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1 世界の市場を⾒据え、お客様のニーズを掴み、製品安全を確保すると共に、スピーディー

な製品開発に結びつけます。

2 製品の引合いから引渡し、並びに引渡し後の活動を通じて、関係する全ての部門が確実に

責任を果たすと共に、部門間の連携を強化します。

3 顕在化した不適合に対して確実な是正処置を⾏うと共に、潜在している不適合の発⾒と是

正をスピーディーに⾏います。

4 製品品質に影響のある仕事には、その業務の遂⾏能⼒と適格性を持った要員を配置しま

す。

5 「素早く、無理なく実⾏でき、効果に結びつく」品質マネジメントシステムを目指し、そ

の内容と運用⽅法を継続的に改善します。

お客様との対話に⽴脚して、さらなる品質向上を追求

イトーキグループは、お客様視点でのものづくりに徹し、お客様との対話を通じて⾒いだした課題を、安

全・信頼性やお客様満⾜の向上に役⽴てています。

お客様視点による品質マネジメント

イトーキグループは、お客様満⾜度の向上につながるものづくりに取り組んでいます。お客様視点でのものづくりに徹

し、多様な価値観を持ったお客様それぞれに満⾜していただけるよう、実際の使用状況やニーズを反映した製品・サービ

スの品質向上に努めています。

品質マネジメントシステム

ISO9001に基づく品質マネジメントシステムにより、お客様満⾜の視点で品質管理を⾏うとともに、常に品質の向上を

図っています。品質マネジメントシステムは、その運用に携わる全社員が主体的に関与することが特徴です。また、マ

ネジメントレビューには経営トップが参加し、品質マネジメントシステムへのコミットメントを社内外へ明⽰していま

す。2015年3⽉には、より包括的で徹底した取組みに向け、品質⽅針を改定しました。

品質⽅針

当社の企業理念に基づき、以下の品質⽅針を定めます。

「お客様のニーズと社会の期待に応え、

 感動を分かち合える製品とサービスを提供します。」

以下の事項を活動の重点とします。
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安全と信頼性を確保するためのプロセス

製品の安全と信頼性を確保するために、体系的なプロセスを設けています。

まず、企画段階では、お客様の声をしっかりと反映することに焦点を置きます。具体的に問題点が指摘された場合はも

ちろん、いただいたフィードバックから想起される幅広い注意・改善点を検討し、反映します。

続く設計段階では、FMEA（Failure�Mode�and�Effects�Analysis、潜在的故障モード影響解析）という⼿法で、故障

や不良、あるいは使用時の不安全の原因になりうる要因を網羅的に抽出し、評価します。ここでは、未然防⽌の観点か

ら、問題が発⽣する状況とその重大さを予測して設計に反映します。

試作段階では、設計書に基づいて試作品をつくり、実際の使用感の検証や、強度や耐久性などに関する製品試験を⾏い

ます。さらに、安全性、信頼性を⾼めるために、設計改善を実施します。

量産段階では、イトーキ独自の⼿法である「⼯程FMEA」を⾏っています。⼀般的に技術・設計部門が用いるFMEA

を、製造部門も使えるようにイトーキとしてアレンジしたもので、製品不良につながる要因を洗いだし、確実に対策を

講じています。製造⼯程における⼈・設備・材料・⽅法の変化に特に着目するアプローチを実施しており、「はじめ

て」「ひさしぶり」「へんこう」のローマ字表記の頭⽂字をとって、「3H管理」と呼んでいます。

製品品質を確保するためのプロセス
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関⻄⼯場（寝屋川）の試験設備  海外グループ会社の試験設備

内部品質監査員研修の様⼦ レベルアップ研修の様⼦

徹底した製品試験の実施

製品の安全基準もJIS規格、業界規格のみならず市場情報を反映した、さらに⾼い要求⽔準での社内基準を設定

し、より確かな品質評価を実施しています。グループ会社を含め、製品評価能⼒の向上に、継続して取り組ん

でいます。

地震災害に備えるために

社内に製品の耐震性能を検証する「3次元振動試験機」を保有し、各製品の耐震性能の把握など、地震に対す

る安全確保の技術蓄積に幅広く役⽴てています。

東⽇本大震災以降、その被災状況から⾼層建築ビルにおける⻑周期地震動への対応など、オフィス家具に対し

ても、新しい耐震基準や地震対策が求められています。イトーキでは、名古屋大学の地震⼯学・防災グループ

との共同研究を通じて、地震に対するオフィス家具や建材の開発を進めています。⾼耐震間仕切Gは、その成果

の⼀例です。

3次元振動試験機

教育研修を通じて品質を追求

品質マネジメントの⽔準を総合的に⾼めていくために、イトーキでは開発・設計、製造、品質管理などに関係する最新

の技術・技能を習得し、実践するための教育・研修を積極的に推進しています。また、海外を含むグループ会社やサプ

ライチェーンにも、品質保証部門が定期的に指導を⾏い、品質向上を図っています。
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品質道場

関⻄⼯場（寝屋川）では、「品質道場」を設けています。これは、⽣産ライン再編によって使えるようになっ

た施設内のスペースを活用し、初めて同⼯場で働く従業員が品質の初歩を学ぶ場です。塗装や品質確認に求め

られる作業⽔準を実感できるよう、不⼗分な品質の塗装の例をさまざまに⽰すとともに、照明の当たり⽅に

よってその視認性が異なることを体感させています。また、吹き付け塗装に慣れるための機器や、作業上の注

意事項をわかりやすく⽰したパネルなども設置しています。わずか5、6畳ほどの広さですが、同⼯場における

品質管理のエッセンスを凝縮した“道場”となっています。

品質道場は、もともとは関⻄⼯場（滋賀）で開始した取組みです。さらに他⼯場へも展開し、⽣産現場におけ

る品質マインド向上に役⽴てています。

お客様への品質保証

⼀般社団法⼈⽇本オフィス家具協会（JOIFA）の『オフィス家具PL対応ガイドライン』に準拠した安全な製品を提供し

ています。製品の保証期間、標準使用期間については、同協会のガイドラインが定める基準に従って設定しています。

トータルな品質活動

品質と効率の向上を図るために、製造部門だけでなく、スタッフ部門、さらにはイトーキグループ全体としての活動を

展開しています。

また、海外を含めグループ会社や仕⼊先への監査・指導を計画的に実施し、品質改善に取り組んでいます。

お客様との対話

イトーキグループは、お客様との対話を重視しています。1991年開設のお客様相談センターは、お客様とのより深いコ

ミュニケーションを目指し、誠実に対応することを⼼掛けています。お客様からいただいたご指摘は、企業にとって重要

な情報と捉え、情報共有会議を通じて関連社内部門やグループ会社へ伝達し、改善に役⽴てています。

お客様の声を活かす

お客様より、商品やカタログ掲載内容などに関するお問い合せやご要望を数多くいただいています。2015年度も引き

続き、そうしたお客様の声を担当部門と共有し、改善に努めています。さらに、部門を横断した情報共有会議を2014

年度からスタートし、今後の商品開発や営業活動に反映させていく考えです。
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東京・大阪のショールームに加え、横浜・名古屋・広島・福岡にオ

フィスプラザを設置。お客様にイトーキが提案する新しいワークス

タイルをご覧いただいています。

東京ショールーム内部

お客様の声を活かすしくみ

お客様相談センターに寄せられたお問い合わせ

2015年度お問い合わせ件数

21,465 件

（お問い合わせの内訳）

ショールームやイベントを通じたお客様との交流

Ud&Eco�style（ユーデコスタイル）に⽴脚したイトーキのさまざまな提案は、実際に⾒て、感じていただくことでその

“意味”をご理解いただけます。そのため、ショールームやイベントは最も重要なお客様との接点です。ショールームで

は、製品の展⽰のみならず、最新ソリューションや話題の製品のプレゼンテーション等も⾏っています。

ショールームを全国に展開
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イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

「イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA」（東京都中央区京橋）は、新たな共創型ビジネス開発拠点として

2012年11⽉に開設しました。お客様・パートナー様とのコラボレーション推進に向けて、年間100回をこえる多様な

イベントを開催しています。2015年度に開催したコラボレーションイベントには、内閣府主催の「企業×⼥性企業家

マッチングイベント」、デンマーク大使館と連携した「デンマークの暮らしとテクノロジー」、川崎信用⾦庫様と連携

した「知的財産交流会」などがあります。イトーキの125周年を記念して新たなビジョンを発信する「イトーキプレゼ

ンテーション125」も、2015年11⽉にSYNQAで開催しました。

※2013年にはShaw�Contract�Group�2013�Design�is…Awardにおいて、SYNQAの空間デザインが⽇本で初めてGlobal�Winnerを獲得しま

した。

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQAが⽇本で初受賞

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQAで開催のイトーキプレゼンテーション125
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売上⾼上位10社様記念撮影 2016年度全国代理店社⻑会議

代理店様独自展⽰会・セミナー

価値共創のパートナーとの連携を深めています。

販売代理店の皆様と協働して、「お客様活き活き」を実現するため、多様な交流の場を設けるとともに、⼈

材育成や情報共有を通じてその活動を⽀援しています。

販売代理店との協⼒体制

イトーキでは、当社製品の販売を担っていただいている販売代理店の皆様を、サプライチェーン上の最重要パートナーと

して捉え、相互の信頼を深めるために、さまざまな機会を設けて交流を促進しています。

「全国代理店社⻑会議」を開催

全国代理店様との強固な結束や共に⾶躍することを決起する場として、年に⼀度「全国代理店社⻑会議」を開催してい

ます。また、この会議はイトーキにとって、⽇頃の感謝をお伝えする場でもあります。

会議は3部構成で、第1部はイトーキの経営・営業⽅針の発表、第2部は売上⾼上位10社と優秀代理店様の表彰式を各

受賞店の紹介スライドを交え実施、第3部では有識者による記念講演を⾏います。さらに会議終了後には、懇親会を開

催するなど「代理店様同⼠の交流の場」としてもご活用いただいています。

�

招待会・展⽰会を⽀援

代理店様の「トータル提案による事業発展」をサポートするため、代理店様が独自に開催する招待会や展⽰会への⽀援

を⾏っています。特に、イトーキ東京イノベーションセンターSYNQAを利用していただく招待会やセミナーを数多く

実施しており、お客様への環境配慮型のオープンイノベーション空間の提案にもお役⽴ていただいています。

�
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お客様のお問い合わせ等に、タイムリーに対応できるよう代理店様専用のWebサ

イト「i-wos」を開設しています。

「i-wos」では、イトーキ製品の各種情報が検索できる業務⽀援機能のほか、製品

の販促資料やイトーキの広告開⽰情報の提供も⾏っています。�スマートデバイス

対応で外出時にも利用でき、多くの代理店社員の皆様にご活用いただいていま

す。

代理店様専用Webサイト「i-wos」

⼈材育成を⽀援する研修会

イトーキと販売代理店様がともに発展していくためには、販売の最前線を担う優れた⼈材の育成が共通の課題です。より

充実した⼈材育成を⾏うため、代理店様の社員の⽅が参加できる各種研修会を開催しています。

⼈材育成を⽀援

代理店社員の⼈材育成⽀援を目的とし、各種研修会（IDFカレッジ※）を実施しています。毎年、参加者からのアン

ケートを元に、カリキュラムを構成しています。

2015年度は、営業中堅層向けの研修や、ヒアリング・プレゼンテーション⼒を強化するプログラムを増やしました。

さらに、協⼒研修会社の公開セミナーに代理店様も会員価格で参加できるようにするなど、自⼰啓発の⽀援も⾏ってい

ます。

※IDFとは、ITOKI�DRIVING�FORCE�の略です。イトーキの原動⼒と訳し、代理店網の総称として使用しています。

2015年度ＩＤＦカレッジの様⼦

最新情報の提供と、相互の情報共有

消費者の好みや嗜好が多様化している状況下において、サプライチェーンにおけるスピーディな情報共有は不可⽋です。

イトーキでは、代理店様の販売活動に⽋かせない情報提供に注⼒しています。

Webサイトで情報を共有化
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社員がイキイキ働ける環境づくりに取り組む

イトーキは、社員⼀⼈ひとりがやりがいを持ってイキイキと働き、能⼒を最大限に発揮できる社内制度の整

備と職場環境づくりを、継続的に進めています。

社員が成⻑し、能⼒を発揮できる制度づくり、環境づくり

イトーキの⼈財像

イトーキでは、企業コンセプトに基づき、求める⼈財像を「イキイキと新しい価値を⽣みだし、お客様に感動をもたら

す⼈財�〜“今何をすべきか”自ら考え、周囲を巻き込み、最後までやりきる〜」としています。

この⼈財像に沿って、⼈財育成、⼈事評価、採用活動などを計画・実施しています。

⼈財育成の取組み

イトーキでは、さまざまな環境変化の中で、求める⼈財像に即した⼈財育成を進めていくために、教育体系を段階的に

整備しています。2012年度より「新教育体系」を導⼊し、階層別研修や選択型研修などを整えております。さらに

2014年度には、選択型研修（マーケティングやアカウンティングなどビジネスのベースとなる必要なスキルに関する

もの）を大幅に拡充するとともに、コンプライアンス・内部統制・環境といったテーマでの全社研修も充実させ、研修

全体の⽔準を⾼めました。新卒採用の社員だけでなく、キャリア採用の社員にも教育の機会をバランスよく提供できる

ようにすることを目指しています。さらに、2013年度からは、グループ会社合同の研修プログラムの実施にも着⼿。

イトーキグループ全体での研修メニューの整備も進めています。

2015年度社内研修の平均受講時間数

15.7 時間（社員⼀⼈当たり）

※新教育体系に定めた階層別・選択型 その他研修を対象に集計しており、部門での教育、社外での教育など

は含みません。
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グループ会社合同 若⼿社員研修の様⼦ 中途⼊社者対象の研修後の懇親会の様⼦

イトーキの評価制度は、個々の社員の成⻑を促す

観点から、目標の達成度で評価する「業績評価」

と、職務遂⾏能⼒を評価する「職能執務評価」で

構成されています。後者の職能執務評価では、能

⼒のカテゴリーとして「業務を遂⾏する⼒」「考

える⼒」「他者・チームに影響を与える⼒」を置

き、これらをさらに具体化した11の能⼒項目を設

定しています。目標の設定・評価は、本⼈の申告

や上⻑との⾯談を踏まえて決定され、給与・賞

与・昇格に反映されます。

評価制度のアプローチ

海外トレーニー制度

イトーキでは、グローバルに活躍できる⼈財の定期的輩出を目的とした海外トレーニー制度を2012年度から運

用しています。若⼿社員を対象に、2012年度は3名、2013年度は1名を海外拠点に派遣しました。

2015年は、2016年1⽉から派遣する2名に対する赴任前研修（グローバルリーダーシッププログラム）を約半

年にわたって実施。語学はもちろんのこと、国内と海外のビジネスの違いや、グローバル⼈財として活躍でき

るビジネスマインドを学んだ上で、現地でのビジネストレーニングをスタートします。

また2015年度には、営業パーソンの育成強化プログラムに着⼿しました。この取組みでは、「お客様に価値提供がで

きる」⼀⼈前の営業パーソンになるためのステップを明確化し、各ステップに応じた研修やOJTの⽅法を体系化しまし

た。担当者向けのスタンダードブック、リーダー向けのマネジメントブックにまとめて配布し、営業本部全体への浸透

を進めています。今後は営業職のみならず他の職種にも、この育成プログラムを展開していきます。

評価制度

評価制度は仕組みと運用両⾯の充実を目指し、継続的に改善しています。具体的には、公平な評価のために管理職同⼠

の評価基準の目線合わせや、⼈財育成につながる活発なコミュニケーションのために評価者訓練を実施しています。今

後も社員が更なる向上⼼をもって働き、キャリア形成できるよう継続的な⾒直しを⾏っていきます。

採用活動

上記に挙げた求める⼈財像に基づく採用活動を実施しています。就職活動中の学⽣の⽅々とは⼀⼈ひとりイトーキでど

のように活躍したいのか、どのようにキャリアアップしていきたいのかなど、書⾯だけでは分かりにくい部分につい

て、時間をかけてお互いの理解を深めていくことを重視しています。
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企画本部 ⼈事統括部

⼈事部�部⻑�平尾�信幸

お客様と社員、双⽅の満⾜度向上を目指して

企業コンセプトにもあるように、イトーキが目指すのは、「⼈も活き活き、地球

も⽣き⽣き」とした社会です。

真のお客様満⾜の実現を目指すには、そこで働く社員が活き活きしていなければ

なりません。⼈事制度改⾰や職場環境づくりの取組みには、社員⼀⼈ひとりが働

く喜び、働く誇りを感じ、やりがいを持って働けるかが⼀番重要だと考えていま

す。

また、イトーキには、お客様満⾜度向上に向けて創意⼯夫をする風土がありま

す。

たとえば営業部門で始まった営業改⾰は、内発的な向上⼼の現れです。⼈事部門と

しては、制度⾯での充実とあわせて、このような内発的な取組みを積極的にサ

ポートしていきます。

今後は、社員満⾜度調査を定期的に実施し、達成度合いを把握しながら、働く喜

びと誇りをより感じられる企業を目指していきます。

採用実績（イトーキ単体）

2015年度

� ⼥性 男性 総計

新卒採用 32名 39名 71名

キャリア採用 12名 25名 37名

VOICE

社員⼀⼈ひとりの多様な働き⽅を⽀える企業へ

イトーキでは2015年度から「ダイバシティ推進室」を設置し、社員のキャリアや⽣活に対しての考え⽅の多様化を踏ま

え、社内制度の整備と職場環境づくりを中⼼に進めています。多様な社員の⼒を引きだし、活かすことで、経済・社会環

境の変化へ柔軟に対応でき、社会からのご期待にお応えできる企業にしたいと考えています。

2015年7⽉ 社員ご家族⾒学会の様⼦

（イトーキ東京イノベーションセンター�ＳＹＮＱＡにて）
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企画本部 ⼈事統括部

⼈事部 ダイバシティ推進室

室⻑ 服部�由佳

⼀⼈ひとりの社員の意欲向上につながる風土醸成に向けて

2015年度の「ダイバシティ推進室」の新設以来、社内へのダイバシティの理解に

向けて活動してきました。

イトーキでは、多様な働き⽅の実現に向けて、育休や時短制度も早期に導⼊して

おり、育休取得者の復職率もとても⾼く、最近では時間単位年休制度を取り⼊れ

るなど、より柔軟な働き⽅を目指しています。しかし、ダイバシティの観点からす

ると、まだ不⼗分であると感じており、ようやく⼀歩を踏みだしたところではな

いかと考えています。

イトーキがコーポレートメッセージとして掲げる「ユーデコスタイル」の実践に

は、あらゆる意味での⼥性の参画が⽋かせません。

また、性別のみならず、障がいの有無、年齢、あるいは国籍にかかわらず、自⼰実

現の機会が持てる会社となるためにどうしたらよいか、多様な⽴場にある社員の

意⾒をもらいながら、社内の意欲向上につながるような施策を進めています。

2016年度は、まずはさまざまな階層に向けた社内研修の中にダイバシティ教育の

要素を織り交ぜ、さらなる社内の理解浸透を図るとともに、中⻑期的なビジョン

に基づいた活動に取り組んでいきます。

多様な働き⽅を可能にする制度づくり

出産、育児、介護に伴う休業・休暇や特別勤務（短時間勤務、シフト勤務）に関する社内制度を整備し、制約を抱える

時期を乗りこえて、社員がより⻑く活躍していけるよう、制度内容の周知と利用への働きかけを⾏っています。2015

年3⽉からは有給休暇取得の最⼩単位を半⽇から１時間へと変更し、自⾝の仕事以外の予定や家族の体調変化などに

も、より柔軟な対応が可能となりました。2015年3⽉の導⼊から2015年度末の10ヶ⽉間で503名が、のべ1,745回取

得し、さまざまな目的に活用されています。

またワークライフバランスの推進にとどまらず、”ワーク”と”ライフ”が相乗効果をもたらす働き⽅を目指し、適正な労

働時間管理に取り組んでいます。2014年11⽉からパソコンの稼動時間と連動した勤怠管理システムを導⼊し、時間外

労働が発⽣する場合にも、その都度上司と業務についてコミュニケーションをとっています。これにより社員⼀⼈ひと

りの業務の可視化と平準化、業務改善につなげています。

VOICE
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休暇および特別勤務制度データ（イトーキ単体、2015年度）

（ ）内は前年度

� ⼥性 男性 総計

有給休暇取得率
41.8%

(41.3%)

33.8%

(34.8%)

35.5%

(36.3%)

産休取得者数
18名

(13名)

0名

(0名)

18名

(13名)

育休取得者数
19名

(10名)

0名

(0名)

19名

(10名)

介護休業取得者数
0名

(0名)

0名

(0名)

0名

(0名)

短時間勤務者数
53名

(50名)

0名

(0名)

53名

(50名)

シフト勤務者数
1名

(2名)

3名

(3名)

4名

(5名)

※産休、育休取得者は、2015年度に休業を開始した⼈数です。

定年退職者の再雇用への対応

イトーキでは、⻑年の業務で培われたノウハウや知識・技術を若い世代へ継承し、年代をこえてイキイキと働くことの

できる職場環境づくりを目指しています。また周囲からの期待に応え、会社に貢献する再雇用社員を積極的に評価する

再雇用制度を運用してきました。

定年前にも、59歳の社員を対象として「ライフプランセミナー」を実施し、これからの仕事への向き合い⽅と⼈⽣プ

ランについて改めて考える機会を設けています。

今後はより早い段階でセミナーを実施するとともに、さらに使命感・充実感を持って働くことができるようなプログラ

ムを検討していきます。

障がい者雇用への取組み

イトーキ単体の2015年度末時点での障がい者雇用率は1.80%です。今後は、2018年4⽉の法定雇用率の改正に向け

て、障がいを持つ社員が働きやすい環境のさらなる整備に努めるとともに、雇用率を向上させるための施策を実施して

いきます。
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⼈事関連データ（イトーキ単体）

（2015年12⽉31⽇現在）（ ）内は前年度

� ⼥性 男性 総計

正社員
417名

(384名)

1270名

(1265名)

1687名

(1649名)

正社員以外
65名

(59名)

299名

(310名)

364名

(369名)

管理職
11名

(9名)

294名

(306名)

305名

(315名)

正社員平均年齢
36歳7ヶ⽉

(36歳4ヶ⽉)

42歳10ヶ⽉

(42歳10ヶ⽉)

41歳3ヶ⽉

(41歳4ヶ⽉)

正社員平均勤続年数
12年4ヶ⽉

(12年5ヶ⽉)

18年1ヶ⽉

(18年4ヶ⽉)

16年8ヶ⽉

(16年11ヶ⽉)

正社員以外平均年齢
39歳11ヶ⽉

(40歳5ヶ⽉)

44歳11ヶ⽉

(40歳0ヶ⽉)

44歳0ヶ⽉

(44歳3ヶ⽉)

正社員以外平均勤続年数
4年4ヶ⽉

(5年0ヶ⽉)

11年2ヶ⽉

(11年7ヶ⽉)

9年11ヶ⽉

(10年6ヶ⽉)

再雇用⼈数
2名

(2名)

50名

(61名)

52名

(63名)

障がい者⼈数
5名

(3名)

32名

(30名)

37名

(33名)

障がい者雇用率
1.80%

(2.13%)

※正社員および正社員以外の雇用⼈数の集計は、当社が定める各種規程・制度の対象となる社員および契約社員を対象と

しています。

※障がい者雇用率は、定められた⽅法に従い算出しています。

⼀⼈ひとりがイキイキと働くための健康管理サポート

社員⼀⼈ひとりがイキイキと働く職場環境であるためには、病気やケガにつながる要因を未然に防ぎ、健康を保持・増進

させるための施策を積極的に展開していくことが重要であると考えています。
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健康診断受診の徹底

社内向けWEB広報誌『健康管理室だより』や各事業場安全衛⽣委員会で、社員に対して、健康診断を受診する必要性

を定期的に伝えるとともに、健康保険組合や社内の補助⾦制度などの情報を提供しています。

また、健康診断指定期間を設け、できるだけその期間に受診ができるよう、啓蒙活動を⾏ったり、未受診者に対して

は、職制を通じて受診勧奨をするなど、全社で健康診断受診率の向上を図っています。2015年度健康診断受診率は

100％でした。

2015年度健康管理室だより

⽣活習慣病の予防対策

健康診断受診後、各地区の事業場では産業医と保健職が中⼼になり、⼆次検査や再検査、治療が必要な社員には積極的

に医療機関の受診を働きかけています。⼆次検査受診の際には、特別有給休暇のヘルスケア休暇を利用できます。ま

た、⽣活習慣病を予防するために、保健指導を実施し、健康診断の有所⾒者の減少にも努めています。全社に年間を通

じて情報提供をし、社員の健康に関する意識を⾼める活動も⾏っています。

メンタルヘルスケア対策

イトーキでは、2006年からメンタルヘルス対策に取り組んでいます。

1〜3年目⼊社社員対象の研修や、新任管理職への研修、各事業場の特性に合わせた研修を実施しています。管理職向け

の研修では安全配慮義務や傾聴を中⼼としたラインケアを、⼀般職層向けには自らをストレスから守るセルフケアなど

を学んでもらいました。

また、本社や東京本社では、⽉に2〜4回の産業カウンセラーによる社内カウンセリングを実施するなど、メンタルヘ

ルス不調者へ休業前から復職後までの継続的な⽀援を実施することで、メンタルヘルス不調の早期発⾒や再発防⽌に努

めるとともに、継続的に就業してもらえるようサポートしています。

2016年度からはストレスチェック制度導⼊により、労働者自⾝のストレスへの気づきを促すとともに職場環境の改善

につなげ、メンタルヘルス不調を未然に防⽌する⼀次予防を進めていきます。

感染症予防対策

過去の新型インフルエンザの流⾏拡大などを受け、イトーキでは、社員の健康維持と事業継続を含むリスク管理の観点

から感染症予防対策に⼒を⼊れています。

社内広報や全社安全衛⽣委員会などを通じて、積極的に情報提供を⾏う、健康保険組合の補助⾦を利用し予防接種を社

内施設で実施するなど、インフルエンザの罹患予防にも取り組んでいます。⼀⽅、罹患者が出た際は、安全衛⽣管理室

への報告により、集団感染拡大防⽌に努めています。数年にわたるこうした継続した取組みは、確実にインフルエンザ

罹患者の抑制に繋がっています。
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休業災害件数0件

不休業災害件数2件

度数率0.00

強度率0.00

※度数率:

 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による 死傷者数

※強度率:

 1,000延べ実労働時間当たりの労働損失⽇数

� 2013年 2014年 2015年

休業災害 1件 0件 0件

不休業

災害
3件 1件 2件

度数率 1.44 0.00 0.00

強度率 0.16 0.15 0.00

休業災害：休業1⽇目よりカウント

⼈が主役の環境づくりを提唱するイトーキは、社員が安全で安⼼して働ける職場

環境を構築するとともに、健康の保持と増進に努めています。安全は企業活動の

基本条件であることを全員が認識し、労働災害の防⽌を図ることを目的に安全衛

⽣活動を積極的に推進しています。毎年、労働災害ゼロを目標に、全社安全衛⽣

委員会、事業場ごとの安全衛⽣活動、協⼒会社様との災害防⽌協議会、安全大会

など多彩な活動を展開しています。

東京地区安全大会

（2015年6⽉15⽇開催）

「⼈が主役の環境づくり」を⽀える安全衛⽣活動

労働上の安全確保は、企業の社会的責任の中でも特に重要な使命です。イトーキは、安全を最優先する企業体質の構築

と、災害の不安なく働くことのできる安全で快適な職場環境の整備に取り組んでいます。

労働災害に関するデータ（2015年度／⽣産部門）

安全・安⼼な環境づくり
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震度７の体験 消⽕器体験 ＡＥＤの取り扱い説明

イトーキ安全衛⽣管理体制（全社安全衛⽣委員会に労働組合代表も参加）

防災訓練の実施

イトーキの東京オフィスは、複数のオフィスビルに分かれており、災害時、各オフィス間の連絡がリスク管理上の課題

となっていたため、⼊船・京橋地区各ビル間の連絡を補完する機能として簡易無線を導⼊しています。また、安否確認

訓練では、業務時間外や休⽇の災害発⽣を想定し、休⽇や時間外に実施するなど、さまざまな状況に対応できるように

しています。

2015年10⽉には、東京地区の自衛消防隊組織に対し自衛消防訓練を実施し、⾸都直下地震を想定した体験学習を⾏い

ました。

本所防災館での「自衛消防訓練体験学習」の様⼦

� �
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健全で円滑な労使関係の構築

イトーキは、企業としての将来ビジョンや重要課題をめぐって徹底した議論ができる健全な労使関係が、働きがいのある

会社をつくる上で不可⽋だと考えています。2015年度は、この理念を実現すべく労使協議会を11回、地区・事業所ごと

の地区労使協議会を17回開催し、オープンに情報や課題認識を共有するとともに、率直かつ建設的に解決策を模索しま

した。

また、イトーキにおける労使関係は、幅広く多岐にわたり連携・協⼒を⾏っていくことが特徴の⼀つとなっております。

2015年度は社⻑と若⼿組合員が直接意⾒を交わす「未来集会」という会合を全国7⽀部にて実施しました。この取組み

は参加者に非常に好評で2016年度も参加対象者や議論テーマを刷新して継続していく予定です。また、大阪府の森林保

全制度、「アドプトフォレスト制度」に参画し、府内に1.9haの「イトーキの森」を開設。環境管理部と労働組合が主体

となって間伐などの森林保全活動を進めております。

さらに、⼈事部、健康保険組合、労働組合の三者協働で、“健康状態の⾒える化“および”健康促進”するための社員向け情

報誌「イトーキ健康⽩書」を製作･配布するなど、連携･協働の在り⽅も多様化してきております。

「未来集会」を通じた経営トップとの交流

2015年9⽉から11⽉にかけて、労働組合と会社の協同で、全国7⽀部において「未来集会」を開催しました。

全国７⽀部より、20代から30代の現場のリーダーとなる参加者は、これまで社⻑と直接顔をあわせて話す機会

はなかった組合員です。

集会は、「もし自分が社⻑だったら始めたい新しいこと」「お客様が自分に求めていること」などイトーキの

未来につながる質問について参加者が討論・発表し、平井社⻑がコメントを返す形式で実施しました。

参加者にとっては、自⾝が社⻑になったつもりで普段の業務よりも広い視野をもって全社の事業を振り返った

り、社⻑の考えや⼈となりに直接触れたりできる機会となり、また平井社⻑にとっては次世代を担う社員の意

⾒を広く聴ける場として、双⽅にメリットのある取組みでした。

会社側、労働組合ともに、今後もこの取組みを継続していきたいと考え、2016年度の内容の検討を開始してい

ます。

「未来集会」の様⼦

労働組合の活動

イトーキ労働組合は、⼀般職層（管理職以外）の3等級までを構成員の対象とし、職種・部門の枠をこえて全国で活動を

展開しています。存在意義に“組合員の⽣活の安定と向上”を掲げた「イトーキ労働組合宣⾔」（2014年改定）を策定し、

組合員のための活動を⽇々継続しています。
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イトーキ労働組合宣⾔

存在意義

組合員の⽣活の安定と向上

労働組合が目指す組合員の姿

⼀．�組合員が、「安⼼」「安全」に働くこと

⼀．�組合員が、互いに「共感」し合うこと

⼀．�組合員が、互いに「尊重」し合い「誇り」を持つこと

⼀．�組合員が、「自⽴」し「自⼰を実現」していくこと

組合組織率（2016年4⽉時点）

66.4 ％

組合員主導による活⼒あふれる職場づくり

イトーキ労働組合は、目指す組合員の姿を「安⼼・安全」、「共感」、「尊重・誇り」、「自⽴・自⼰実現」の４段階

に位置付けており、「安⼼・安全」に係わる賃⾦・労働時間・⼈事制度などの労働条件の整備・改善を活動全般の根幹

としていますが、それ以外にも幅広い活動を⾏っています。

１.�「共感」に関する取組み

各地の特性に合わせた様々な“⽀部活動（イベント）“、社内だけでなく社外の他労組の組合員との交流・情報交換をす

ることができる“コミュニケーションイベント”、“グループ会社との交流”、「労働組合アンケート」や「イトーキ健康

⽩書」などを通じた“情報収集・発信”などを⾏っています。

２.�「尊重・誇り」に関する取組み

前述の「イトーキの森」、2015年で6年目を迎えた「中央区の森間伐体験ツアー」などの社会貢献活動を通じ、社会･

地域への参画意識を⾼める“社会との価値共創”を⾏っています。

３．「自⽴・自⼰実現」に関する取組み

⼿を挙げた組合員自らが様々なイベント・企画の⽴案・実⾏ができる“⽀援プロジェクト”を⾏っており、「他企業⼯場

⾒学ツアー」、「働く⼥性の応援講座」、「ハンドマッサージ体験」、「リラクゼーション講座」など、独創性に富ん

だ数々の企画･取組みが組合員によって作りだされています。

上記のいずれの活動・取組みは、組合員の「自分たちが働く職場環境を自分たちで良くしていきたい」という強い思い

が起点となり⽣みだされています。
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森林保全活動

（間伐体験ツアー）の様⼦

コミュニケーションイベントの様⼦

イトーキ労働組合の活動（第55期〈2015年9⽉〜〉）
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第66回定時株主総会

（2016年3⽉23⽇開催）

機関投資家向け決算説明会

（2016年2⽉25⽇開催）

株主総会

1 回

決算説明会

2 回

スモールミーティング

4 回

ワンオンワンミーティング

80 回（海外含む）

幅広い対話機会、公正かつニーズに応える情報開⽰、

継続・安定的な配当を通じて、株主・投資家の皆様との

つながりを築いていきます。

対話と情報開⽰

株主・投資家の皆様との対話を重視

株主・投資家の皆様からいただいたご意⾒を経営に反映していくことを重視しています。年1回の定時株主総会をはじ

め、年2回の機関投資家・アナリスト向け決算説明会、国内機関投資家訪問、海外投資家とのテレカンファレンス、個

別ミーティング等を適時実施するなど、株主・投資家の皆様との直接対話の機会を積極的に設けています。決算説明会

では、経営トップ自らが直近の業績の発表、中期経営計画の進捗や事業戦略など、経営の⽅向性に関する説明を⾏った

上で、幅広いご質問にお答えしています。いずれの対話機会においても、オープンで率直なコミュニケーションを⾏う

よう努めています。

2015年度の株主・投資家の皆様との直接対話
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イトーキでは、すべてのステークホルダーの多様性を尊重するように努めていま

す。株主総会では、スクリーンに映写する資料にカラーユニバーサルデザイン

（CUD）を採用。濃淡を強調し、⾊覚の個⼈差に関係なく、できるだけ多くの

⽅に⾒やすいよう配慮した映像としています。

⾊の違いよりも濃淡を重視した

CUD仕様の資料映像

Webサイト「IR情報」 英⽂ページ

カラーユニバーサルデザインによる映像資料（株主総会）

Webサイトによる情報開⽰

イトーキでは、経営の公正性・透明性を客観的にご理解いただけるよう、IR情報の充実に努めています。各種法令およ

び東京証券取引所の定める適時開⽰規則に基づいた情報開⽰はもとより、株主・投資家の皆様のニーズへの対応を重視

しています。

情報開⽰の⽅法については、その重要度や内容に応じて、ニュースリリース、公告、説明会の中から最適な⽅法を選択

して⾏うとともに、Webサイトの「IR情報」にすべての情報を記載し、英語表⽰も速やかに掲載しています。決算短

信、有価証券報告書などのほか、決算説明会のプレゼンテーション資料や会社概況などの資料をPDF形式で掲載し、随

時閲覧いただけるようにしています。
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1株当たり配当⾦の推移 イトーキ株主構成

株主の皆様への利益還元

継続的かつ安定的な配当政策を推進

イトーキでは、株主の皆様への利益還元を経営の重点⽅針のひとつとし、会社の収益状況、内部留保の充実、今後の事

業展開などを総合的・⻑期的に考慮した上で、継続的かつ安定的に配当することを利益配分の基本⽅針としています。

2015年度の配当⾦は、前年度に続き、1株につき13円としました。

（2015年12⽉31⽇現在）

2015年度配当⾦

1株につき

13 円（前年度⽐±0円)
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イトーキは、コーポレートメッセージを基本的な視点としながら、

⼈と地球が「イキイキ」とする持続可能な社会の実現に貢献するさまざまな活動に取り組

んでいます。

ユニバーサルデザイン普及への取組み

イトーキでは、コーポレートメッセージとして「Ud&Eco�style（ユーデコスタイル）」を掲げて以来、ユニバーサルデ

ザインと環境保全活動の普及に取り組んでいます。

関連団体への参加と講演を実施

Ud（ユニバーサルデザイン）や環境問題に携わる関連団体・NPOと連携し、最新の動向調査や基礎研究などを推進し

ています。これらの研究成果は、企業活動に活かすとともに、研究発表や講演会などを通じて⼀般社会への普及にも努

めています。

ユニバーサルデザインと環境に関する主な参加団体（2015年12⽉現在）

グリーン購⼊ネットワーク（GPN）

エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会（SPEED研究会）

こどもエコクラブ

やまなし⽔源地ブランド推進協議会

⽇本⼈間⼯学会

⽇本オフィス学会UD部会

⽇本ファシリティマネジメント協会UD部会

プラチナ社会研究会�プラチナシティ・プロジェクト

東京大学産学ネットワーク｢ジェロントロジー｣

⽣物多様性⺠間参画パートナーシップ
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授賞式の模様

事例発表風景

地域のコミュニティづくり コミュニティによるまちづくりを

テーマにしたワークショップ

⾼齢者の集い

第3回プラチナ大賞 審査委員特別賞受賞

産業創出やアイデアあふれる⽅策で地域課題の解決を目指す取組みを称え

る表彰制度「第3回プラチナ大賞」（主催：プラチナ構想ネットワーク、

プラチナ大賞運営委員会）において、イトーキの「働きながらカラダとコ

コロの健康づくり「Workcise（ワークサイズ）」が、審査委員特別賞を

受賞し、2015年10⽉23⽇に表彰式が⾏われました。

⽣物多様性⺠間参画パートナーシップ第５回会合で発表

イトーキが参加している⽣物多様性⺠間参画パートナーシップの第5回会

合（2016年3⽉28⽇開催）で、イトーキが「事業活動とともに取り組む

⽣物多様性の保全」というテーマで、イトーキが提供するEconifa（エコ

ニファ）の事例発表をしました。

東京大学産学ネットワーク｢ジェロントロジー｣への参加

この産学官連携の活動は、⻑寿社会の⽣活とニーズに対する理解を深め、⽇本社会の急速な⾼齢化による社会システム

や⽣活環境の変化に対応する⽅策を⾒出すことを目的としています。安⼼で活⼒ある⻑寿社会実現に向け、企業・団体

のネットワークによるイノベーションと新産業の創出を目指し、⾼齢者や⾼齢社会全般にかかわる諸課題を研究してい

ます。イトーキは、2011年度からこの活動に参加し、各分野のワークショップや各地で開催される「⾼齢者の集い」

や「産学官⺠連携のまちづくり」「⼈⽣90年時代の⼥性ライフデザイン研究」などにかかわりながら、超⾼齢社会に

求められるユニバーサルデザイン、ユーザーオリエンテッドデザインなど、未来に向けた新しい価値創造・共創活動に

取り組んでいます。

※ジェロントロジー（⽼年学、加齢学）とは、⾼齢者や⾼齢社会の諸問題を解決するために、医学、看護学、理学、⼯学、法学、経済学、社会学、倫理学、教育学

などの幅広い領域を包含し多⾯的、総合的に研究する学際的学問です。

� �
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⼥性のライフデザイン研究会 研究活動報告会と地域モデル事業施設のリサーチ活動

� �

�

まちの変化に対する期待や要望ヒアリング東京⼾越銀座駅『⽊になるリニューアル』

地域への貢献

やまなし⽔源地ブランド推進協議会への参画

全国の⼭間部は、崩壊する⼈⼯林の整備促進、間伐材の利活用・⼿法の確⽴、地域の担い⼿を含む林業の復活、森林資

源を活用した多次産業の開発・振興、企業や都市住⺠含む外部への情報発信といった共通の課題を抱えています。⼭梨

県早川町、丹波⼭村は、東京都をはじめとする都市の⽔源地としての機能を保つことも求められていますが、地域の⼒

だけでこれらの課題を解決していくことは困難であり、地場の素材を活かすための企画、デザイン、販売など、さまざ

まな⼒が必要とされています。上記町村を中⼼に産官⺠が集い、2012年5⽉に推進協議会を設⽴。参画する各メンバー

が持つ⼒を出し合って、「やまなし⽔源地ブランド」�として魅⼒ある商品等を開発・発信することにより、地域活性

化と緑豊かな⽔源地の保全を目指しています。�2015年度は、⽊材利用の新しい用途を提案する製品開発（主に屋外や

店舗向け家具）や、イベント開催などによる森や産地の情報発信を⾏いました。
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・森の声を聴くチャンネルサービスForest�Notes（フォレスト

ノーツ）に、「やまなし⽔源地」のチャンネルが新たに開設さ

れました。Forest�Notes（フォレストノーツ）は、森にマイク

を設置し、それぞれの森の声をパソコンやタブレット、スマー

トフォンなどをつうじて、都会の⼈々に伝える仕組みです。⿃の

声、⾍、動物、⾬や風、室内にいながら気軽に自然を感じるこ

とができます。やまなし⽔源地の自然の⾳をどこにいても聴い

ていただくことができるようになりました。（Forest�Notesの

サービス提供、webサイトの運営は、株式会社JVCケンウッド

が⾏っています。）

・屋外向けの地域材家具シリーズとして、組⽴式屋台terima（テ

リーマ）、組⽴式ベンチとテーブルBANCO（バンコ）を開発し

ました。これらの製品はスギなどの地域材を素材とし、軽く、

簡単に組み⽴てられる特徴があります。

・商業施設向けの什器ＳＩＬＶＩS（シルヴィス）を開発しまし

た。地域材でつくれるシステム棚となっており、品川区のKaido

Books�&�coffeeで使われています。

やまなし⽔源地ブランド製品

モバイルＢＯＸ"COYA（コヤ）"

"terima＆BANCO（テリーマ＆バンコ）"

やまなし⽔源地ブランド製品を

使った事例Kaido�Books�&�coffeeの

様⼦（東京都品川区）

2015年開発事例

2015年イベント開催事例

・2015年3⽉には、品川区商店街連合会の主催で品川区内の親⼦20名と⼀緒に、BANCOを使ったペイント

ワークショップを⾏いました。完成後は地域の⼾越銀座商店街に置かれて大切に使われています。この活動

は、Forest�Good�2015－間伐・間伐材利用コンクール－製品づくり・利用部門において、奨励賞を受賞し

ました。

・⽔源地である産地のことや、地域材活用の情報をお伝えするため、やまなし⽔源地シンポジウムを開催して

います。2015年は、2⽉に横浜市内、10⽉にイトーキ東京イノベーションセンターSYNQAで、計2回開催し

ました。

こうした継続的な活動の成果として、2015年12⽉には、「ウッドデザイン賞2015（新・⽊づかい顕彰）」（ウッド

デザイン賞運営事務局主催）においてソーシャルデザイン部門 奨励賞（審査委員⻑賞）を受賞しました。また、やま

なし⽔源地ブランドで開発した製品および納品事例も、3件が受賞しました。やまなし⽔源地ブランドの活動に賛同さ

れた多くの自治体、企業、団体に、製品を採用いただいています。

※受賞内容について詳しくは、⽣物多様性の保全・維持をご参照ください。
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デザインコンペティション

ポスター

受賞作品例�物件改装部門「refabric」 デザインコンペティション授賞式

清掃活動の様⼦

地⽅創⽣への参画

○⼭梨県富⼠吉⽥地域デザインコンペティションに協賛

富⼠吉⽥市は古くから富⼠⼭信仰を⽀える街として発展し、近年は世界⽂化遺産登録された富⼠⼭の構成資産がある地

域として、さらなる知名度の向上を目指しています。また、都⼼から1時間半という⽴地と環境の良さから、最近少し

ずつクリエイターの移住が始まっています。このような動きに呼応し、富⼠吉⽥市では地域の産業や課題とクリエイ

ティブを結びつけ、⽇本全国ひいては世界へ発信可能な魅⼒のあるデザインやアイデアを募集し、地域活性化に結びつ

ける活動をスタートさせました。

イトーキは、このアイデア等を募集するコンペティションの実⾏委員会の⼀員として企画・実⾏に携わり、コンペティ

ションの公開審査会と授賞式をイトーキ東京イノベーションセンターSYNQAにて開催するなど、この活動の周知に努

めています。イトーキは、多様な⼈々が共⽣できる社会の⼀員として、地⽅創⽣への取組みを加速させていきます。

� �

地域の環境をもっときれいに豊かに

イトーキグループでは、全国にある⼯場や物流センター内の緑化や、オフィス周辺地域の清掃など、地域の⼀員として

美化活動を⾏っています。

�

教育への貢献

社員を講師とする出張授業

さまざまな大学において社員を講師とする出張授業を⾏い、イトーキが蓄積してきた知⾒を教育の場に還元していま

す。2015年は、昭和⼥⼦大学において、プロダクトデザイン授業に協⼒し、当社イノベーションセンターSYNQAで学

⽣が制作した作品を展⽰（「本ト⽊ト展」）したほか、「地域材活用について」をテーマに授業も⾏いました。
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関⻄⼯場周辺の⼩学⽣の⼯場⾒学の様⼦

社員による間伐ツアー

地域の教育プログラムへの協⼒

○学外実習⽣の受け⼊れ

関東⼯場では、地元の⾼等専門学校の⽣徒を、学外実習⽣として継続的に受け⼊れています。これは、同校が技術者育

成に係る専門教育の⼀環として⾏っており、夏季休業中に企業などの指導者の下に⽣徒を派遣するもので、製造現場で

の設備改善を経験する機会として役⽴てていただいています。また、地元の⾼校⽣の受け⼊れも開始しました。今後、

受け⼊れ校数も増加していく⾒込みです。

○⼯場⾒学

関⻄⼯場（寝屋川および滋賀）では、地元の⼩学⽣の⼯場⾒学を、毎年受け⼊れています。製造現場や働いている社員

の様⼦とともに、⼯場におけるさまざまな⼯夫についても⾒ていただいています。また、⾼校や大学から⼯場⾒学のご

要望がある場合にも、できるかぎり対応しています。

� �

環境保全・社会貢献活動への貢献

森林保全作業に参加

○中央区の森間伐ツアー

東京本社のある東京都中央区は、東京都⻄多摩郡檜原村にある「中央区の森」で、間伐、枝打ち、下草刈りなど森林保

全作業を⾏う機会を提供しています。イトーキでは、この機会を継続的に活用しており、毎年秋に社員有志がボラン

ティアで参加する間伐ツアーを⾏っています。6度目の開催となる2015年度の同ツアーは11⽉28⽇に実施。39名が参

加して、間伐作業と丸太の運び出しを⾏いました。
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「ステナイBOOK」は、NPO法⼈シャプラニール（市⺠による海外協⼒の会）

とブックオフコーポレーション株式会社が実施する、不要な本やCDなどを、ス

トリートチルドレンや南アジアの⼈々の⽣活向上のための⽀援活動に役⽴てる活

動です。イトーキでは2009年12⽉から、企業としてこの活動に継続的に参加し

ており、各⽀社・⽀店や⼊居ビル等の単位で取りまとめ、定期的に送付していま

す。

東⽇本大震災の被災から復興へ。産学連携による新しいアイデアと考え⽅を協創

し、実証・賛同者と⼀緒に新しいことを興し、いずれ地域でまわりだす。このコ

ンセプトをもとに、東京大学は2012年から2015年3⽉まで、被災地の岩⼿県大

槌町をフィールドとして、「東京大学大槌イノベーション協創事業」（経済産業

省の産学連携イノベーション促進事業に採択）に取り組みました。イトーキは、

この事業の参加企業として、初年度より「クリエイティブ集会所・実証拠点コ

ミュニティ・プレイス」プロジェクトに参画。仮説住宅でお住まいの⽅々や学

⽣、現地活動団体の⽅々との交流・意⾒交換や現地イベントの開催に協⼒してき

ました。

さまざまな多世代の⼈々が交流できる居⼼地のよい「コミュニティを⽀える ま

ちのリビング」という場と交流機会の重要性を把握しながら、東京大学の学部横

断メンバーと参加企業数社で検討。アイデアや模型について現地の⽅々と意⾒交

換を重ね、新しいコミュニティスペースのスタンダートなどを協創しました。

クリエイティブ集会所・実証拠点

「大槌コミュニティ・プレイス」

○大阪府アドプトフォレスト制度への参画

イトーキは、2015年度より大阪府アドプトフォレスト制度へ参画いたしました。詳しくは、⽣物多様性の保全・維持

をご参照ください。

ステナイBOOK活動に参加

震災復興に向けた取組み

イトーキでは、産学官⺠連携のもと、東⽇本大震災の復興⽀援活動に継続して取り組んでいます。

震災復興まちづくりへの参画

町並みへの配慮や、複数団体が同時に活用できる分棟形式となっているほか、暖かみのある⽊の構造、さまざまな利用

が可能で⼼地よい対話が可能な組み合わせ家具、料理を楽しめるキッチン機能、⽇常でも非常時でも有効活用可能な太

陽光発電機能などで構成されています。まちづくりの議論の場としてだけではなく、健康体操、スパイス講座など、地

域の⽅々にさまざまなレイアウトで継続的に活用いただけるプログラムも実施。実際に体験することで、新しい集会所

がより⾝近に感じていただけるよう取り組んできました。

「イトーキの震災復興に向けた取組み」の詳細はこちら
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社内ワークショップの様⼦

折り樹

�

スパイス講座や健康体操などのイベントの様⼦

イトーキでは、このようなコミュニティ・プレイスが、被災地のみならず、超⾼齢社会において地域創⽣⼒を持続的に

⽣むモデルになりうるとも考えています。今回の取組みをきっかけとして、地域課題＝「コト」と議論の場＝「バ」を

効果的につなげ、解決に導くための創造的な空間づくりも追求し続けています。�2015年には、その⼀環として、コ

ミュニティ・プレイスの社内関係者、多様な部門が「イノベーションを⽣み出す空間づくり」について議論するワーク

ショップを3か⽉にわたって開催しました。そこでは、新しい働き⽅のスタイルについてのアイデアをベースに、それ

を地域活性化にどう応用していくかのモデルについて考察・考案。変⾰という視点が多くのアイデアをもたらす新たな

⼒となることが確認できました。今後はこの活動を、社外の⽅々との意⾒交換を通じて⾼めてゆくフォーラムへと発展

させていきたいと考えています。

� �

「折り樹」による被災地⽀援へのサポート

イトーキは、社会性の⾼い商品の提供を通じて、東⽇本大震災の被災地の復興⽀援活動をサポートしています。

⽇清医療⾷品株式会社様は、約4万3千名の社員の皆様に献血活動を呼びかけるとともに、広く社会に対して献血活

動への参加を呼びかける「献血で東北⽀援を！」キャンペーンに、⽇本赤⼗字社と連携して取り組まれています。そ

して、献血にご協⼒くださった⽅には、当社が提供する「折り樹（じゅ）」を渡されています。「折り樹」は、宮城

県の⼭林からの間伐材（スギ）から作る、天然の⽊の折り紙で、これをお使いいただくことは被災県の林業の活性化

につながります。
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「献血で東北⽀援を！」は、今回で4回目になります。ノベルティ

は、1回目はヒノキの板（お風呂で使うと檜風呂のにおいがす

る）、2回目は岩⼿宮城福島の三県産の利休箸だったが、3、4回

目はイトーキの折り樹を採用しました。斬新さ、⾒て折って触っ

て東北を感じられること、そして「折っても割れない樹⽊」とい

うインパクトが、採用のポイントになりました。献血にご協⼒く

ださった⽅々からは、「⽊の⾹りがいい」「⽊目がきれい」と

いった好評をいただいています。

右から

⽇清医療⾷品株式会社�総務本部�総務部

広報課�神⼾�修様

東京都赤⼗字血液センター�事務部�企画課

⼭内�美江様

イトーキ ソリューション開発統括部

ソリューション開発部

Econifa開発チーム�⽥渕�陽⼦

2015年7⽉29⽇、新丸の内ビルディングにて開催された「CSV経営サロン

２０１５」に平井社⻑がプレゼンターとして登壇しました。

イトーキが産官⺠連携にて取り組んでいるCSVビジネス事例として、Econifa�と

SYNQAを中⼼に講演を⾏いました。

※エコッツェリア協会（⼀般社団法⼈ 大丸有環境共⽣型まちづくり推進協会）

「大丸有環境ビジョン」や「大⼿町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライン」を⾏動指針として、大

丸有エリア内外の連携や協働、横断的な産学連携を促進しながら、環境共⽣型のまちづくりに貢献する事業

を推進・⽀援する公益的な法⼈です。

2014年7⽉5⽇、中欧国際⼯商学院上海キャンパスにて開催された「第三回世界

同族企業フォーラム」に⼭⽥会⻑が参加しました。

フォーラムでは、中国の同族企業200社以上の社⻑の前で「イトーキの創業、発

展と私が考えた同族経営」について講演を⾏いました。

⽇清医療⾷品株式会社様より

トップによる社会との対話

エコッツェリア協会※「CSV経営サロン２０１５」で平井社⻑が登壇

「第三回世界同族企業フォーラム」に⼭⽥会⻑が参加
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