
株式会社ユニバーサル園芸社・株式会社アールライブ・株式会社生活の木�

オフィスに森をレンタルで。�

森のレンタル�for Office�



四季折々の季節感を感じ
られる植栽を取り入れら
れるのはレンタルグリー
ンならではです。�

「レンタルフォレスト（森のレンタル）」〜バイオフィリックデザインをレンタルで�
人間は先天的に自然を好む性質（＝バイオフィリア）を持っています。五感の要素で自然と触れ合うことで、人間にとって様々な良い効果をもたらすと言
われています。植栽だけでなく、音や香りなどを通じて自然を取り入れることで、オフィスに手軽にバイオフィリックデザインを実現することが可能です。�

グリーン�
視覚・�
触覚�

アロマ�
嗅覚�

自然音�
聴覚・�
触覚※�

※可聴域を超えた高周波音の微細な振動を体で感じることによる�

緑との相性抜群のR-
LIVEシステムのハイレ
ゾ自然音を取り入れるこ
とで、緑のある空間の心
地よさがより高まります。�

R-LIVEの音のイメージ
で調合された森のアロ
マは、音とともに季節で
移り変わり季節感を演
出します。�

ü  グリーンと音と香りで森の心地よさを再現 
ü  四季で移り変わる音と香りで季節感を演出 
ü  月単位のレンタルで手軽に導入可能 



豊かな植栽、ハイレゾ自然音R-LIVE、森の香りのアロマを含む五感を刺激する空間と、そうでない空間で比較したところ、ストレスの低下だけでな
く、インタレスト度（興味関心度）の高まりや、作業の正確性も向上し、創造性・集中力など業務効率に関連する要素にも高まりが見られました。�

＜実証実験＞ �○対象者�：首都圏在住の男女50歳〜55歳 20名��
� �○実験方法：都市を再現した「都市の部屋」と、森を再現した「森の部屋」にそれぞれ10分間入ってもらい、感性アナライザにて�
� � ���部屋にいる間の脳波を測定。図形に関する認知テストを、実験前と各部屋に入った後に実施し、回答率の変化を分析。�

都市の部屋（白壁・白熱灯・都市の雑音）� 森の部屋（緑視率10％以上・R-LIVE・森の香り）�

都市の部屋� 森の部屋�

0.86�
1.00�

平均ストレス度�

14％�
軽減�

都市の部屋� 森の部屋�

1.16�
1.00�

平均インタレスト度�

16％�
向上�

都市の部屋� 森の部屋�

1.13�
1.00�

平均正答率�

13％�
向上�

※対象物への興味関心度合い�

グリーン・音・アロマの組み合わせで期待できる生産性向上（実証実験結果）�



「レンタルフォレスト」導入プランと料金�

基本ユニット：2SPセット� 基本ユニット：4SPセット�

R-LIVE� 森のアロマ�レンタルグリーン�

〜50㎡程度� 80〜100㎡程度�

基本ユニット：2SPセット�

広い空間の一部�
（角エリアなど）�

レンタルグリーン�

①標準プラン（〜50㎡程度）�
��大鉢�H1800程度×2・中鉢�H1000程度×3�
��月額13,000円（税別）�
�
②充実プラン（80〜100㎡程度）�
��特殊大鉢�H2100�×2・大鉢�H1800�×2・中鉢�H1000�×2�
��月額22,000円（税別）�

R-LIVE�

①2スピーカープラン（〜50㎡程度）�
��月額23,000円（税別）�
�

②4スピーカープラン（80〜100㎡程度）�
����月額28,000円（税別）�
�
セット特典：初期設置費用20,000円無料�
����������������＆納品当月レンタル料無料�
�

初回導入設置費用10,000円（税別）�
レンタル費用13,000円/月（税別）�
�
セット特典：初期設置費用50％オフ�

森のアロマ�

※導入当月でのキャンセルは出来かねます。解約はお申し出があった当日より翌月末をもちましての解約となりますのでご了承ください。�



レンタルグリーンは、お客様のご要望にあったグリーン（観葉植物）をグリーンコーディネーターがコーディネート･メンテナンスする
サービスです。 

①レンタルグリーン  

レンタル料金（税抜） 
 
①標準プラン（～50㎡程度）月額13,000円（税別） 
 
②充実プラン（80～100㎡程度）月額22,000円（税別） 

標準プラン（～50㎡程度） 
・大鉢　H1800程度×2 
・中鉢　H1000程度×3 

充実プラン（80～100㎡程度） 
・特殊大鉢　H2100　×2 
・大鉢　H1800　×2 
・中鉢　H1000　×2 



高周波音�
耳では聴こえなくとも�
カラダで“感じる”音�

人間の鼓膜で�
認識できる音域�
（聴こえる音）�

20Hz�

20kHz�

48kHz�

CDなど�
の音�

R-LIVEの�
ハイレゾ音�

R-LIVEは、人の可聴域の限界である20kHzを超えた高周波音までも録音再生するハイレゾリューション技術と、空間を音で包み込むように広がる独自の

床置き型無指向性スピーカーにより、森の原音をその“空気感”とともに再現し、空間に圧倒的な安らぎと心地よさ、そして集中力の促進を実現します。�

日本の自然豊かな地域の春夏秋冬 ×�
朝昼晩のハイレゾ自然原音を独自に採取�

R-LIVE はその自然界の時の移ろいにおける可聴音 と可聴域を
超えた48kHzまでもの周波数を含むハイレゾクオリティの自然の
原音を、 春夏秋冬 × 朝昼夜の 12 音源で再現することにより、 
人のサーカディアンリズムを取り戻すことができる と考えています。
(特許申請中)。�

空間を音で包み込む独自の自然音専用�
無指向性床置き型スピーカー�

どこからともなく聞こえてくる森のざわめきと川の せせらき、゙ハイ
レゾ自然音のために作られた独自の デザインと機能性のスピー
カーにより、360 度に音 が広がり森の中にいるかのようなリアル
で立体感の ある音環境を創り出します。�

工事・ネット回線・チューニング不要�
移設も簡単なワイヤレスモデルあり�

R-LIVE は、マニュアルをもとにお客様ご自身でも20分程度で簡
単に組み立てが可能。コストも負担も大きく時間のかかる工事や、
専用インターネット回線は不要です。�
人気のワイヤレスモデルは、コンセントさえあれば 簡単に移設もで
き、移転の際にもコストや手間を機 にする必要はありません。�

Point�
1�

Point�
2�

Point�
3�

②ハイレゾ自然音音響空間デザインシステム「R-LIVE（ ア ー ル ラ イ ブ ）」 �

自然界に多く存在する可聴域を超えた音�

単体レンタル料金（税抜） 
初期設置費用20,000円 
＋ 
レンタル費用 
①ワイヤレス2スピーカータイプ（40-50㎡）23,000円 
②ワイヤレス4スピーカータイプ（80-100㎡）28,000円 
※通常年間でのご契約ですが、本プランでのセット導入に限り月単位でのご契
約が可能となります。 



[R-L IVE独自音源]森の四季の移ろいを再現しサーカディアンリズムを整える�

白神山地�3ー5月� 天川村�6ー8月� 天川村�9ー11月� 名栗�12ー2月�春� 夏� 秋� 冬�

現代日本の都市空間においては開発が進み自然環境に過度な負担をかけ続けてきた結果、森林などの本来あるべき豊かな自然が失われ、ヒ
トのサーカディアンリズム（体内時計）が崩れ、自律神経失調やうつなどの不調・疾病につながっていると考えられています。�
R-LIVEはその自然界の時の移ろいにおける可聴音と可聴域を超えた高周波成分のバランスの差異を、春夏秋冬×朝昼夜の12音源で再現す
ることにより、人のサーカディアンリズムを取り戻すことができると考えています。�

朝�

昼�

夜�

春� 夏� 秋� 冬�

四季と時間軸で移り変わるR-LIVE音源�



③生活の木プロデュース・R-LIVEオリジナル「森のアロマ」 �

お手入れも楽々なメンテナンス付きプラン（ユニマットライフ社）�
�

木目のアロマディフューザー（アロマシーンプラス）は、ミスト粒子の直径が従来の約1/50の0.2μmと超微細。熱や化学反応を
一切起こさないので、エッセンシャルオイルの成分を損なうことなく超微粒子のミストがお部屋の隅々まで行き渡り、長時間心地
よい香りが持続します。�
シリンダーやシリンダー内のノズルキャップ、フィルターはユニマットライフ社のルートセールスが定期的に訪問しメンテナンス致
します。消費電力もわずが5.4Wなので電気代がかからずエコで経済的、さらにタイマー設定も可能なのでさらなる省エネに役
立ちます。�
�

単体レンタル料金（税抜） 

初回導入設置費用10,000円＋レンタル費用13,000円/月 
（春夏秋冬1シーズン3ヶ月・各シーズン月1回交換で3回、4シーズン合計12回オイル交換） 

冬の冷たさをまだどこか残しながら、�
植物や生物が芽吹きだすような、�
緑々しさを誇張しています。�

葉緑素を失い、その分木の実や幹
の乾いた印象を感じ取られるよう
な、山吹色を感じる印象に。�

暑苦しい一歩手前の陽の感じと、�
夏だからこそ木々を抜ける風の心
地よさを感じられる香り。�

森に棲む生き物が籠り、匂い立つも
のが少なく、静けさが特徴の季節。
その静けさこそが森の魅力だと感じ
る香り。�

白神山地�3ー5月� 天川村�6ー8月� 天川村�9ー11月� 名栗�12ー2月�春� 夏� 秋� 冬�

※導入当月でのキャンセルは出来かねます。解約はお申し出があった当日より翌月末をもちましての解約となりますのでご了承ください。�

R-LIVEの四季で移り変わるハイレゾクオリティのリアルな自然音と、R-LIVEの音のイメージに合わせて独自に調合された天然100％のアロマオイルの

森の香りにより、リアルな森の心地良さを再現するR-LIVEオリジナルのアロマレンタルサービスです。�



使用原料 植物 
画像 香調 

プチグレイン・ 
ビターオレンジ 
Citrus aurantium / ミカン科 
抽出部位：葉・枝 

ビターオレンジの葉と枝からとる精油。
ウッディー系とフローラル系とが感じら
れる、まだ青味の残る果実の香り。抗
ウィルス作用もあり空気の清浄にも。 

ファー（シベリアモミ） 
Abies sibirica / マツ科 
抽出部位：球果 

パイン(松)のようなクリアーでウッ
ディー系の香り。100kgの原料植物から
わずか1kgほどしか採れない希少な精油。
殺菌作用もあり。 

ヒノキ（奈良・吉野産） 
Chamaecyparis obtuse / ヒノキ科 
抽出部位：木部 

ウッディーでさわやかな森林の香り。殺
菌作用もあり。雑誌【Tarzan】快眠アロ
マベスト5　5位に掲載 

シダーウッド・ 
バージニア 
Juniperus virginiana / ヒノキ科 
抽出部位：木部 

シャープですっきりとした香り。 
シダーウッド・アトラスとは全く違う科
で、特徴や成分も異なる。レッドシダー
と呼ばれる。 

ベチバー 
Vetiveria zizanoides / イネ科 
抽出部位：根 

スモーキーで大地を連想させる深みのあ
る香り。緊張緩和やリラックス作用も。 

パチュリ 
Pogostemon cablin / シソ科 
抽出部位：葉 

土のにおいを思わせるオリエンタル調の
甘くスパイシーな強い香り。心身を刺激
活性化する強壮作用あり。 

使用原料 植物画像 香調 

ニアウリ・ネロリドール 
Melaleuca quinquenervia/フトモモ科 
抽出部位：葉・枝 

甘くしっかりとしたハーブ調の香り。エストロゲン
様作用あり。 

レモン 
Citrus limon / ミカン科 
抽出部位：果皮 

レモンの果皮を絞って得られた甘さとすっきり感の
ある天然レモンの精油。 
リフレッシュとリラックスどちらにも。 

使用原料 植物画像 香調 

薄荷（北海道産） 
Citrus aurantium / ミカン科 
抽出部位：全草 

清涼感のあるハッカの香り。ペパーミントよりもメ
ントールを多く含むミントで、日本原産のホクト種。
抗ウィルス作用、殺菌作用あり。 

リツエアクベバ 
Litsea cubeba / クスノキ科 
抽出部位：果実 

レモングラスに似た、さわやかなレモン調の香り。 
主に中国で生産され、小さくペッパーのような形
（和名：アオモジ）。鎮静作用あり。 

ティートゥリー 
Melaleuca alternifolia / フトモモ科 
抽出部位：葉 

オーストラリアの先住民族のアボリジニが使った森
のハーブ。 
抗ウィルス作用、殺菌作用、免疫調整作用あり。 

使用原料 植物画像 香調 

コパイバ 
Copaifera officinalis / マメ科 
抽出部位：樹脂 

ややスパイシーな森の香り。アマゾンではシャーマ
ンが扱う天然のハーブとして重宝されてきた。抗ウ
イルス作用、鎮静作用、殺菌作用あり。 

ホーリーフ 
Cinnamomum camphora 
var.glaucescens / クスノキ科 
抽出部位：葉・枝 

グリーン調の爽やかさと、かすかなフローラルさを
併せ持つ香り。鎮静作用、抗不安作用あり。 

柚子（高知県産） 
Citrus junos / ミカン科 
抽出部位：果皮 

やわらかくやさしい香り。 
繊細な香りで、香りが変化しやすい。強壮作用あり。 

使用原料 植物画像 香調 

パイン 
Pinus sylvestris / マツ科 
抽出部位：球果 

松の木の精油。 
フレッシュで爽やかな森林の香り。殺菌作用あり。 
 

フランキンセンス 
Boswellia carteri / カンラン科 
抽出部位：樹脂 

「真の薫香」の意味を持ち、別名は、乳香、オリバ
ナム、ルバーン。古代から貴重なものとして大切に
されてきた。殺菌作用あり。 

春�

夏�

秋�

冬�

＜基本原料（四季共通）＞� ＜季節原料＞�

＋�

＋�

＋�

＋�

[森のアロマ使用原料]森の四季の移ろいを再現する最高品質のアロマオイルを使用�


