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この冊子から排出されるCO2 220g（一冊当たり）を
カーボン・オフセットしています。
会社案内2020版の原材料調達、製造工程において発生するCO2を
カーボン・オフセットしています。
●　プロジェクト：REDD+
●　オフセット総量：2t
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企業コンセプト

ビジョンステートメント

人も活き活き、地球も生き生き
Vibrant People, Beautiful Planet.

私たちは、生き生きと持続する美しい地球と、

そこで活き活きと活動する人びとが、互いに作用しながら織り成していく、

躍動感ある未来を求めて企業活動を行っていきます。

私たちは、活動の全ての領域において徹底的な環境配慮を続け、

人びとの多様な価値観を受容する寛容さを持ち、

創造的で豊かな、活力ある社会の実現を目指していきます。

Vision Statement

ミッションステートメント

Mission Statement

明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.

私たちは、心と身体の健康を維持し、高い生産性を実現しながら、

力強い創造性を発揮し、そして価値あるイノベーションを生み出していく、

そういった、人びとの「働く」という活動を支援していきます。

私たちは、常に「人」を中心に据えた思考を持ち、

明日へとつながる、新鮮で価値ある、充実した「働く」をデザインし、

お客様の働く「空間」「環境」「場」づくりを実践していきます。

ITOKI　　Corporate Profile02 ITOKI　　Corporate Profile 03



次世代の働き方を実現する

4つの価値

明日の「働く」を、デザインする。

それが「XORK St y le」

そして、社会にHapp ines sを。

企業にH a p p i n e s sを。
ワーカーにH a p p i n e s sを。

企業としてビジネスの成長を遂げながら、同時にワーカー個人としての幸せを実現する。イトーキが

目指すのは、ワーカーが働き方を自律的にデザインしていく「XORK Style」という、新しい働き方

戦略。組織とワーカーの変革が、その先の社会も変えていきます。

イトーキが導き出した次世代の働き方戦略「XORK Style（ゾーク・スタイル）」。

その理想を最高レベルで支援するワークプレイスとして誕生した“ITOKI TOKYO XORK”で

自らが働き方の変革を体現し、未来の働く幸せを世界に向けて発信しています。

そこでの実践により得られた経験を新しい価値としてさらに社会に提供していきます。

ワーカーの変革
個人の Happiness

組織の変革
企業の Happiness

持続的成長
Profit / ESG / Brand

革新性と付加価値創出
Innovation

生産性と創造性
Productivity & Creativity

Well-Being
幸福

Quality of Life
社会的な生活の質

Work Engagement
仕事に対するポジティブな気持ち

社会のHappiness
Vibrant People, Beautiful Planet.

イトーキが創る、次世代の働き方。

Next Work Style

ワーカーの能力を解放する
これからのワークスタイルの発信。

XORK Styleを構成するのは、総合的な働き

方戦略「ABW」と、社員の心身を健全に保つ

空 間 品質基 準「W E L L  B u i l d i n g  

StandardTM」。オフィス環境に変革をもたらす、

これからのワークスタイルを発信します。

P.06

Product

次世代の働き方をサポートする
多彩なプロダクト。

ABWの働き方をサポートするパネルシステムを

はじめ、新しい働き方に応えるワークチェア、

さまざまな課題を解決するための建材や設備

など、多彩なプロダクトを提供します。

P.07

ICT 

未来へつながる
革新的な技術。

次世代の遠隔コミュニケーションや移動通信

システム、オフィスの運用管理などをテーマ

に、働き方のさらなる進化に必要な技術を研

究開発しています。

P.09

Solution

変革へと導く
ソリューション。

働き方変革をより確かなものにするための診

断、ワーカー自らの意識を変えるサポートアプ

リ、安全を護る減災対策など、各種ソリュー

ションをご提案します。

P.08
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ADDSITE

nor t Pixe l

次世代の働き方へと導く
これからのワークスタイル戦略。

イトーキは世界各国で30年以上ABW導入支援を行っている
Veldhoen+Companyと業務提携し、日本国内でのコンサルティ
ングサービスを共同で行っています。

ワーカーの心身を健全に保つ
Well-beingなワークプレイス。

WELL Building Standard TM（WELL認証）は働く人

たちの健康・快適性に焦点を当てた世界初の建物・室内

環境評価システム。働く社員の健康を第一に考える環境

を整備しています。

自分たちの働き方も変革し、お客様により働きやすい環境を。

最近、私が営業の仕事を通して感じているのは、「家具を売る」から「働き方を提案する」に変化してき
ていることです。お客様からも、コミュニケーション、仕事の生産性、社員の満足度を高めたいという相
談が多くなりました。私たち自身も新社屋に移り、働き方が変わりました。ABWの考えに基づいた、自己
裁量で働く場所を選べるオフィスなので、午前中は集中して作業したいから個室に、午後は上司に報
告があるので対話しやすいブースにと、一日のスケジュールと働く場所を一緒に考えるように。また個
人的には、一昨年結婚したこともあり、共働きの理想形を目指して働き方変革を実践中です。働き方が
自由に選べる時代に向けて、実体験を生かし、より働きやすい環境を提案していきたいと思っています。

営業本部　東京支社
第1支店　販売1チーム上田 幹菜

新しい世代の働き方にフィットする、オフィスづくりを目指して。

入社3年目に「HAX」という製品の企画を手掛けました。ワーカーが自分たち流に働く環境をカスタマ
イズできる、ミレニアル世代に向けた製品です。私もまさにその世代のひとり。私たちが働く環境に求
めるものは何か？ 世代分析をして、選べる、カスタマイズできるというコンセプトを見出しました。今回
の企画のように、新しいことにチャレンジさせてもらえる、若手でも大きな仕事を任せてもらえる風土
がイトーキにはあります。もちろん責任はありますが、とてもやりがいを感じています。若い視点を生か
すことは私の役割でもあり、今後もこんな働き方をしたい、こんなオフィスで働きたいと思ってもらえる
ような魅力あるオフィスづくりに挑戦したいと思っています。

商品開発本部　第1プロダクトマネジメント部
第1チーム甘利 知冬

ABWの生みの親
VELDHOEN+COMPANYを
パートナーに。

社員への信頼をベースとした、
自己裁量で「選べる」働き方。

アクティビティ・ベースド・ワーキング（Activity Based 

Working､以下ABW）はワーカー自らがアクティビティに

応じて、最適な時間、場所、相手を選択できる働き方。ワー

カーの能力を最大限引き出す、日本で今注目のワークスタ

イル戦略です。

Ac t iv i t y Based Work ing（ABW）

WELL Bui ld ing Standard TM

INTERVIEW

UEDA KANNA

Next Work Style

働き方の変革に応える
進化するプロダクト。

アクティビティに合わせた
多彩なブースセッティング。

ワーカー自らが仕事の内容に合わせて最適な働く場を選択

するABWの働き方をサポートする「ADDSITE」。パネルシス

テムにより、多彩なブースセッティングを実現します。

オフィスの今を
もっと美しく快適に。
新世代のワークチェア。

細部まで追求したデザイ

ンと優れた機能性で上質

な心地良さを生み出す

「nortチェア」。

自在にレイアウトできる

モデュールシステムとソ

ファワークをサポートする

アイテムにより、「しっかり

と働けるソファエリア」を

提案します。

レイアウト自在な、しっかりと働けるソファ。

INTERVIEW

AMARI CHIFUYU

Product

ADRED(アドレッド）

Seamless is Moreをコンセプトとした
高品位パーティションで空間を演出。

高いデザイン性に加え、高

い遮音性や表現豊かな

CMFで、インテリア設計の

要望に柔軟に対応します。

システマストリーマーSAS

超高速入出庫処理を実現した
ハイスピードバッファ装置。

荷物の自動仕分け機能により物流

倉庫の高速化・省人化を実現。

※ 「10の活動」はオランダのワークスタイル変革コンサルティング企業 
Veldhoen+Companyの研究により作られた考え方です。

“ITOKI TOKYO XORK”は、WELL Building Standard TM（v1 

インテリア版）の「ゴールド」レベルを取得しています。

ABWの考え方に基づく「10の活動」

©2020 Veldhoen+Company All Rights Reserved.
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MR（Mixed Real i t y）

XORK Apps 5Gイトーキの減災対策

在席情報表示ABWブース
設備コントロール 業務分析

オフィス環境の課題を解決する
多彩なソリューション。

INTERVIEW

TAKAHARA RYO

Solution

次世代の働き方を支える
革新の技術。

MR技術を活用した
次世代遠隔コミュニケーション。

その場に居ながらバーチャルな空間と融合した世

界が体験できる「MR」の技術により、空間を超え

た遠隔コミュニケーションの実現を目指し、株式

会社ホロラボとの共同研究を行っています。

メガプレートオフィス×ABWの
課題を解決。

メガプレートオフィス×ABWの

課題を解決する『XORK Apps』

を開発。ワーカーの在席情報の

把握や、ABWブースの設備コン

トロールにより、オフィス運用を

サポートします。

次世代モバイル通信5Gによる「大容量」「低遅延」「同時多

数接続」に伴う働き方やオフィスの変化について、国の研

究機関や電機メーカーとの共同研究を進めています。

オフィス・働き方を変える
5G（次世代移動通信システム）

はたらきかた健診

働き方変革に向けた
ワークスタイル健康診断サービス。

働き方の“見える化”により、働きながらの健康づくりを促

し、高い生産性が発揮できるように診断・分析する『はた

らきかた健診』。「働

き方変革」「健康経

営」の課題分析、効

果検証に活用でき

ます。

Workc ise ® App

働き方を数値化・可視化する
オフィス活動計測アプリを提供。

「立つ」「歩く」「座る」といったオフィスで

の活動を計測し、働き方を数値化できる

『Workcise® App』。ワーカーの意識啓

発を行い、働き方変革をサポートします。

地震時の倒壊リスクを低減するパーティションと、収納庫

の転倒防止対策を併用し、オフィス空間全体の安心・

安全をご提案します。

製品による減災から、空間の減災へ。
（減災建材＋転倒防止ユニット）

INTERVIEW

OZAWA TERU

ICT

働きながら健康になるソリューションで、お客様を笑顔に。

私は「ワークサイズ」という、働きながら健康になる場づくりを提案するプロジェクトに携わっています。そ
のスタートは2012年に遡ります。座りっぱなしは良くないと言われ始め、立ち仕事の効果について研究
していました。しかし、健康づくりは立ち仕事だけの話ではないだろうと、空間、さらには働き方という大き
なテーマへと発展。ちょうどSYNQAが誕生し、私たちは「ワークサイズ」を実践、試行錯誤を重ねまし
た。その結果、お客様やメディアに興味を持ってもらえるようになり、今は「はたらきかた健診」というサー
ベイサービスなども展開しています。何といっても、やりがいを感じるのは楽しそうに使っていただいてい
る姿、お客様の笑顔です。今後も健康に働ける環境づくりに幅広く取り組んでいきたいと思っています。

商品開発本部
ソリューション開発部髙原 良

お客様の悩みを、技術を活かして解決に導くのが私の使命。

新しい技術が目まぐるしく変化していく中で、いかにお客様に求められるものを創造するか。それが私
のミッションであり、やりがいでもあります。入社時はICT商材の推進業務でお客様と接する機会が
多く、何気ない会話の中からさまざまなヒントを得ました。その積み重ねが、今のアプリケーション開発
の仕事に活きています。大切なことは技術の提供ではなく、お客様の悩みを引き出して適切なソ
リューションを提供すること。また、ボタンの押しやすさ、操作のしやすさといった基本的なインターフェ
イスも重要な要素。いくら高機能でも使ってもらえなければ意味がないからです。これからも技術と使
う人の間に立って、「あったらいいな！が当たり前に使える」ものづくりに努力したいと思っています。

商品開発本部　第1プロダクトマネジメント部
ICTソリューション開発チーム小澤 照

高耐震間仕切G、
制振間仕切Xで減災

転倒防止ユニット
エルフォースで減災
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Field of our Business

市場領域

医療施設
患者さんや利用者の方の気持ちに寄り添い、スタッフの皆様の心と心をつなぐ場と
なるよう、安全・安心で便利な環境づくりを追求しています。

教育施設
主体的な学びを支援する家具や、ICTを包含したコミュニケーションを活性化する
空間デザインなど、より良い教育環境づくりをサポートしています。

オフィス空間
経営課題を解決する糸口がオフィスにあるととらえ、新たな価値を生み出す場とし
て、生産性や効率性の向上、感性や創造性を育む環境をご提供します。

公共施設
長年培った美術館や庁舎などの施設づくりの経験を活かし、ホスピタリティや安
全性・確実性などが求められる公共空間づくりをお手伝いしています。

金融機関
多様化する顧客ニーズに応える次世代型店舗をご提案。また、利用しやすくスペー
ス効率の良い貸金庫システムや金庫扉なども取り揃えています。

パーソナル空間
お子さまの成長や健康に配慮した学習机・家具や、大人のための快適な書斎・
SOHO家具など、これからの時代の学習環境をご提案しています。

商業施設
オフィスづくりで培ったノウハウや経験を活かし、居心地のいい空間のご提案や、
機能・デザイン・コストに優れた製品のご提供を行っています。

研究施設
ラボ空間のエキスパートである株式会社ダルトンとともに、研究室とオフィスのシー
ムレスな環境づくりで、お客様のニーズにお応えしています。

海外展開
アジアや北米、欧州市場において、現地のニーズに合った製品を、現地パートナー
と協働で開発・生産・販売する新しいビジネスを展開しています。

オフィスはもちろん、
さまざまな施設づくりに貢献。
海外へも事業を展開。
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● 愛知県
 株式会社梅鉢屋
 株式会社表屋
 坂登屋株式会社
 株式会社篠田商会
 株式会社鈴木文具
 株式会社清芳屋
 株式会社築本屋
 中埜総合印刷株式会社
 株式会社波多野耕文堂
 株式会社日高堂
 株式会社文光堂
 株式会社丸天産業
 株式会社ゆたか堂

● 三重県
 株式会社アタケ
 株式会社誠文社
 有限会社橘商会
 合資会社双葉器械店

● 滋賀県
 株式会社近新
 小林事務機株式会社
 株式会社サンファミリー
 株式会社タグチ
 株式会社田中誠文堂
 株式会社文昌堂

● 京都府
 株式会社垣見汲古堂
 株式会社西文堂
 平安キヤノン事務機株式会社
 株式会社モトキ
 八木株式会社

● 大阪府
 石元商事株式会社
 株式会社エアフィール
 株式会社ＳＯＡソリューションズ
 株式会社エム・ケー商事
 株式会社大谷悦造商店
 株式会社大谷賢三商店
 セキセイ株式会社
 株式会社ビーエムセンター
 株式会社メーベル

● 兵庫県
 伊藤喜商事株式会社

● 奈良県
 株式会社駒井製作所
 株式会社奈良事務機

● 和歌山県
 株式会社稲葉
 有限会社金與
 株式会社タイコー

● 鳥取県
 スイコー株式会社

● 島根県
 株式会社えすみ
 有限会社コアソム
 株式会社はらぶん

● 岡山県
 クラブン株式会社
 有限会社小見山事務商事
 山陽事務機株式会社
 有限会社三宅勝実商店
 山佐産業株式会社

● 広島県
 アンザイ株式会社
 イシネ事務機株式会社
 株式会社岩井事務機
 タガジムキ株式会社
 株式会社タガ事務機
 株式会社武中産業
 株式会社田宮事務器
 有限会社光事務機
 理研産業株式会社

● 山口県
 有限会社上利金庫店
 株式会社木本天狗屋
 株式会社共営社
 株式会社三知
 株式会社ナガミ
 株式会社マルブン
 株式会社丸吉商店
 株式会社山口県農協印刷

● 徳島県
 有限会社イサワ
 株式会社京屋サンティー
 株式会社フタバ
 株式会社由井精良堂

● 香川県
 石井事務機株式会社
 株式会社三青社
 四国特機株式会社

● 愛媛県
 伊豫商事株式会社
 株式会社城下文化堂
 トス愛媛株式会社

● 高知県
 株式会社オフコム
 有限会社是沢商店

● 福岡県
 株式会社網中
 株式会社イワシタ
 株式会社ウエムラ
 株式会社オーニシ
 株式会社オフィス・エヌ
 株式会社オフィスソリューションズ北九州
 オフィスフジモト株式会社
 株式会社カジワラ商事
 株式会社九和九創
 くきなみ商事株式会社
 西部ガス興商株式会社
 城崎株式会社
 成和商事株式会社
 株式会社玉置
 有限会社ニッポウ文具事務機
 有限会社ファーストデザイン
 株式会社フジモト
 ミシマOAシステム株式会社
 株式会社三森屋

● 佐賀県
 中島商事株式会社
 原田株式会社

● 長崎県
 株式会社イシマル

● 熊本県
 株式会社岩永組
 株式会社北星堂

● 大分県
 株式会社アトムス
 岩尾株式会社

● 宮崎県
 株式会社オフィスナガトモ
 株式会社川越紙店

● 鹿児島県
 株式会社しんぷく
 株式会社ヤマシタジムキ

● 沖縄県
 株式会社オキジム

● 北海道
 有限会社アベ事務器
 株式会社オフィスエヌアーク
 株式会社オフィスワン
 株式会社コダマ
 株式会社小柳中央堂
 株式会社近藤商会
 有限会社コンノ
 今野商事株式会社
 三洋ビジネスマシン株式会社
 シー・アイ・アール曽我株式会社
 株式会社曽我
 株式会社大和商会
 株式会社玉柳
 日本タイプ事務器株式会社
 北海ビジネス株式会社
 横田印刷株式会社
 株式会社和歌

● 青森県
 株式会社テクノル
 株式会社東京堂
 株式会社トーショー
 株式会社西衡器製作所

● 岩手県
 株式会社木津屋本店
 橋爪商事株式会社

● 宮城県
 石原商事株式会社
 株式会社オカザキ
 カメイ株式会社
 株式会社キクチ
 株式会社グランツ
 株式会社シバタインテック
 有限会社シンカイ
 株式会社セント
 株式会社太陽事務機
 株式会社ナリサワ
 株式会社ミヤックス
 株式会社祐文堂

● 秋田県
 株式会社塚清
 株式会社トータルオフィスマネージメント
 株式会社那波伊四郎商店
 株式会社ビジネス秋田
 株式会社北秋オーエス

● 山形県
 大沼クリエーションサービス株式会社
 株式会社コンノ
 株式会社三益堂
 株式会社西村工場
 株式会社山村
 株式会社山本産業

● 福島県
 株式会社栄町オサダ
 株式会社坂本紙店
 株式会社トーホー
 有限会社フォーピース

● 茨城県
 株式会社エフ・エガサキ
 有限会社オイタ箪笥店
 株式会社さくた
 昭和建設株式会社
 関彰商事株式会社
 株式会社ヌマタ事務商会
 ヒラデ・スタイル株式会社
 有限会社森田商事

● 栃木県
 伊藤商事株式会社
 亀田産業株式会社
 システム興産株式会社
 株式会社進駸堂販売
 有限会社ヒカリ事務機
 株式会社マツヤ
 柳田メディア株式会社
 有限会社ヨコタ

● 群馬県
 株式会社コーワパートナーズ
 有限会社近藤金庫店
 株式会社シー・ビー・エス
 株式会社トミタ商会
 株式会社ナカムラ
 株式会社春木堂
 フジコー株式会社
 株式会社細野事務器
 株式会社松島紙店
 株式会社まるいち

● 埼玉県
 ドラゴン株式会社
 株式会社丸広百貨店
 株式会社みやかわ
 株式会社ムトーセーフ
 株式会社矢尾百貨店

● 千葉県
 株式会社開周堂
 京葉産業株式会社
 有限会社ケービーエス商事
 株式会社鈴木事務機販売
 株式会社トラヤ
 株式会社文化堂
 株式会社ミツワ堂（柏市）
 株式会社ミツワ堂（習志野市）

● 東京都
 株式会社秋山商会
 朝日金庫店
 株式会社江口
 株式会社オフィス企画
 株式会社コイヌマ
 広友物産株式会社
 幸和商事株式会社
 株式会社コージー
 三栄株式会社
 三幸ファシリティーズ株式会社
 株式会社サンポー
 株式会社第一工芸社
 ダイヤオフィスシステム株式会社
 株式会社匠コーポレーション
 株式会社東洋ノーリツ
 富田商事株式会社
 日東ビーエムサービス株式会社
 株式会社日立ドキュメントソリューションズ
 株式会社フォーサイト
 富士ビジネス株式会社
 株式会社フロンティア技研
 株式会社文事堂
 株式会社文祥堂
 株式会社マエショウ
 株式会社丸眞
 株式会社ミヤギ
 友和商工株式会社
 リリカラ株式会社

● 神奈川県
 株式会社キルト工芸
 株式会社シマソービ
 株式会社上州屋ビジネスプランニング
 日欧事務機株式会社
 日洋物産株式会社
 有限会社ネオックス
 株式会社ミナト事務器
 株式会社有隣堂

● 新潟県
 宏商物産株式会社
 株式会社高忠商店
　田辺商事株式会社
 株式会社田村商店
 有限会社新潟清野
 株式会社日青堂
 株式会社野嶋書店
 株式会社ヒウラ
 北越産業株式会社
 株式会社丸新
 株式会社山下家具店

● 富山県
 株式会社昌文堂
 多田薬品工業株式会社
 株式会社堀江商会

● 石川県
 株式会社双建
 株式会社にしき堂
 株式会社丸菱

● 福井県
 株式会社髙島松文堂
 株式会社塚崎誠文堂
 ナカブン株式会社
 福井キヤノン事務機株式会社
 株式会社マルキファニチャー
 株式会社ユーカリ商会

● 山梨県
 株式会社正直堂
 株式会社マルモ

● 長野県
 有限会社キング堂
 有限会社中忠商店
 株式会社長野工芸社
 ハナワ事務機有限会社
 株式会社ヒロタヤ
 株式会社丸陽
 株式会社万年堂
 綿半ソリューションズ株式会社

● 岐阜県
 有限会社オフィス・プラン社
 株式会社亀太
 株式会社小見山家具製作所
 株式会社中央ビジネス
 中部事務機株式会社
 トーヨー事務器株式会社
 日東事務機株式会社

● 静岡県
 株式会社インク
 株式会社オカダ
 株式会社金指商会
 株式会社静岡ビジネス
 株式会社長島文宝堂
 株式会社藤枝事務器商会
 株式会社横山事務器
 株式会社ヨシジム
 株式会社ヨシダ
 株式会社四葉商会

Network

国内ネットワーク 海外ネットワーク

詳しくはWebへ

組織名称、所在地等は変更する場合がございます。住所のご
確認とあわせ、弊社ホームページhttps://www.itoki.jp/ を
ご覧ください。QRコード読み込みアプリで右記のQRコードを
読み込むことで簡単にアクセスできます。

香港 Shun Hing Technology Co.,Ltd

台湾 Panasonic Homes Taiwan
 KOTOBUKI TAIWAN CORPORATION
 MITHUS CO.,LTD

韓国 ID-PLUS Corporation

インド Godrej & Boyce Mfg. Co.,Ltd

インドネシア PT. DATASCRIP

タイ Modernform Group Public Co.,Ltd

フィリピン CWC International Corporation 

アメリカ Kruger International, Inc.

カナダ Global Upholstery Co.,Ltd

スイス Zueblin-Firesafe AG.

ドイツ CAPIEM GmbH

海外提携先

中国 Novo Workstyle (CHINA) Co.,Ltd
 Novo Workstyle (CHINA) Co.,Ltd  Shanghai Office
 Novo Workstyle (CHINA) Co.,Ltd  Beijing Office
 Novo Workstyle (CHINA) Co.,Ltd  Shenzhen Office

香港 Novo Workstyle HK Ltd.

マレーシア ITOKI Malaysia Sdn. Bhd.

シンガポール Itoki Systems (Singapore) Pte Ltd
 TARKUS INTERIORS PTE LTD

インドネシア PT. Itoki Solutions Indonesia

タイ Itoki Modernform Co.,Ltd

海外グループ会社

アメリカ Modernfold, Inc.
 Knoll, inc.

デンマーク Fritz Hansen AS

スペイン ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

海外販売網

■ 関東工場 

　 千葉製造部

建材事業本部

■ 設備機器営業部

　 物流システム販売室

　 セキュリティ設備販売室

　 パブリック商品販売室

　 原子力施設販売室

■ 設備機器商品エンジニアリング部

■ 設備機器製造部

　 スチール棚製造課

    電子製造課

設備機器事業本部

■ 関西工場

　 寝屋川製造部

　 滋賀第 1 製造部

　 滋賀第 2 製造部

生産本部

■ 国際事業統括部

　 アセアン事業部

　 中国香港事業部

　 欧米事業室

　 NY Design Branch（海外支店）

国際本部

 マーケティング部

 企画管理部

パーソナル環境事業統括部

販売網 （代理店）都道府県別五十音順事業所

グループ会社

株式会社エフエム・スタッフ

三幸ファシリティーズ株式会社

株式会社シマソービ

新日本システック株式会社

株式会社セルノ

株式会社ダルトン

富士リビング工業株式会社

GlobalTreehouse株式会社

Knoll Japan株式会社

株式会社イトーキエンジニアリングサービス

伊藤喜オールスチール株式会社

株式会社イトーキシェアードバリュー

株式会社イトーキ東光製作所

株式会社イトーキ北海道

株式会社イトーキマーケットスペース

イトーキマルイ工業株式会社

株式会社梅鉢屋

■ 東日本支社

 盛岡支店

 仙台支店

 福島支店

 茨城支店

 宇都宮支店

 群馬支店

 新潟支店

 長野支店

■ 関東支社

 千葉支店

 埼玉支店

 横浜支店

 平塚支店

■ 法人営業統括部

■ 東京支社

 多摩支店

 山梨営業所

営業本部

■ 関西支社

 近畿支店

 大阪支店

 第 1 支店

 第 2 支店

 第 3 支店

 京都支店

■ 西日本支社

 広島支店

 岡山支店

 四国支店

 福岡支店

 九州支店

 鹿児島支店

■ 市場別営業統括部

 沖縄営業所

■ 金融営業統括部

■ 中部支社

 中部法人支店

 名古屋支店

 中部市場別支店

 静岡支店

 北陸支店

 福井営業所

■ 営業推進統括部

 建材営業部

 東日本建材支店

 西日本建材支店

 セキュリティシステム推進室

 AV・ICTシステム東日本推進室

 AV・ICTシステム西日本推進室

 ICTプロダクト推進室

イトーキ 検索

※2020年4月現在

イトーキは、研究・試作・実験による豊富なデータ蓄積や、先進的なテ
クノロジーを駆使した高度な製造技術で、安心いただける信頼の品質
をご提供しています。

千葉工場 滋賀工場

高品質にこだわるものづくり。
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第69期
（2018年度）

118,700

第66期
（2015年度）

98,175

第67期
（2016年度）

95,681

第68期
（2017年度）

102,451

第69期
（2018年度）

108,710

第70期
（2019年度）

108,778

第66期
（2015年度）

第67期
（2016年度）

106,516
101,684

第68期
（2017年度）

108,684

第70期
（2019年度）

122,174

Corporate  Outline History

会社概要・財務情報 沿革  ｜ イトーキの歩み

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

株式会社イトーキ （ITOKI CORPORATION）社名 （英文）

みずほ銀行／三井住友銀行／三菱UFJ銀行主要取引銀行

【オフィス関連事業】
ワークステーションシステム／デスク／
ローパーティション／事務・会議チェア／テーブル／
保守サービス業務など

【設備機器関連事業】
オフィス建材内装設備／移動間仕切・可動間仕切／
セキュリティ設備機器／工場・物流設備機器／
商業施設機器／研究施設機器など

【その他】
学習デスク・チェア／書斎・SOHO用家具など

取扱商品

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQAイノベーションセンター

東京ショールーム
大阪ショールーム

ショールーム

横浜オフィスプラザ／名古屋オフィスプラザ／
広島オフィスプラザ／福岡オフィスプラザ

オフィスプラザ

明治23年12月1日創業

昭和25年4月20日設立

5,294百万円資本金

2,022名（2019年12月末現在）従業員

〒103-6113 
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
日本橋髙島屋三井ビルディング
Tel.03-6910-3950　

本社

お客様相談センター  0120-164177　https://www.itoki.jp/
営業時間：9時～17時
（土、日、祝日、夏期休業日、年末年始を除く）

役員 代表取締役会長 山田 匡通
代表取締役社長 平井 嘉朗
取締役常務執行役員 牧野 健司
取締役常務執行役員 船原 英二
取締役（社外取締役） 永田 宏
取締役（社外取締役） 似内 志朗
監査役（常勤監査役） 福原 敦志
監査役 松井 正
監査役（社外監査役） 飯沼 良祐
監査役（社外監査役） 齋藤 晴太郎

許認可

許認可

【建設業許可】
許可番号：国土交通大臣許可（特-1）第6845号 
建設業の種類：建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・
内装仕上工事業・機械器具設置工事業・電気通信工事業・
建具工事業・電気工事業

大阪ショールーム

売上高

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

0

（単位：百万円）

財務情報（連結）

総資産・自己資本比率

（単位：％）
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30,000
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90,000

120,000
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40
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60
（単位：百万円）
総資産 自己資本比率

46.5 47.0 45.7
41.743.1

【一級建築士事務所登録】
登録番号：東京都知事登録第50783号

【古物営業許可】
（1）大阪府公安委員会許可
許可番号：大阪府公安委員会第621201701615号
許可の種類：事務機器類

（2）東京都公安委員会許可
許可番号：東京都公安委員会第301060506395号
許可の種類：事務機器類

※2020年4月現在

1890 12月1日、大阪市東区高麗橋に伊藤喜商店創業

1894 堀井謄写版の販売開始

1903 ゼムクリップ、ホチキスの輸入販売を始める

1910 英文タイプライター、魔法びんなどの輸入販売を始める

1913 ゼニアイキ（金銭記録出納機）発売

1924 東亜和文タイプライター発売

1932 事務整理システム「アイデックス」の製造開始

1950 工作部が分離独立し、株式会社伊藤喜工作所設立

1960 ファイリング、伝票会計、オフィスレイアウトのシステム確立

1962 家庭用家具販売開始（ジュニアデスクなど）

1963 株式会社伊藤喜商店が株式会社イトーキに社名変更

1975 オフィスプランセンター発足

1980 オランダオープンアーク社と技術提携「バーテブラチェア」

1985 イトーキCIシステム導入

1989 大阪ニューオフィスギャラリー竣工

1990 「イトーキニューカラープログラム」を発表

1992 株式会社伊藤喜工作所が株式会社イトーキクレビオに社名変更

2002 金盟（蘇州）商業設備有限公司（現ノボ・ワークスタイル社）設立（中国・合弁会社）

2004 株式会社エコ・ブランディング設立

2005 株式会社イトーキクレビオと株式会社イトーキが統合し、株式会社イトーキに社名変更

2007 グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）受賞「スピーナチェア」

2008 グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）受賞「LANシート」

2010 株式会社ダルトンと資本業務提携

2011 海外向け新ブランド「joyten（ジョイテン）」発表

2012
イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA開設
グッドデザイン賞ベスト100入賞「カコミ」

2013 Shaw Contract Group 2013 Design is… Award Global Winner受賞「SYNQA」

2014 第3回健康寿命をのばそう！アワード 厚生労働大臣 優秀賞受賞「ワークサイズ」

2019
「WELL認証・ゴールド（インテリア）」を取得「ITOKI TOKYO XORK」
イトーキオリジナルランドセル「QNORQ（クノーク）」誕生

2015 イトーキ・モダンフォーム社設立（タイ・合弁会社）

2020
創業130周年
健康経営優良法人（ホワイト500）、4年連続認定

2016
グッドデザイン賞ベスト100入賞「エスキャビネット」
「ゼニアイキ」日本機械遺産に認定
株式会社ターカスインテリアーズ（シンガポール）を子会社化

2017
Knoll Japan株式会社設立（合弁会社）
ノボ・ワークスタイル社設立（中国）
iFデザイン賞2017金賞／レッドドット・デザイン賞2017受賞「フリップフラップチェア」

2018
ITOKI TOKYO XORK開設
GlobalTreehouse株式会社設立

1984
「オフィスの未来をデザインする」刊行
株式会社イトーキシステムズシンガポール設立（シンガポール現地法人）
イトーキ・オブ・アメリカ設立（米国現地法人）

1890

創業当時の店
伊藤喜商店創業。
すべての源がここに。

1981

バーテブラチェア
高機能オフィスチェアの市場開拓に
つながる革新的なロングセラー商品。

2012

イトーキ
東京イノベーションセンター
SYNQA
新たなビジネスを創出する共創型事
業拠点としてオープン。
1F部分はFSCプロジェクト認証・全体
認証を取得。

2007

スピーナチェア
「チェアが身体に合わせる」という発想
から生まれたかつてない快適性。

1962

ジュニアデスク
一般家庭にも市場を拡大。学習机の
標準型となったジュニアデスク。

1913

ゼニアイキ
伊藤喜商店のパイオニア精神の源。
日本のレジスター「ゼニアイキ」。

1903

ホチキス第１号
ゼムクリップとホチキスが一世を風靡。
後には自社製品も開発。

2016

フリップフラップチェア
折り紙の発想を椅子に応用した多面
的なデザイン。面の組み合わせが織り
なす新感覚チェア。

東京ショールーム
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A0201／2005①DNP

この冊子から排出されるCO2 220g（一冊当たり）を
カーボン・オフセットしています。
会社案内2020版の原材料調達、製造工程において発生するCO2を
カーボン・オフセットしています。
●　プロジェクト：REDD+
●　オフセット総量：2t

2020
CORPORATE PROFILE

220g




