスペースを求めるニーズがあ
れば、昔のファニチャーを利用した従業員用の洒落たライブ
ラリースペースが必要になるでしょう。無駄なものはありませ
ん。当社のお客様は、大抵このシステムに夢中になり、やがて
愛用するようになります。そして気が付けば、家庭でも同様の
ことが起きます。システムで遊びながら、毎年のように新しい
用途を発見し続けます。
面白いのは、昔の父のオフィスの写真を見ると、現在のオフィ
ス以上に、より現代的に見えることです。唯一古臭さが感じら
れるのは、タイプライターくらいでしょうか。
 

T. B. これからのワークスペースを想定した場合、そもそ
も、これからもUSMを取り入れる建築家はたくさんいる
でしょうか。「50年近く販売を続けていますが、このシス
テムは、いまなお革新的です。人々が自分たちで色や形
を決めることができる、これこそがいつでもあたらしさ
を失わないソリューションであるということなのです。」
というUSMの理念に対して、建築家や企業の具体的な
要求は変化してきているのでしょうか。

A. S. ここ数年、当社は建築家の方々と連携してきましたが、近
年になってその関係性は少し変わってきたかもしれません。

USMでは、システムがあれば、事実上
何でもできるという考えとともに成長し
てきましたが、この考えに対して、すべ
ての建築家からきちんと理解を得られ
ているという過度な自信を持っていた
のかもしれません。
競争は熾烈になり、オフィスの革命を期待させるようなマー
ケティング活動によって宣伝された、ユニークなファニチャー
を開発する企業もあります。こういったことは建築家や流行の
仕掛け人に影響を与えています。実のところ、ほとんどのソリ
ューションはUSMでも実現できる可能性があります。ですが、
それが知られることがなければ、プロジェクトにその製品は
選ばれないでしょう。USMとしては斬新すぎるアイディアだと
しても、当社はもっと積極的にソリューションを提示しなけれ
ばなりません。 

Alexander Schärer
Tyler Brûlé

In  conversation with…
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T. B. なるほど。おっしゃる通り、一部ではまだ認知され
ていないということは、無数のチャンスが秘められてい
て、これからワクワクできる面があるということですね。
世界各地で取扱い店舗を拡大して、メッセージを発信
し、スーツケースの販売拡大しているリモアのような企
業もあります。ベルリンの中心や、ニューヨーク、東京丸
の内のすばらしいスペースなど、USMも同様でしょう
か。グローバルな直営店の展開は重要な戦略です
か。USMの世界観を発信するのには直営店が必要であ
るということですか。  

A. S. はい、ニワトリが先か、卵が先か、みたいですね。世界に
は、USMのブランドを支援してくださる素晴らしい代理店を
頼りにできる市場はもちろんあります。日本もそのひとつで
す。一方で、新規参入が難しい市場も存在しています。

大手インテリアショップの中には、ファ
ニチャーのコーナー自体がほとんどな
く、取り扱う多くの商品ラインのひとつ
としてUSMを置いているだけというケ
ースがあり、人々がモジュラーシステム
のコンセプトを理解することはできな
いでしょう。
これが、世界各地でUSMブランドのショールームを開設して
いる理由のひとつです。消費者に対して、エキスパートである
USMのスタッフが様々なソリューションを提案し、真のUSM
体験をしていただくことが大切だと考えます。

T. B. まもなく見本市のシーズンが到来しますが、これか
ら1年半はどの点に注目されますか。一過性のトレンド
とは無縁のブランドですが、流行色や人々の注目する
デザイン・材料などは、無視することはできないのでは
ありませんか。今後私たちは、USMの革新的な観点か
らどんなものを見せてもらえるでしょうか。  

A. S. アトリエオイとのコラボレーションで、あらゆる顧客タイ
プに対応できるよう新色と新素材を導入して、新しいテーブ
ルトップを開発しました。アトリエオイは、ルイ・ヴィトンやブ
ルガリなどのブランドとの仕事を手掛けてきました。USMシ
ステムの固く冷たいと思われがちなスティール製のパネル
と、テーブルトップの温もりのある自然素材を組み合わせた
アートは、家庭用家具マーケットでのシェアを伸ばす上で、大
きな役割を果たしてくれるものと確信しています。 

お話を終える前に、ゲーム形式のイン
タビューをしましょう。今から質問をし
ますので、1語あるいは2語で答えてく
ださい。

T. B. システムの中で好きな色は？
A. S. 今この時点ではオレンジです。   

T. B. システムの中で、気に入っているテーブルトップ
は。

A. S. 仕事用のオフィスであれば、ブラックリノリウムです。

T. B.  好きな都市は。
A. S.  ニューヨークです。

T. B.  好きな航空会社は。
A. S. やっぱりスイスエアーでしょう（笑）　他に予約を入れる
こともありますが・・・。

T. B. USMを車に例えるとしたら、何でしょうか。
A. S. ポルシェ。

T. B.  好きな建築家は。
A. S. フリッツ・ハラーです。

T. B. スイスで好きな都市は。 
A. S. チューリッヒ。

T. B.  最後の質問になります。USMを、建設、建築、素材
に絞った観点からファッションブランドとして見た場
合、どんなブランドが近いでしょうか？

A. S. 良質な素材と優れた製造技術を備えたロロピアーナです
ね。とても良いブランドだと思います。

T. B. 例えば東京のオフィスは、非常にオープンな傾向
があります。米国ではいまだにパーティションで区切っ
た個人スペースが主流ですね。スカンジナビアのいく
つか地域のオフィスは、オープンであるにもかかわら
ず、多くの個室も依然として存在しており、見た目にも
面白いです。とはいえ、ワークスペースに関しては、世界
的に均一になってきたのでしょうか。それとも、現在で
も地域毎の違いはあるでしょうか。

A. S. まさに最近の展開に絞ってお話しますが、2000年初期
のオフィスとは打って変わって、よりオープンな空間に傾向が
集まっていると実感しています。2008年の金融危機によって、
大企業は大幅なコスト削減を迫られたため、新しいルールを
作りました。従業員1名あたりの面積は縮小され、ほとんどの
大企業は、限定したスペースにできるだけ多くの従業員を詰
め込むという手段を取ろうとしました。

しかし、もっとクリエイティブで快適な
ソリューションが存在するはずです。
ファニチャーに適切な投資を行えば、スタッフにとって理想
的なソリューションが見つかり、一人あたりの面積も縮小でき
ます。このほうがより生産性も上がるはずです。

T. B. 最近、USMは家庭向けの広告にいっそう力を入れ
ているように見えます。家庭向け広告に対する動きに
は、市場シェア拡大を目指した明確な意図が感じられ
ますが、これは、過去10年間におけるオフィススペース
の変遷からきたものでしょうか？私たちは、多くのオフィ
スが、以前よりも温もりあるアットホームな雰囲気に変
わっていく様を見てきました。これは夜遅くまで仕事を
する人々にとっては、家にいるような気分を味わいたい
という気持ちの表れかもしれません。家庭市場へ向け
て動き始めた世間の流れを認識した上で取り組まれた
のでしょうか。 

A. S. その理由は三つあります。USM製品に対して、冷たいと
いう印象を持っている人がいます。黒や白の色遣いは、弁護
士やエンジニアを対象としたオフィス志向が強いと思われて
いるでしょう。より家庭的な環境で製品を見せることによっ
て、私たちはもっと幅広い層にアピールしたいのです。アメリ
カのヴィトロの影響を受けて、この興味深い展開が始まりま
した。当社の場合は、製品の柔軟性を前面に打ち出したかっ
たのです。
二つ目の理由は、ブランドの認知度に関連しています。当社
ブランドは建築業界ではよく知られていますが、消費者レベ
ルは今ひとつです。この問題に対処する必要がありました。
そして三つ目の理由は、ハイエンドな家庭市場は経済情勢の
影響をあまり受けないという事実があることです。いくつかの
事例において、経済状況が厳しいときにもハイエンドファニ
チャーの消費はうまく流れているという事例をご覧になった
ことがあるかもしれません。もともと金銭的に余裕のある人
々は、新しいポルシェやフェラーリを見せびらかすのではな
く、家族と過ごす空間を心地良いものにするファニチャーに
お金を費やすだろうというのが私の解釈です。

カナダ生まれのジャーナリスト、タイラー・ブリュレ氏 
は、雑誌Monocleの編集長であり、デザインエージ
ェンシーWinkreativeの経営者でもあります。長年
のUSM愛用者である彼は、MONOCLEコンセプトス
トアやオフィスでもUSMハラーでを採用しています。

アレクサンダー・シェアラーは、創業家四代目経
営者。
ニューヨーク近代美術館(MoMA)の“建築と芸術コ
ミッティー”のメンバーでもある。
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Working with USM

オフィス空間に構造を
授けるーUSMモジュ
ラーファニチャーは、
創造的な仕事を後押
しする枠組みです。

Paris  Hamburg  Wellington  Mies  Zurich  Hilversum  New York  Dubai       Bad Driburg  Kanagawa  Bern  Lens  Naples  Baden-Baden  Tokyo  Ulm

file  
configure 
develop

organize  
modify  

arrange  
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ウィーブ、パリ(フランス)

インスピレーションを駆り立てる場所     2001年以来ウィーブは、経営コンサルティング業界に新しい風を吹き込
んできました。経営戦略を専門とするこのコンサルティング会社は、顧客に新たな視点を提案し、革新的なソリ
ューションを提供しています。ウィーブの、オフィス空間はソリューションを創造する場です。ここでは創造性こそ
がすべてです。活発なコミュニケーションを促すオープンなオフィスエリア、ブレインストーミングに欠かせない
快適なミーティングルーム、新しい構想を練るラボスペースなど、想像力を刺激する自由な空間を演出していま
す。壁面に向かう、グラフィックアーティスト、カリグラファーとして著名なタレク・ベナウム氏のインスピレーショ
ン溢れる言葉が目に飛び込みます。
2013年6月、パリ中心部に完成した新オフィスは1,300 m2 のスペースを誇り、ウィーブが元々所有していたUSM

ハラーが配置されました。デザイン性だけでなく、耐久性と拡張に優れた点が評価され、ウィーブでは2003年か
らUSMを採用しています。2009年に100名だった社員は2014年には240名となり、USMハラーの存在はまさに
不可欠だったと言えるでしょう。
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USMハラーと壁面のカリグラフィーの
コンビネーション。オフィスエリアはス
タッフのインスピレーションを刺激し
ます。

3つの大会議室のうちのひとつでは、
ミッドグレーのガラストップのハラー
テーブル採用しています。
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time 
for 
education

aac Academy for Architectural Culture、 ハンブルク（ドイツ）
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aac Academy for Architectural Culture、 ハンブルク（ドイツ）

水辺のキャンパス    250年にわたり、船乗りの育成に力を注いできた航海学校がハンブルク＝アルトナにありま
した。この歴史的な場所で、今日、建築とデザインを学ぶ学生たちが才能を開花させています。航海学校はライ
ンヴィレテラスの一部となり、aacはそのキャンパスの大部分を占めています。aacは、ドイツ最大の建築事務所、
ゲルカン・マルク・アンド・パートナーズ（gmp）によって創設されました。gmpは自身の基金を通じて、教育施設
へ出資を行っています。3棟から成る1930年代に建設された本館は改装され、新たな用途に合わせた施設の増
築を行いました。サステナビリティを重んじる姿勢はインテリアにも表れています。「世界中のgmpのオフィスに
おいて、USMハラーがサステナブルな家具であることが、認められています。」と語るのは、aac校長のエンノ・マ
ース氏。クリエイティブな発想を刺激する空間です。
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プロフェッショナル エンジニアリング カンパニー、ウェリントン（ニュージーランド）

オールラウンドなコンサルティング    このエンジニアリング・デザイン企業は、世界各国に150に及ぶオフィスを
有し、14000人もの従業員を抱えた、まさにグローバルな企業です。百年以上前にニューヨークで設立されたこ
の企業は、戦略的なコンサルティング、プランニング、エンジニアリング、施工管理、インフラ・都市計画といった
分野でビジネスを展開しています。その中でもウェリントン支社は、最新設備のスタイリッシュなオフィスに生ま
れ変わりました。これに続き、オークランドとクライストチャーチがようやく改装に踏み出したところであり、両オ
フィスでもUSMハラーが採用されることが決まりました。それは間違いなくウェリントンの成功の影響であり、ニ
ュージーランド国内で企業のアイデンティティーを強化するためでもあります。薄暗かったオフィスを、白、ベー
ジュ、イエローなどを用いて明るくしています。ゴールデンイエローのUSMハラーテーブルは、ガラス天板が太
陽のような存在感を放ち、熱意溢れるミーティングには理想的な雰囲気でしょう。また“グローバル”な企業らし
く、壁面にはスイスの鉄道駅で実際に使われている時計が並び、各大陸の現在時刻を示しています。

global
activity
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playing
top league

国際バスケットボール連盟(FIBA)、ミー（スイス）
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「閉鎖性」へのアンチテーゼ     国際バスケットボール連盟の本部がミーに拠点を移すまでは実に長い道のりで、
実にこの17年で5回もの移転が行われました。3回目にインテリアの全面刷新が行われた時には、ひとつの方向
性がクリアになりました。フロリアン・ヴァニンガー氏は次のように述べています。「今こそ、変化や成長に容易に
対応できる家具システムを採用しなければ。私たちのプレーヤーがベストシュートを決めるようにね。USM製品
はデザインが精巧であると同時に洗練されている。この家具選びというゲームは、第一クォーターですでに勝負
が決まったね」。その決断が正しかったことは、次の2回の移転時に証明されました。2013年に完成したミーの本
部で、USMのデスクと収納は現在高い評価を得ています。建物の外観は白い金属の構造物が張り巡らされ、バ
スケットボールのゴールを彷彿とさせます。一方、四方を取り囲むガラスが強い印象を残すインテリアは、FIBA

が目指す組織としての透明性を表し、象牙の塔のような閉鎖的な組織からオープンンな組織への脱却を目指し
ていることがよくわかります。エントランスのバスケットのゴールもその象徴です。ストリートでバスケットボール
を楽しむ若者も、誰もが気軽に入ってこられるような雰囲気を醸し出しています。

国際バスケットボール連盟(FIBA)、ミー（スイス）
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グリーン企業のパートナーシップ    USMハラーはスチールを主原料とし、その生産プロセスは製品の完成までに
相当量のエネルギーを要します。どんな空間にも適応し繰り返し使用できることからも、環境に負荷をかけない
サステナブルな製品と言われています。これこそが、経済団体であるスイスクリーンテック社がUSMを採用する
決め手となりました。デザインの美しさと実用性の高さも決断に一役買ったことは、言うまでもありません。スイ
スクリーンテック社は、サステナブルかつリベラルな経済政策を掲げ、「グリーン」経済を代表する存在です。チ
ューリッヒのヨーロッパ通りと中央駅から歩いてすぐの場所にある新オフィスでは、サステナビリティーを最大
限に実現しました。床や天井、塗料、照明器具、備品などは、すべて環境保全基準に従って選定されたものです。
また、天井の無塗装のファイバーボード、オーク材の寄せ木張りの床、黒と赤のUSMハラーのシェルフが描き出
すクリーンで鮮やかなラインが、この空間に快適で開放感溢れるスタイリッシュな雰囲気をもたらしています。
環境への取り組みに必要な優れたアイディアや戦略を練るには、最適な空間と言えるでしょう。

スイスクリーンテック社、チューリヒ（スイス）

focus on

 clean tech
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美しい学校    エコール・デュプレは1864年に設立された学校で、ここでは女子学生が縫製技術と芸術を学んで
いました。150年後の現在、エコール・スーペリユール・デ・ザール・アプリケ・デュプレはファッションとテキスタ
イルデザインにおける大学の最高峰に君臨しています。パリ中心部に位置するキャンパスでは、これらの専門
分野に携わる約500人の学生を養成しています。
最近では設備を最新のものに入れ替えて芸術学校としてのカリキュラムの充実を強く打ち出しています。最初
にモードアトリエをUSMで統一し、1年後にはコンピュータールーム、そして縫製工房、校長室と続けて整えて
いきました。各エリアのインテリアには違った機能が求められました。「USMは、我々の要望とニーズにぴったり
と応える提案をしてくれました。その結果、どのエリアも素晴らしい仕上がりになりました」。とトゥイル・デュボワ
学長は語ります。そして、生徒が作品展を開催する際には、収納・整理用ファニチャーが展示用ユニットとして活
きてくると付け加えます。展示作品を引き立てるこの控えめなデザインこそが大きな強みと言えるでしょう。白が
採用された理由はこのためです。

エコール・デュプレ、パリ（フランス）
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上のモードアトリエの収納はUSMミ
シン用デスクは特注です。左はシルク
スクリーン印刷のアトリエで制作に励
む学生。
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コンピュータールームでは、コンピュー
タースクリーンがUSMにぴったりと収
まり、キーボード用の引き出しも備え
付けられています。縫製ルームに設置
されたミシンの収納ユニットでは、その
ドロップダウンドアにミシンを出して使
用することができます。これは、日々使
用されるUSMの高い耐久性の証です。
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グリーンとオレンジに潜むインスピレーション  伝統と革新が密接に寄り添う場に、USMの存在は欠かせませ
ん。USMが採用される場所が多機能性を備えている必要があるとなればなおさらです。まさにUSMは特別なオ
ーダーメイドの靴のようなものです。ヒルフェルスムは、ヨーロッパのスポーツシューズ業界の精鋭たちがここ
ナイキヨーロッパ本社で活発なアイディアを交換しながら、未来を見据えた会議を行い、時にはコーヒーを飲ん
でほっと一息つく、そんな場所です。ここに映る光景は、一見食事を楽しんだり、くつろいでいるように見えるか
もしれませんが、実際はスタッフが積極的に集まり、創造的なアイディアが生まれる、いわばナイキ本社の心臓
部です。ゆったりとした座り心地のソファを備え、ナイキの生みの親ビル・バウワーマンにちなみ「Bill’s」と呼ば
れるスターバックスがあります。その横には現在と過去の「Nike-Claims(ナイキの主張)」が綴られた木製のパネ
ルと、小グループ向けのグリーンのテーブル＆スツールセットが設置されています。壁沿いには、M、L、XLの3サ
イズのミーティングルームが備えられています。そして、全体の中央に設置されたあざやかなオレンジのUSMハ
ラーが躍動的な印象です。

ナイキ ヨーロッパ本社、ヒルフェルスム（オランダ）
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a sunny
day

ビッグバード、エルモ、アーニー、バート…     世界中で愛されるセサミストリートのスターキャラクターたちは150

カ国以上で何百万人もの子供たちに、教育を提供してきました（そのユーモアたっぷりの会話が魅力です）。こ
のブランドには、テレビ番組以上の力があると言えるでしょう。非営利企業である「セサミワークショップ」はイ
ンターナショナルなテレビ番組を扱い、単純なアルファベットの学習を超えた、特に各国の重要なテーマに沿
った番組制作を行っています。現在取り組んでいるのは、インドの貧困層向け幼児教育、南アフリカのHIVの啓
蒙キャンペーン、また北アイルランドではすべての人々への敬意と理解を子供たちの心に育んでいくことです。
2012年にセサミワークショップが入居したオフィス内には共有のミーティングスペースがあり、形も大きさもさ
まざまなビビッドカラーの椅子が並んでいます。そして壁にはセサミストリートの人気キャラクターたちが活き
活きと描かれています。USMハラーのガラスのショーケースは、この場の主役たちにしっかりと視線を集めるデ
ザインになっています。個性豊かなキャラクターたちは、世界中の子供たちに生きていく上で大切なことを教え
てくれるのです。

セサミワークショップ、ニューヨーク(米国)
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ここでは空間も光も制限があります
が、白いフロアが空間を広く見せてい
ます。

ドバイのビジネスマンが静寂を楽しむ場所    地元で焙煎されたフェアトレードコーヒー、プロフェッショナルの
技を提供するバリスタ、主体性の高い世界中のあらゆる雑誌、選択の可能性や知的な思考を引き出す空間――
ドバイの国際金融センターの中にあるこのマガジンショップのカフェは白のUSMハラーによって周りの喧騒か
ら隔てられ、オアシスのように人々につかの間の休息の場を提供しています。自立したパーティション、そしてマ
ガジンラックでもあるUSMは、バーとカウンターエリアをつなぐように並べられています。愛読家がふと立ち止
まって空想を楽しみ、インスピレーション溢れる時間を過ごせるようにあつらえた小さな世界です。

ザ マガジンショップ、ドバイ(アラブ首長国連邦)
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オルセー美術館、パリ（フランス）

 welcome 
to the museum!
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美術館へようこそ    セーヌ川左岸のパリ7区に位置するオルセー美術館は、旧オルセー駅を改築し1986年にオー
プンしました。1900年のパリ万博のために建設されたヴィクトール・ラルーが設計した鉄骨構造の館内には、 
19世紀後半から20世紀初頭までの傑作が展示されています。2012年には訪問者数は350万人にのぼり、パリで
も最も人気の高い美術館のひとつです。
ルノワールやゴッホ、ゴーギャンの作品に加え、開館当時から採用されていたUSMのファニチャーがこの美術
館の歴史の一部を綴ります。「ここでは、すべてのものが常に変化しています」と語るのは、ロジスティックマネー
ジャーのカトリーヌ・ボニー氏。「ファニチャーは毎日でも組み替えられるような、実用的なものでなければなり
ません。USMハラーはほんの数時間で組み替えることができるのです」。オルセー美術館には、USMを専門に
取り扱う技術部門があります。リノベーションや、いつもどこかでレイアウトを変更、収納スペースを追加したり
と、何千ものスペアパーツを管理するパトリス・ブルガス氏の指示のもと、USMは変幻自在に姿を変えます。優
れた技術職人であるブルガス氏は、こちらでは家具を組立て、あちらでは家具を組み換えし、向こうでは解体を
行う、といった具合に、20年間 USMと時間を共にしてきました。

オルセー美術館、パリ（フランス）
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壮大な背景を開拓する  1955年にドバイの港湾地区で、トヨタから28車種もの自動車委託販売を受けたのが、
アル フッタイム モータースでした。これがドバイの自動車産業の幕開けとなり、アル フッタイム モータースは現
在もその中心的存在です。この輝かしい成功の基盤となったのが、国内に設けられたショールーム、部品倉庫、
サービスセンターです。購入者に完璧なサービス品質を提供したことが功を奏し、販売台数は順調に成長を続
けています。そんな実績を持つ企業ですが、インテリアにおいては改善の余地がありました。柔軟性とデザイン
性を併せ持つシステムを探していた同社にとって、USMは魔法のような存在でした。アル フッタイム モータース
の所有する倉庫に設けられたオフィススペースに、どんなファニチャーを採用するかーこれが重要でした。天井
まで広がるこのオフィスの窓からは、砂漠と地平線を一望できます。光と自然が織りなす圧巻の光景が白のUSM

ハラーに美しく映え、最高の仕事環境を提供してくれます。

アル フッタイム モータース、ドバイ（アラブ首長国連邦）
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ギオラ・アーロニ（オフィス）、ニューヨーク（米国）

 once around 
the world
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世界をひとまわり    ギオラ・アーロニ氏は、2004年に自身のデザインスタジオをオープンしました。このスタジオ
は、様々な専門分野の技が一つになって、トータルとしての芸術作品を創造するという考え方に基づいています。
彼の6人のチームメンバーは、仕切りのないオープンオフィスでデスクを並べて仕事に取り組んでいます。「この
スタジオは私たちの感性そのものです。純粋なデザイン性、自然素材と工業素材、また職人技とテクノロジーの
融合がインスピレーションの源です」とアーロニ氏は語ります。140 m2の空間内は、グラファイトブラックのUSM

ハラーで広がりの感覚を損なわずにゾーニングされています。「建築的なUSMハラーによって、このスタジオに
ふさわしい空間固有の要素と魅力的な対極性が生まれたのです」。
収納ユニットの中を注意深く見てみるとアーロニ氏の芸術性がもっと身近に感じられます。そこには、デザイナ
ーの創造性をかきたてる多岐にわたる材料が納められています。古代ユダヤの資料、建築意匠図、木製の建築
模型、年代物のインド旅行の写真などなど。これらは先日まで博物館に展示されていましたが、今やこれらはす
べて彼らの大切なコレクションです。

ギオラ・アーロニ（オフィス）、ニューヨーク（米国）
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ドライブに情熱を    2013 年、ドイツ中央部に近代的なテストドライブ場がオープンしました。ビルスターベルク 
ドライブリゾートが建設されたのは、1973年から1993年にかけてイギリス軍が弾薬庫として使用した、ヴェスト
ファーレン地方に広がる84ヘクタールの土地。企業家で自動車愛好家でもある、マルクス・グラフ・フォン・オー
ンハウゼン－ジーアストルプフ氏が現在の用途に至るアイディアを思いついたのは2004年、サイクリングロー
ドとして利用されていたこの土地を当時の所有者と共に巡っていた時でした。こうして、かつてNATOの管理下
にあったこの土地は、モータースポーツの専門家の協力のもとビルスターベルク ドライブリゾートへと変貌を
遂げたのです。この施設は、自動車関連企業や自動車愛好家たちに、理想的なテスト走行やプレゼンテーション
の場を提供しています。また、4.2kmに及ぶテストドライブ場の脇には、金属、ガラス、そしてコンクリートを印象的
に配した新築の建物が佇み、古い軍の建物と好コントラストを成しています。オフィスのインテリアには、品質面
での妥協は許されませんでした。マネージングディレクターであるフォン・グラーゼナップ氏は、こう述べています。
「品質の高さを求める私たちは、USMを薦められました。完成したオフィスの整然とした様子を見たときには、
感激したものです」。車は情熱そのもの。USMの家具もまた、情熱を秘めているのです。

ビルスターベルク ドライブリゾート、 バート・ドリーブルク（ドイツ）
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「私たちは流行に左右されない高品
質のインテリアを求めていました」とビ
ルスターベルク ドライブリゾートのマ
ネージングディレクター、フォン・グラー
ゼナップ氏は言います。USMハラーが
選ばれたのは必然と言えるでしょう。風
を切って走る美しい車が時折奏でるモ
ーター音。スタイリッシュな黒は、この
雰囲気に見事に溶け込んでいます。
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最先端の歯科医療    神奈川県横浜市にあるワタナベ歯科医院は、総合的な専門力で患者の歯の健康をケアし
ています。同医院は、顕微鏡歯科技術で痛みを最小限に抑えた治療を特徴とし、所属する麻酔科医、口腔外科
医、歯科技工士、矯正医、衛生士らの専門医が、協力して綿密な治療計画を立てて治療に当たっています。また、
研修医に継続教育の場を提供するという試みも行っています。空間デザインも緻密に考え抜かれたもので、色
彩が調和した空間に身を置くことで、患者はよりリラックスし、専門医たちは仕事への集中力を高めることがで
きます。「窓の向こうには日本庭園が広がり、精巧なデザインの家具が並ぶスタイリッシュな空間で治療を行うこ
と―それこそが、患者にとって理想的な治療環境と言えるでしょう」と、渡部院長は言います。採用された家具は、
飽きのこないデザイン、機能性、色彩なカラーバリエーション、そして高い柔軟性のUSMハラー。「細かなパーツ
には日々改良が加えられているとは言え、約50年もの間変わらないデザインを提供しているところが魅力です。」

ワタナベ歯科医院、神奈川, (日本)
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ベルンのシンボル     ベルンの名所はクマ公園や大聖堂、連邦議会議事堂だけではありません。ローブもまたスイ
ス連邦の首都を代表する場所だと言えるでしょう。それは、現地の人々が ベルン駅前の、「ローブの前で会おう」
と待ち合わせをすることだけがその理由ではありません。ベルンの市民にとってローブは世代を超えて、唯一無
二のデパートだったのです。百年を超える歴史を持つファミリー企業は、新しいアイディアで人々を魅了し続け
るだけでなく、その伝統も大切にしてきました。評判の高いショーウィンドウはいつも人々をあっと言わせるデコ
レーションで彩られ、それを一目見るためだけでも、ベルン市街を訪れる価値は十分にあります。最近行われた
管理部門とグラフィック部門のオフィスの改築も成功を収め、ローブは未来に向かう新たな一歩を踏み出しま
した。オープンなオフィスにはコミュニケーションやプレゼンテーションのための最新設備を備え、照明や家具
もエルゴノミクスに配慮しています。エレガントな白いUSMハラーのオフィス空間は明るく洗練され、従業員が
快適かつ効率的に仕事をすることができます。

ローブホールディングAG、ベルン（スイス）
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ルーヴル美術館ランス分館、ランス（フランス）

a 
showcase
 for 

treasures 
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レストランのイエローの食器棚は、イ
ンテリアとしての存在感が印象的で、
スタッフの優れたサービスにも欠か
せない存在です。
ガラスパネルを組み合わせたライトグ
レーのUSMハラーは、洗練されたシン
プルさが館内空間に融合しています。

北のルーヴル     2012 年12月、北フランスの旧鉱山地帯に建設されたルーヴル・ランスの開館は、まさにセンセー
ショナルでした。オープンから1年で約90万人もの人々が訪れたことからも、この美術館の魅力は疑いの余 
地もありません。ガラスとスチールを採用した外観には、フランスの建築賞である銀の定規賞(Prix de l’Equerre 

d’Argent)を受賞した日本の建築家ユニットSANAAの魅力が映し出されています。
ミュージアムショップとレストランのファニチャーにはUSMが選ばれました。「USMハラーは、自由にデザインで
きるシステム家具なので、ショップの仕様にぴったりでした。スチールとガラスの組み合わせは、まるで建物の
構造をそのまま再現しているようです」と、館長のカトリーヌ・フェラー氏は述べています。シーズンごとに入れ
替えが行われるフロアでは、USMのモジュラーシステムは大きなメリットと言えます。
ショップから遠くないところには美食のレストラン「ラトリエ・ド・マルク・ムラン」があります。皿の上で芸術を紡
ぎだすマルク・ムラン氏は、機能的かつ完璧なフォルムの食器棚を切望していました。そしてUSMを採用するこ
とで、四方向からそれぞれ食器の出し入れができる理想的なファニチャーに満足しています。

ルーヴル美術館ランス分館、ランス（フランス）
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学問の世界に住むおもちゃたち     「ナポリを見てから死ね」という有名なことわざがイタリアにあります。ナポリに
は世界有数のオペラハウスと劇場があり、歴史的な彫刻や文化遺産が豊富であることから、野外美術館と呼ば
れています。ユネスコの世界遺産に登録されている旧市街近郊には、紀元79年のヴェスヴィオ火山の噴火によ
り灰に埋もれたポンペイ遺跡が広がっています。スオール・オルソラ・ベニンカーサ大学は、ナポリの斜面に佇
むかつての修道院にキャンパスを構え、ここからナポリ湾と市街の絶景を一望することができます。この教育機
関の設立は1864年にまでさかのぼりますが、現在では初級から高校、そして3つの学部がある大学までの一貫
教育を行っています。一方、歴史的に貴重なおもちゃのコレクションを有しており、そのコレクションを展示する
という重大な任務を受けて選ばれたのが、USMハラーのショーケースでした。その透明で軽やかなフォルムは、
展示品をエレガントに引き立て、ケース内部に搭載されたLEDが絶妙な照明を創り出しています。「Principessa 

（女王)」の間と、「Villani （ 羽目板）」と名付けられた会議室には、いずれもUSMキトスのテーブルが連なるように
配置されています。

スオール・オルソラ・ベニンカーサ大学、ナポリ（イタリア）
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18世紀から20世紀までのアンティーク
の人形やパズルゲームをはじめ、さま
ざまなおもちゃが、LEDの心地よい光
を浴びながら鍵付きののショーケース
に陳列されています。
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サウンド オブ サイレンス    建物の中で快適に過ごすこと。それは現代のオフィスにおいて必須の条件と言えま
す。高い断熱性や優れた遮音性のある建築構造でそれは保証されます。バーデン・バーデンに本社を置くシェッ
クグループは、高品質の建築構造部材開発に成功し、世界的に有名になりました。同社はその起業精神を大切
にしています。それは、「お互いを尊重し、自己責任の意識を保ちながらも、時には協力して創造する」というこ
と。今日、600人を超える従業員が、この企業文化を共有しています。従業員と幹部は、インテリアについて話し合
いを重ね て協力し、その結果、機能性と美しいデザインを兼ね備えたオフィスとなりました。高さ調節可能な 
USMキトステーブルを採用することで、従業員たちは、それぞれの身体に合った人間工学的にも申し分のないデ
スクを手に入れました。また、吸音パネルを使ったUSMハラーサイドボードは、その遮音性で仕事への集中力を
高めます。USMのモジュール性、時代に左右されない品質、高い耐久性に誰もが納得したのでした。

シェック社、バーデン・バーデン（ドイツ）
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wonders 
behind  
walls 

ワンダーウォール 東京, (日本)
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壁の向こうに広がる素晴らしき世界     東京を拠点として、インテリアデザインと建築デザインディレクションを中
心に活躍する株式会社ワンダーウォールの創造性溢れるデザインは、壁や階段エリアを彩るアート、オブジェ、そ
して剥製が調和するこの空間で生み出されています。どんな色よりもニュートラルで、混じり気のない色　―　
代表を務める片山正通氏が選択したUSMハラーの色は、そのクリアなラインで存在感を放つ「白」のUSMハラ
ー。片山氏は、USMモジュラーファニチャーを「機能性、デザイン性に優れた、究極のシステム」と評価していま
す。コンセプトを具現化する際の自由な発想、また伝統や様式に敬意を払いつつ現代的要素を取り入れるバラ
ンス感覚が高く評価されているワンダーウォールは、近年新たにグラフィックデザイン部門を立ち上げ、さらに
デザインの可能性を広げています。東京、パリ、ニューヨーク、シドニー、香港、上海といった大都市で、店舗、レス
トランやバー、ショッピングモールなどをデザインするワンダーウォールが、スタッフが心地よく、インスピレー
ションを持って働けるようにと自社オフィスに採用したのはシンプルで機能的なUSMでした。

ワンダーウォール 東京, (日本)
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オフィスの環境作りは、従業員を巻き
込んで行われました。家具を含めたイ
ンテリア選びもそのひとつです。採用
されたのは、いわゆるスタンダードな
家具ではなく、仕事の特性に合わせて
形状から配色までアレンジできる家
具。USMハラーは、組み合わせが自在
にできるので、どのような新しいワーク
シーンにも対応できます。

未来に目を向ける    ウルムに拠点を構えるエブナー出版は、コアな読者層をターゲットとした専門書を多く出版
しています。中でも“クロノス”は、高級腕時計の専門誌として世界最多の発行部数を誇る人気雑誌。ニューヨー
クでも“ウォッチタイム”の名で出版され、人気が定着した今では、アメリカ市場における先駆的なアイディアを
リアルタイムでキャッチし、いち早くドイツ語圏に紹介するという重要な役割も果たしています。また近年では、
タブレット端末での閲覧サービスやSNSへの参加など、コンテンツのデジタル展開も意欲的におこなっていま
す。未来に目を向けるというこの企業姿勢を最も良く表しているのが、ウルムにある同社の超近代的なメディア
ビルでしょう。この建物はオフィスエリアだけでなくリラックスできる空間を取り入れたデザイン、エネルギー効
率、広々としたオフィス環境で訪れた人々を魅了します。仕事のシチュエーション別にふさわしく、又、使いやすく
デザインされたオフィスには、USMハラーを目的に応じて自在に組み合わせました。インテリアのベースカラー
は、ライトグレー。一方、会議室では多色使いが光ります。異なる色調が織り成すコントラストから生まれる完璧
な調和――新しい空間で、新しいアイディアが膨らみます。

エブナー出版、ウルム（ドイツ）



76 77

New York  Beirut  Gliwice  Connecticut  

Living with USM

コレクションや大切なアイテ
ムを収納するー自宅でも
USMモジュラーファニチャ
ーは特別で身近な存在 
になります。

create

relax
store
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文化財にも指定されているこの建造
物は、ソーホーのキャストアイアン建
築様式が残る歴史地区にありま
す。1857年の建設当時には、高級デパ
ートとして有名だったアーノルド・コン
スタブル百貨店が入っていました。現
在は「コンスタブル・ビルディング」と
呼ばれ、グレン・エリオット氏とパート
ナーのクリスティアン・シバスト氏のロ
フト式住宅に改築されました。2人にと
って、建物の歴史的な逸話は購入を
決断する上で大きな要因となり、頑丈
な構造と高い耐久性、様々な使い道
への可能性は価値あるものでした。エ
ンジニアであるエリオット氏がUSMハ
ラーを選ぶ決め手となったの
も、USMが建物と同様の特徴を備え
ていたからです。「家具の組み立てと
解体ができること、新しい用途にいつ
でも合わせられるところが気に入って
います」。ピュアホワイトは、風通しの
よい整頓された寝室に静けさをもた
らしています（左）。スティールブルー
は、リビングにカラフルな色のスパイ
スを効かせています。ゲストをもてな
すには、まさに理想的です。

グレン・エリオット&クリスティアン・シバスト邸、ニューヨーク（米国）

showcase
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世の中には、説明するまでもなく明白
なことがあります。建築家であるラエ
ド・アビラマ氏がUSMを選んだ理由
というのも、そのひとつ。「USMに恋を
しています」という彼の答えは、簡潔
明瞭にして、その訳を知りたがる人々
の期待を裏切りません。彼が設計と内
装を手掛けたこの家を訪れれば、彼
の言葉が単なるお世辞以上のもので
あることがわかるでしょう。新旧の共
生、そして伝統と現代に対して同等に
敬意を表すこと――これらを実現する
ことは、決して容易ではありません。し
かし、かつての内戦の地ベイルートの
古い市営住宅は、改築を経て美しく生
まれ変わり、今まで以上に壮観な佇ま
いを見せています。既存の壁と新しい
壁から成る各部屋にはモダン・アート
とインテリアが共存しています。そこに
配置されたUSMは子供部屋ではプリ
ンセスの夢の舞台、サファリ探検の空
想の旅への入り口となっています。こ
のように素晴らしい空間を創造する
建築家を兄弟にもつカリム・アビラマ
氏とその家族は、非常に幸運と言える
でしょう。

アビラマファミリー、ベイルート（レバノン）

personalize
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シェリー・マシューズは、ホームオフィス
を、著名なフランスの建築家、ジャン・
ヌーヴェルが手掛けた超近代な建物
に構えています。世界中を旅して集め
たキューバの色鮮やかなポスターとた
くさんのマスクの民芸品コレクション
が、部屋の壁面を美しく彩っています。
「すでに80カ国を訪れましたが、100
カ国の大台に乗せたいです」と、世界
を駆け巡るマーケティングのスペシャ
リストである彼女は微笑みます。彼女
が経営するエージェンシー、シェリー・
マシューズ・アドボカシー・マーケティ
ングは、飲酒運転の危険性から歯科定
期検診のメリットまで、官公庁やNPO

シェリー・マシューズ邸、ニューヨーク（米国）

団体の公共広告に特化しています。ニ
ューヨークのほかに、テキサス州オー
スティン、ワシントンD.C.、スイスのロ
ーザンヌにもオフィスを構えています。
「私たちのメッセージは、明確かつ簡
潔に、ポイントを分かりやすく人々に届
けなければなりません。散らかったオフ
ィスでは、それが難しいのです。」と彼
女は語ります。黒のUSMハラーに決め
た理由は、そのニュートラルな外観、高
い機能性と収納性でした。「このファニ
チャーは、真の意味で多目的で多様性
に富んでいるので、どんな書類も資料
も、この中にすべて残らず収納すること
ができます。」

collect
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何よりも害を成すなかれ　
「ヒポクラテスの誓い」の名で知られる
この医療に関する格言は、建築家のル
カシュ・ザガラ氏と妻のマグダの心に響
くものでした。2人が古い建築物の改築
を手がける際に心掛けたのは、「何より
も害を成すなかれ」というモットーであ
り、かつてのプロイセン軍の厩舎に残
る独創的な空間を保存すること。石造
部分、木造部分、そして錆びた古い納
屋の扉までもが、限りなく忠実にオリジ
ナルの状態に修復されました。この扉
は、今ではリビングとダイニングを彩る
巨大な壁面アートとして、飾られていま
す。こうして、この建物の一部が生まれ
た当時の姿のまま残りました。壁は全
面的に白く塗装し直され、スタイリッシ
ュな雰囲気を醸し出しています。ひと際
目を惹くのが、この住居の中央を占め
る彫刻のような黒い金属製の階段で
す。身をよじるようにして地下室からリ
ビング、そして寝室のある階までを貫い
ています。未加工の金属の質感を活か
したシンプルな工法が、この空間に上
手く調和していると言えるでしょう。住人
は、2つの空間に、USMハラーを選択し
ました。数ある色から選ばれた白と黒
は、このユニークでシンプルな空間にさ
りげなく寄り添います。さらに、このニュ
ートラルな色は、次回の模様替えの時
に、その柔軟性を最大限に発揮するで
しょう――模様替えは、クリエイティブ
なザガラ家ではお馴染みの光景です。

ルカシュ＆マグダ・ザガラ邸、グリヴィツェ（ポーランド）

clear lines
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1810年に建てられたロニ・モリナーリ
邸は、コネチカット州の郊外に佇むニュ
ーイングランド様式の住宅群に完璧に
溶け込むような外観です。ところが、そ
の内装はまったく対照的なものです。建
築家である彼女は、このアトリエを「創
造的な心を養う遊びの空間」と呼んで
います。天井の高い風通しの良い空間
で彼女の夫、そして4歳と7歳になる息
子たちと共に、レゴブロックや3D印刷
のオブジェから、写真や映像に至るま
で、アートやデザインプロジェクトに取
り組んでいます。壁面のシェルフに採用

されたUSMハラーには、仕事に欠かせ
ない書籍、アート用材料、道具など、さ
まざまなハードウェアが、きちんと分類
されて並んでいます。モリナーリ氏は、
日系アメリカ人のアーティスト、ジェイコ
ブ・ハシモトの3Dタペストリーや、アン
リ・カルティエ＝ブレッソンの写真など
のアート作品と、彫刻的な壁を効果的
に見せるために、色はピュアホワイトに
決めました。ついつい中央の白いドア
で隠された部分にも目が行ってしまし
ます。

ロニ・モリナーリ邸、コネチカット（米国）

union
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積み木箱のようなユニットシステム　エ
ロー夫妻は、子供たちが自立して家を
出たあと、30年慣れ親しんだ自宅のイ
ンテリアを一新することにしました。そ
のコンセプトは大胆なものでした。田舎
の別荘スタイルだった空間を、モダンな
雰囲気へと変貌させたのです。2階部分
には広 と々したホームオフィススペース
が広がり、かつては家中に散乱してい
た本が 、今ではUSMの本棚に収まって
その存在感を発揮しています。
夫妻はUSMのデザインとカスタマイズ
できるフレキシビリティーに惹かれまし
た。壁面のユニットは収納する本のサイ
ズに合わせて高さを変えたりデザイン
のアクセントにドアを取り付けることで
完璧に仕上がっています。色は暖かい
印象のイエローを選びました。年代物
の天然木とUSMもしっくりと調和してい
ます。

エロー夫妻のプロジェクト

margin
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news
Tables with character   A secret just for you   USM on Facebook

Münsingen (Switzerland)
 

自分らしいテーブルを選びたい  
色の組み合わせでお部屋のイメー
ジも変わります。インテリアも好き
な色や素材で選ぶからこそ自分ら
しい、心地よい空間が生まれます。
あなたはどんな個性を演出します
か? 1人1人の違った個性、違った
好みに合わせて55色の中からから
あなたのUSMハラーテーブルをお
選びください。

New from USM

新しいテーブルトップ、
新しいオンラインツー
ル、新しいプロジェクト
など、現在進行形の
USMについては、この
ページをご覧ください。

personality 
room for your 



9594

Münsingen (Switzerland)
 

今後発売が予定されている新たな
商品の紹介 
2015 年、キトスEテーブルシリーズ
に2種類の仲間が加わります(日本
発売未定)。1つはミーティングテー
ブル、もう1つは、機械式上下昇降
テーブルです。電力やガス/油圧式
スプリングを全く使用しない高さ
の調節機能を搭載しています。
プライバシーパネルは、オープン
スペースでもワーカーそれぞれの
プライベート空間を守ります。その
うえで、騒音を和らげ、個性が際立
つオフィスを演出します。 Münsingen (Switzerland)

 

           USM on Facebook
2013 年夏にリニューアルされたウェブサ
イトには、写真や情報が満載です。www.
usm.comにアクセスしてぜひその魅力を
ご堪能ください。

また、フェイスブックwww.facebook.
com/usmmodularfurnitureでは予想外
の発見にも出会うことができるでしょう。

よりビジュアルにこだわる方には、ピンタ
レストをおすすめします。

www.pinterest.com/usmfurnitureで
は、USMの魅力満載の写真を存分にご覧
いただけます。

USMのアップデート情報を定期的に入手
したい方は、www.usm.comの「コンタク
ト」よりご登録ください。USMからニュー
スレターをお届けします。
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クレジット、奥付 

グレン・エリオット&クリスティアン・シバスト邸、 
ニューヨーク（米国）
Living space for 2 people
Furniture: USM Haller in pure white  
and steel blue
Sales partner: USM Modular Furniture,  
New York (USA)

アビラマファミリー、ベイルート（レバノン）
Living space for 5 people
Furniture: USM Haller in pure orange,  
USM brown
Sales partner: Ginette Concept Store,  
Beirut (Lebanese Republic)
Architect: Raed Abillama Architects,  
Beirut (Lebanese Republic)

シェリー・マシューズ邸、ニューヨーク（米国）
Living space for 2 people
Furniture: USM Haller in graphite black,  
USM Haller table in black linoleum 
Sales partner: USM Modular Furniture,  
New York (USA)

ルカシュ＆マグダ・ザガラ邸、 
グリヴィツェ（ポーランド）
Living space for 5 people
Furniture: USM Haller in graphite black,  
pure white, USM Haller tables in pearl gray  
laminate
Sales partner: ATAK DESIGN, Łódź(Poland)
Lukasz Zagala, Medusa Group, Bytom  
(Poland)

ロニ・モリナーリ邸、コネチカット（米国）
Living space for 4 people
Furniture: USM Haller in pure white  
Sales partner: USM Modular Furniture,  
New York (USA)

エロー夫妻のプロジェクト
Living space for 6 people
Furniture: USM Haller in golden yellow,  
USM Haller tables in black linoleum
Sales partner: IDM, Nantes (France)

ウィーブ、パリ(フランス)
Workspace for 240 people
Furniture: USM Haller in pure white, graphite 
black, pure orange, USM Haller tables in  
pearl gray laminate, mid-gray, back lacquered 
clear glass 
Sales partner: USM U. Schärer Fils SA,  
Paris (France)

aac Academy for Architectural Culture,  
ハンブルク（ドイツ）
Furniture: USM Haller in graphite black                                                   
Gärtner Internationale Möbel für Büro und 
Wohnen GmbH, Hamburg (Germany)
Sales partner: von Gerkan, Marg und Partner 
Architect: Architekten (gmp), Hamburg  
(Germany)

プロフェッショナル エンジニアリング カンパニー、 
ウェリントン（ニュージーランド）
Workspace for 32 people
Furniture: USM Haller in pure white, golden 
yellow, USM beige and graphite black,  
USM Haller tables in pearl gray laminate and 
golden yellow, back lacquered clear glass
Sales partner: Bromhead Design, Auckland 
(New Zealand)

国際バスケットボール連盟 FIBA、 ミー（スイス）
Workspace for 120 people 
Furniture: USM Haller in anthracite,  
USM Haller tables in beige linoleum, pearl 
gray laminate and black lacquered oak  
veneer, transparent glass                                                      
Sales partner: Interoffice Valais SA,  
Sion (Switzerland)
Architect: Rudolphe Luscher, Lausanne  
(Switzerland)

スイスクリーンテック社、チューリヒ（スイス 
Workspace for 15 people
Furniture: USM Haller in graphite black,  
pure white, USM ruby red, USM brown,                                                               
USM Haller tables in black linoleum,                            
USM Kitos tables in black linoleum with  
continuous height adjustment
Architect: Fischer Architekten AG, Zurich 
(Switzerland)

エコール・デュプレ、パリ（フランス）
Workspace for 500 students 
Furniture: USM Haller in pure white
Sales partner: USM U. Schärer Fils SA,  
Paris (France)

ナイキ ヨーロッパ本社、ヒルフェルスム（オランダ） 
Furniture: USM Haller in pure orange
Sales partner: Workshop of Wonders,  
Utrecht (Netherlands)

セサミワークショップ、ニューヨーク(米国)
Workspace for 420 people
Furniture: USM Haller in pure white and  
transparent glass
Sales partner: USM Modular Furniture,  
New York (USA)
Architect: HLW, New York (USA)

ザ マガジンショップ、ドバイ(アラブ首長国連邦)
Workspace for 3 people
Furniture: USM Haller in pure white
Sales partner: Star Office LLC, Dubai (UAE)

オルセー美術館、パリ（フランス）
Workspace for 250 people 
Furniture: USM Haller in pure white, mid-gray 
anthracite and graphite black, USM Haller  
tables in pearl gray laminate 
Sales partner: Ligne et Couleur, Paris (France)

アル フッタイム モータース、ドバイ 
（アラブ首長国連邦）
Workspace for 365 people
Furniture: USM Haller in pure white,  
USM Haller tables in black lacquered oak  
veneer and pearl gray laminate
Sales partner: Star Office LLC, Dubai  (UAE)
Architect: Kling Consult., Dubai (UAE)

ギオラ・アーロニ（オフィス）、ニューヨーク（米国） 
Workspace for 6 people
Furniture: USM Haller in graphite black  
Sales partner: USM Modular Furniture, 
New York (USA)
Architect: Ghiora Aharoni Design Studio LLC, 
New York (USA)

ビルスターベルク ドライブリゾート、  
バート・ドリーブルク（ドイツ）
Workspace for 12 people
Furniture: USM Haller in graphite black,  
USM Haller tables in black linoleum,  
pearl gray laminate
Sales partner: bzr einrichtungskonzepte, 
Dortmund (Germany)
Architect: Büro RKW, Düsseldorf (Germany)

ワタナベ歯科医院、神奈川, (日本) 
Workspace for 30 people
Furniture: USM Haller in pure white, golden 
yellow, USM ruby red, pure orange and  
USM green, USM Haller tables in natural  
oiled walnut veneer
Sales partner: inter office ltd., Tokyo (Japan) 
Architect: Yamanaka Design Lab.,  
Tokyo (Japan)

 ローブホールディングAG、ベルン（スイス） 
Workspace for 80 people
Furniture: USM Haller in pure white and  
graphite black, USM Haller tables in  
pearl gray laminate, USM Kitos tables  
in pearl gray laminate
Sales partner: Probst + Eggimann AG,  
Belp (Switzerland)
Architect: Hebeisen + Vatter Architekten,  
Bern (Switzerland)

ルーヴル美術館ランス分館、ランス（フランス） 
Retail space and restaurant
Furniture: USM Haller in golden yellow,  
USM matte silver and USM vitrine
Sales partner: Silvera, Paris (France)

スオール・オルソラ・ベニンカーサ大学、 
ナポリ（イタリア）
Workspace for 30 people
Furniture: USM Haller vitrine including LED, 
USM Kitos tables in black lacquered oak  
veneer and transparent glass
Sales partner: Office.it s.r.l., Naples (Italy)
Architect: Arch. Sergio Prozzillo, Naples (Italy)

シェック社、バーデン・バーデン（ドイツ）
Workspace for 170 people
Furniture: USM Haller in pure white,  
USM Kitos tables in pearl gray laminate
Sales partner: Habich, Bühl (Germany)
Architect: Freie Architekten hw, Thomas  
Herzog und Hans Wolz (Germany)

ワンダーウォール 東京, (日本)
Workspace for 22 people
Furniture: USM Haller in pure white,  
USM Haller tables in pearl gray laminate
Sales partner: inter office ltd., Tokyo (Japan)
Architect: Wonderwall Inc., Tokyo (Japan)

エブナー出版、ウルム（ドイツ）
Workspace for 90 people
Furniture: USM Haller in pure white,  
USM Haller tables in pearl gray laminate,  
USM Kitos tables in natural lacquered  
beech veneer
Sales partner: Pfaehler, Ulm (Germany)
Architect: Jörg Seifert, Ulm (Germany)
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