


Work.  
Everywhere.  

Anywhere.

マーク・フォン率いるハーマンミラー・アジア のリサーチ＆
デザイン・ラボにより、アジア・パシフィック市場に向けてデ
ザインされたアーラス™シリーズ。デザイン開発にあたっ
て、東京、シドニーをはじめとするアジア・パシフィックエリ
アの主要都市でユーザー、設計担当者、デザイナーとの対
話を重ね、そのニーズを徹底的に検証。新時代に向けたワ
ークスタイル・ソリューションを提案します。

Designed for the Asia Pacific market, Arras™ 
was created by Mark Fong, head of the 
Research & Design Lab at Herman Miller Asia. 
In extensive user-needs reviews conducted in 
Tokyo, Sydney and every other major city in  
the Asia Pacific region, conversations with 
customers, architects and designers helped  
us to reinvent the workplace experience.
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Lets Celebrate 
Beauty

Why are organizations moving towards  
benching solutions? What do users truly  
and deeply value?  
 
How does the work environment  
influence behaviour?  
 
Motivated by our nomadic yet socially connected 
lifestyle, enabled by technological advancement, 
and inspired by our innate desire for beautiful 
objects – we present our irresistible take on the 
workspace for the future – Arras.™

今なぜオフィスでベンチスタイルというソリューションへ
の要望が高まっているのでしょうか。ユーザーが、その根
底で求めているものとは。そしてオフィス環境がユーザ
ーの行動スタイルに及ぼす影響とはアーラス。 
 
テクノロジーの進化によって可能となった、社会的なつ
ながりを保ちながら遊牧民のように自由な現代のライフ
スタイル。そして、人間が生まれながらに持つ美への憧
れアーラス。これらに着想を得て、ハーマンミラーが提案
する次世代のワークスペース。それがアーラスシリーズ
です。
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A Benchmark 
Solution

Our exceptional bench solution is  
based on 5 key requirements: 
 
1—  Minimal under-structure 

2—  Privacy on demand

3— Democratic power access

4— Accessible accessories

5— User-needs driven storage solutions

次世代のベンチスタイルソリューションを支える5つの
設計要件。 
 
1—最小限のアンダーストラクチャー
2—必要に応じたプライバシーの確保
3—誰もが自由に接続できる電源アクセス
4—多彩で使いやすいアクセサリー
5—ユーザーのニーズを踏まえた収納
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Arras™ promises a free and easy solution –  
one should be able to sit anywhere and at  
any time; your decision informed by work 
schedule, available space, the nature of your 
task, relationships with others and of course, 
personal preference. 

仕事の性質やスケジュール、オフィスのスペースや他
の人とのつながり、そして個人の好みアーラス。状況
に応じ、セッティングや座る場所を好きなように、簡単
に調節できる。アーラスが提供するのは、そんな自由
度の高いソリューションです。
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Unparalleled 
Engineering

At Herman Miller, our vast experience and 
fervent passion for design and engineering  
has allowed us to develop a bench that  
perfectly facilitates all these requirements.  
 
But we wanted to do more. We wanted to  
create a bench that not only demonstrates  
a floated appearance with delightful elegance,  
but delivers unquestionable structural stability.  
 
The meticulously engineered inside ensures  
that the outside looks great.
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デザインとエンジニアリングの分野におけるハーマン
ミラーの豊富な経験と情熱でアーラスの高度な機能
性が実現しました。さらに堅固で揺るぎない構造を保
ちながら、宙に浮かぶような軽快なたたずまいと、誰
の目にも明らかなエレガンスをあわせ持つベンチが
完成しました。



Pivot  
Wing Access

01 Access to power, an essential everyday 
requirement, is made easier and more  
satisfying by thoughtful engineering  
that puts user experience first and above 
everything else. 
 
The Arras™ power channel features pivoting 
wings that open smoothly, and recede gently 
into a vertical pocket to remain uplifted as you 
wish, and return to the closed position with  
a soft, reassuring click.
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電源への接続は毎日の作業。何よりもユーザーの
使いやすさを第一に考える設計思想から、細やか
に配慮されたデザインは生まれました。 
 
アーラスの電源配線部のカバーに用いられている
ピボット・ウィングは、開けるとスムーズに立ち上が
り、収納ポケットに垂直に収まって、そのまま開けて
おくことができます。不要の時は、滑らかに元の位
置まで戻すことができます。



Democratic  
Power Access

02 Recessed 
Understructure

03Freedom to sit anywhere fosters the organic 
development of relationships – sit near someone 
you enjoy being with, or someone you need to 
learn to like a lot more.  
 
The Arras™ intermediate leg structure is 
recessed inward 500mm along the entire  
bench length, with pedestals re-adjustable  
to any position, providing comfortable leg  
room for all users.

The inside is as good as the outside. 
 
With metal segregation of power and data  
lines, and lay-in management of cables 
throughout the entire length of the bench,  
the Arras™ has generous provision for at least 
160 CAT cables. It is equipped with various  
types of mounting plates, allowing for regional 
variation in power outlets, including those  
with the universal plug face. 
 
For those working on nomadic schedules,  
and accustomed to carrying various adaptors  
to suit a range of environments, the generous 
vertical clearances within the channel allow  
the use of almost any adaptor available 
worldwide.
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見えないところにも工夫を凝らす。 
 
配線チャネルの内部にも工夫が凝らされています。十
分な広さを備えた内部のケーブル・トレーはデスクの
全長にわたり、160本の CATケーブルを収納可能。電
源部とデータ部を区切る金属製のしきりと、埋め込み
型のケーブル留め具も備え付けられています。 
 
電源アダプタを片手に、自由に移動するナレッジワー
カーのため、トレー内部には開口部から遮られること
のない十分なスペースを確保。各国で使用されてい
るほとんどすべての電源アダプタの収納が可能です。

どこにでも座ってよいフリーアドレスは、チームメンバ
ーとの有機的な繋がりを育てます。一緒にいて快適な
人、あるいはもっとよく知る必要のある人。どこに座る
かはあなた次第です。 
 
デスク内側にある脚部は、手前から50cm以上のゆと
りをもたせて奥に収まるよう設計されています。この
デザインにより、どこでも使いやすい位置に自由にサ
イドキャビネットを置くことができ、また、どこに座って
も足下のスペースに広々したゆとりを感じることがで
きます。



Fascia04 Face value can be even more important  
than you think. We believe that a functionally 
exceptional bench deserves a visually 
compelling face. 
 
The Arras™ fascia is constructed from the same 
thermoplastic material used in premium travel 
luggage, providing an ultra smooth surface 
which allows decals with custom graphics or 
brand messages to be applied or delaminated  
at any time.  
 
The leg infill panel reduces visual clutter, 
provides modesty, and offers yet another  
vertical surface for the introduction of graphics, 
colour and texture into the work environment.
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外観というのは想像以上に重要なもの。次世代のベ
ンチの卓越した機能と見た目の魅力は比例するとい
うのがハーマンミラーの信念です。 
 
高品質なスーツケースで使われるサーモプラスチック
素材で成形したアーラスのフェイシアは、滑らかな仕
上がり。オリジナルのグラフィックやブランドメッセー
ジを自由に描き込んだり、貼ったり剥がしたりするこ
とができます。 
 
差し込み式のサイドパネルは、ごたつき感の軽減や、
足元のプライバシーにも効果的です。周囲に違和感な
くとけ込むデザインでありながら、働く環境にグラフィ
ックや新しい色や質感をもたらすスペースとしても利
用できます。



Dematerialization is one of the primary 
development criteria that informs our careful 
material selection. It is our responsibility as 
product designers to minimise the materials  
and processes we use in achieving our objective, 
in order to lower the carbon footprint of the 
products we create.  
 
Arras™ Sideblade has been designed with a 
stylish work surface clamp that is completely 
user-adjustable. This secures a frameless 
surface within a stunning sheath of  
laser-cut Plexiglass. 

Sideblade 05
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ハーマンミラーの入念な材料選びをさらに推し進め、
効率化する上で、素材のミニマム化は最も重要な開
発基準の一つ。製造サイクルにおいて排出される二
酸化炭素の総量を減少させるため、必要最小限の素
材を用い、工程の数を抑えることは、プロダクトデザイ
ンの必須条件です。 
 
アーラスのサイドブレードは、ユーザーによる必要に
応じた位置調節や取り外しが可能で、スタイリッシュ
な天板クランプで、フレームのないレーザーカットプ
レクシガラスを固定します。



We should not assume that everyone wants 
privacy, in fact, people naturally need and  
crave conversation with others. 
 
Arras™ sideblades provide flexible positioning of 
side screens for privacy on demand, delivering 
aesthetic ingenuity within a functional frame.

Privacy on  
Demand

06
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多くの人が他者との会話を求め、必要としていること
からも分かるように、皆が常にプライバシーを望んで
いると考えるべきではありません。アーラスのスライド
ブレードは、自由な位置の調節が可能。必要に応じた
プライバシーの確保を実現します。



Heelblade and 
Glasblade

07

To create resonance with the way we live and 
work, our design team takes inspiration from  
the simple objects found in our homes. 
 
Arras™ Heelblade in knitted fabric provides 
homespun colour and textures – providing 
comfort and attenuating the workplace 
atmosphere with reassuring softness. 
 
In contrast, the Arras™ Glasblade delivers sexy 
urban allure with a frameless sheath of crystal 
clear glass and crisp laser bevelled edge.

ワークスタイル、ライフスタイルとの調和を目指し、ど
んな家庭でも見られるようなシンプルなオブジェに発
想を得てつくられたのが、手作りの質感と色合いをも
つ、ニットファブリック製のアーラスヒールブレード。心
安らぐ柔らかな風合いで、ワークスペースの雰囲気を
和らげます。 
 
一方、都会的な魅力を感じさせるのがアーラスガラス
ブレード。レーザーでベベル加工されたクリスタルク
リアガラス製のフレームレスパネルが、スタイリッシュ
なワークスペースを演出します。
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Our Tray08

When ownership is not entirely clear, we engage 
in social negotiation, hopefully leading to a better 
understanding of those we interact with. 
 
Arras™ trays purposefully spill beyond perceived 
personal boundaries on the bench. A considered 
group consensus, involving several users, is 
essential to their efficient usage.

仕事の分担が明確になっていないとき、ともに仕事を
するパートナーをより深く理解するため、話し合いが
必要なシーンがあります。アーラスの共用トレーはパ
ーティションを取り払い、同じベンチに座るメンバーと
のエリアをしっかりとつないで、チームワークを活性
化してくれます。
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Arrasped09

The Arrasped is a clear demonstration of the 
language within the Arras™  vocabulary. 
 
Cleverly engineered into separable painted 
components, designers have the freedom to 
colour customize the Arrasped by specifying 
variable colours for the body, back panel,  
drawer fronts and pulls.

Options

アーラスのペデスタルは、アーラスの一貫したデザイ
ン思想が形になったアイテムの一つです。本体はもち
ろん、引き出しの前面、バックパネルから取っ手まで、
それぞれに希望の色を指定することで、豊富なカラー
バリエーションを自由に楽しむことができます。 
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Sliding Binders10 Our intelligent design can bring ‘play’ in to  
work – where spontaneous shared moments 
break the monotony of long hours at the bench. 
 
Arras™ binders slide away when you wish to 
communicate with those opposite, or slide  
back, blocking visual communications and 
indicating your wish to remain undisturbed.

ワークスペースに遊び心を取り戻すアーラスのスライ
ドシェルフ。仕事に集中したいときはシェルフを自分
の前に。向かいの相手とコミュニケーションを取りた
くなったらシェルフを脇へ。デスクを挟んで自然に始
まる交流が、長時間にわたるオフィスタイムに適度な
アクセントをもたらします。
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Social  
Extensions

11

We are social creatures, and the more online and 
other instant messaging tools we have access to, 
the more we crave genuine face to face 
interaction.  
 
The Arras™ extension worksurface provides a 
sanctioned space to catch up over coffee at a 
convenient distance from your work area. An ideal 
spot for collaborative work, there is plenty of leg 
room, just in case a crowd gathers!

人間は社会的な動物。Webやメールといったコミュニ
ケーションツールが発達すればするほど、顔をつきあ
わせた対話をしたくなるのはごく自然な成り行きでし
ょう。
アーラスエクステンション・ワークサーフェスは、コー
ヒーを片手に一息つける公認の交流スペース。最新
情報の共有やコラボレーションワークにもうってつけ
です。
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Bringing the 
Outside Inside

12

Nature nourishes all of our senses, and on the 
bench natural foliage is perfect for creating 
permeable privacy whilst providing a soothing 
visual treat. 
 
Arras™ planters can create a verdant garden or 
well trimmed hedge on the bench itself. With  
a moulded plastic liner to hold excess liquids,  
it safely and naturally enriches the workspace.

私たちに豊かな感性を取り戻させてくれる自然。植物
は開放感を失うことなくプライバシーを確保する格好
のパーティションであり、心休まる色合いがワークス
ペースに潤いをもたらしてくれます。 
 
緑あふれる小さな庭園や、美しく整えられた生け垣を
デスクの上に再現するアーラスプランター。プラスチ
ック製の受け皿がついています。
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Fashion 
Forward

Arras™ delivers an imaginative and gorgeous 
palette of photogenic colours and finishes to 
accommodate almost every taste.  
 
Some will gravitate to the sportswear-inspired 
yellow against masculine gray, others to a 
fabulous kaleidoscope of pink, turquoise and 
canopy green, and others again may insist on 
the pure and natural textures of bamboo set 
against crisp white.  
 
With our fifteen fabulous new colours, we can 
bring a smile back into the workplace!
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創造力にあふれた多彩なカラーと仕上げで、あらゆる
テイストに対応できるのがアーラスの特徴です。 
 
グレー地に黄色をあしらったスポーティな組み合わ
せに惹かれる人もいれば、ターコイズブルーとピンク
と黄緑が散りばめられた目の覚めるような柄を好む
人もあり、竹をモチーフにした自然な風合いとをもつ
爽やかな白の取り合わせにこだわる人もいます。 
 
15の新色を持つアーラスは、ワークスペースを楽しく
彩ってくれます。

Colours p  —37 Arras™ | Bench



Colours  
Materials Finishes

Sideblade and  
Heelblade Screens

Acrylic

Sideblade and  
Heelblade Screens

Glass

Edgeband

Fascia

Plastics

Work Surface

Melamine, GECA,  
Laminate and Bamboo

Legs and Pedestals

Sideblade and  
Heelblade Screens

Fabrics

Sideblade and  
Heelblade Screens

Resins
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Freedom  
of choice

This combination:

Worksurface 
Chalk White X1 

Edgeband 
Red R02 

Understructure 
Scarlett IH 

Screens 
Glass TL 

Lateral Screens 
Melon Red EG04 
Snow EG03 
Scarlett 7317 

ArrasPed  
Front and Back – Scarlett IH  
Pull and Body – White IA
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This combination:

Worksurface 
Chalk White X1 

Edgeband 
Pink R07 

Understructure 
White IA 

Binder Bin 
Sliding Tray – Acqua ID 

Binder Bin 
Vespa Pink IC 

Lateral Screens 
Zen Lipstick 7312 

ArrasPed  
Front and Back – White IA  
Pull and Body – Acqua ID 
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This combination:

Worksurface 
Graphite F03 

Edgeband 
Graphite matching ABS 

Understructure 
Storm IF 
Pantone Yellow IE 

Binder Bin 
Sliding Tray – Pantone Yellow IE 

Screen 
Zen Ash 7314 

Lateral Screens 
Zen Ash 7314 

ArrasPed  
Front and Back – Storm IF  
Pull and Body – Pantone Yellow IE 
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This combination:

Worksurface 
Natural Stain Bamboo B01 

Understructure 
White IA 

Binder Bin 
Sliding Tray – Canopy Green II 

Lateral Screens 
Kiwi EG09 

ArrasPed 
Front and Back – Canopy Green II  
Pull and Body – White IA 
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