
イトーキは、「ユーデコ」「地域」「教育」「環境」を主な切り⼝としながら、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活動に取り組んでいます。

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。

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・環境保全の普及への取組み

関連団体への参加と講演を実施

ユニバーサルデザインと環境に関する主な参加団体（2016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

コミュニティへの参画
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この産学官連携の活動は、多様な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」「QOLを⾼める居場所と地域コミュニティ」

「新しい就労モデルの考察」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。

東京大学産学ネットワーク｢ジェロントロジー｣への参加

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。

※

地域包括を勧める地域の

コミュニティづくり
駅を基点とした

地域コミュニティワークショップ

⾼齢者の集い

産学官⺠連携によるまちづくりをテーマにしたワークショップ

新たなキャリアを活かした就労モデルの考察
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⼈⽣100年時代という大衆⻑寿時代にすすみゆく中で健康や⽣きがい・働きがいなど⽣活者のニーズも多様化

しつつあります。

また、多くの地域では⾼齢化社会の課題について検討が求められ、「知」を循環させる社会システムが注目さ

れています。

この⼀つが共働・共創といわれるもので世界的にはリビンラボといわえる地域住⺠と企業・大学・⾏政の産学

官⺠が連携の活動がすすみつつあります。

⽇本でもこの活動に注目し、⽇本のしくみにあった共創のサイクルの検討を「⾼齢社会共創センター」により

はじめられています。

この共創活動は⽣活者が主役として、サービスやものづくりを共創しながら地域課題を解決してゆくもので、

新しいライフスタイル・新しい働き⽅・新しい楽しみ⽅・新しい健康づくり・新しい地域参加など複合的な視

点・テーマが議論され⽣み出されるところとなります。

イトーキはこの活動に参画し、各地域や団体の⽅々と超⾼齢社会における新しい働き⽅や、サービス提供の可

能性を 創ってまいります。

研究活動報告会と地域モデルのリサーチ活動

⾼齢社会共創 「⾼齢社会共創センター」への参画

住⺠へのリビングラボ説明会風景

⾼齢社会共創センター活動と

リビングラボサイクルイメージ

（共創センター資料より）

リビングラボの活動
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イトーキは2016年7⽉、「⼈類が地球に⽣き残るため」をテーマに、新たな価値とモノの創造、さまざまな社

会貢献活動を⾏う株式会社リバースプロジェクト（本社：東京都港区、代表取締役：伊勢谷友介）との共同事

業として、伊勢谷友介⽒を総括プロデューサーに迎え、社会性に富んだ新規事業創出をゴールとした「CSW事

業」を始動しました。

2016年度はまず、①⼈材育成プログラムの開催、②社会課題解決型の新規事業を創出するためのプラット

フォームの提供、の2つに取り組みました。前者は、学⽣、企業⼈などを対象に、個⼈の志と企業のビジョン

を掛け合わせ、社会課題を解決しながら、事業を⽣み出す⼈財や能⼒の育成を目指すものです。また後者は、

志をもとに考えたあるべき未来を実現するため、さまざまな企業の新規事業企画部門と連携し、事業を創出す

るための共創プラットフォームを構築しようとするもので、2019年を目標に社会課題解決につながる新規事

業を創出することを目標としています。

CSW事業（社会性に富んだ新規事業創出）への取組み

CSWとは、各企業（Corporate）が目指すべきより大きな「理念・志」という(Will)を共有（Share）

し、互いの強みを社会（Social）のための価値に変⾰していく概念です。新たなるビジネス領域を開拓す

るために、企業が社会的責任として実施する事業CSR（Corporate�Social�Responsibility）、社会的価

値と企業的価値を両⽴させ、企業の経済活動を通じて社会的な課題を解決していくことを目指す経営

CSV（Creating�Shared�Value）をさらに発展させた形として、共創していくことで市場と社会的価値

を大きく変⾰していくことを特徴とします。

※
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イトーキは、2015年4⽉より、特許を取得していながらも有効に活用できていない技術を、⽇本各地の事業者

様（主に中⼩規模）に実施許諾し、その技術を新分野での商品開発や事業創出に役⽴てていただく取り組みを

進めています。

ライセンスの対象としているのは、研究開発を⾏ったものの製品化されていない技術や、過去に商品に採用し

ていた技術を中⼼とした、他業種でも採用が可能だと思われる汎用性の⾼いものです。「川崎モデル」で知ら

れる神奈川県川崎市様の導きもあって、2015年から2017年3⽉までの間に、全国20の⾏政機関・自治体・地

域⾦融機関と連携し、各地域の知的財産交流で、現地の企業様に特許を紹介しております。

その成果として、2016年5⽉には神奈川県川崎市の⾼橋建設様と⻑野県岡谷市のダイワテック様の計２社とラ

イセンス契約を結ぶことができました。

両社では、現在、イトーキの技術を活用した製品開発が進んでいます。

今後は、技術のラインアップを段階的に充実させていきます。

2017年度には、ライセンスが可能な特許シーズをさらに３０件ほど追加することを予定しています。また、

2017年度より大学とも連携し、特許を活用したビジネスアイデアを学⽣様から募集し、それを地域の企業様

が事業化していく、という取り組みも併せてすすめています。

地域への貢献

特許流通への取組み
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⾼橋建設株式会社（川崎市宮前区） ダイワテック（⻑野県岡谷市）

イトーキか

らライセンス

を受けた特

許技術

『パネル体の防⾳技術』〔特許番

号：3684961号〕

壁⾯などに使われる鋼板製パネルの防⾳性を⾼

める技術。オフィス向けパーティション（間仕

切り）と天井や床などとの接合部分において、

シール材を施⼯してパネルの表⾯とパネルの裏

⾯の固有振動数を異ならせるようにすることで

共鳴振動を減少させ、⾳を伝わりにくくする。

『H形鋼の交差連結構造』〔特許番号：第

4730015号〕

大型の書架などで使用する鋼製部材の連結を低

コストかつ簡単な構造で実現する⽅法。H形鋼の

下部に突設した連結部材により、垂直⽅向から

のH形鋼を嵌合させボルト留めする構造となって

いる。

経過

川崎信用⾦庫の紹介で2015年7⽉の「かわさ

き知的財産シンポジウム�in�テクノトランス

ファー2015」に初めて参加。そこで紹介され

たイトーキの技術シーズに興味を持ち、既存の

自社の製品・サービスの⾼付加価値化に利用で

きると考え、川崎市産業振興財団の知的財産

コーディネータによる⽀援を受けながら、イ

トーキとの意⾒交換等を重ね、2016年4⽉5⽇

にライセンス契約に⾄る。

2015年12⽉に岡谷市と川崎市が連携して初めて

開催した「知的財産交流会」に参加。そこで紹

介されたイトーキの技術シーズに興味を持ち、

既存の自社の製品・サービスの⾼付加価値化に

利用できると考え、川崎市産業振興財団の知的

財産コーディネータによる⽀援を受けながら、

イトーキとの意⾒交換を重ね、2016年4⽉5⽇

にライセンス契約に⾄る。

今後の計画

⾼橋建設は、防⾳⼯事専門の建設会社で、録⾳

スタジオや研究機関、⾳楽愛好家の住宅などに

多数の防⾳室を納めてきたが、その全てが⽊製

のパネルを使用したもの。本件特許のライセン

スを受けて鋼製パネルのラインナップを整え、

不燃性が求められる用途などにも広げていく。

また、これをきっかけとしてイトーキとの間で

共同開発も進め、⾼橋建設の防⾳ノウハウを⼊

れ込んだオフィス向けパーティションや関連部

材などの開発を進める計画。

独自のデザインやアイディアを加えた住宅や関連

部材を提供する建築会社である同社では、アル

ミ製の組み⽴て式の『コンポルーム』を商品化

し、クリーンルームや喫煙所等で様々な場所で使

われている。本件特許のライセンスを受けて、そ

の技術をフレームが交差連結する部分に応用

し、現場溶接などが不要で安全性が⾼く、かつ

施⼯が簡単なコンポルームを販売する計画。

ライセンス契約を結んだ2社における技術活用
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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。

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。

教育への貢献

地域の教育プログラムへの協⼒

学外実習⽣の受け⼊れ

⼯場⾒学

関⻄⼯場周辺の⼩学⽣の⼯場⾒学の様⼦
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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、毎年、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が、2016年度は過去6度の開催で初の⾬となり、急遽「中

央区の森」内にある「都⺠の森」のトレッキングに変更しました。森林保全の状況を肌で知る機会となり、自

然を大事にしたいという気持ちを強くしました。7度目の開催となる2016年度の同ツアーは11⽉19⽇に実

施、44名が参加しました。

また、イトーキは2015年度より大阪府アドプトフォレスト制度にも参画しています。詳しくは、⽣物多様性の

保全・維持をご参照ください。

環境保全・美化への貢献

森林保全作業に参加

社員による間伐ツアー

「都⺠の森」のトレッキング
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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を⾏っています。また、これらの施設やオ

フィス周辺地域の清掃など、地域の⼀員としての美化活動にも、社員参加により取り組んでいます。

ステナイBOOK活動に参加

「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。

地域の環境をもっときれいに豊かに

清掃活動の様⼦
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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。

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。

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。イトーキグループの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。また、全社における品質保証機能を強化し、更なるお客様満⾜向上に結びつけること

を目的として、2016年に独⽴した組織としての品質保証本部を新設しました。

お客様との対話に⽴脚して、さらなる品質向上を追求

お客様視点による品質マネジメント

品質マネジメントシステム

消費者課題
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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。

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。

品質⽅針

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。

1.

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。

2.

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。

3.

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。4.

「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。

5.

安全と信頼性を確保するためのプロセス
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製品品質を確保するためのプロセス

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規

格を設定し、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。

徹底した製品試験の実施

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
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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、オフィスの地震対策の

研究に取り組み、安⼼・安全のオフィスづくりを提案でき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。

地震災害に備えるために

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。

ＦＭＥＡ研修の様⼦
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イトーキの⽣産⼯場では、「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。それぞれ

の⼯場の拠点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。

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。

品質と効率の向上を図るために、製造部門だけでなく、開発部門、営業部門、管理スタッフ部門などイトーキ

全体とした活動を展開しています。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。

品質道場

お客様への品質保証

トータルな品質活動
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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、関係部門を招集した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。201６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、改善に努めました。さらに、関係部門を召集した会

議でお客様の声をディスカッション・集約し、商品開発や営業活動に反映させていきます。

お客様の声を活かすしくみ

2016年度お問い合わせ件数

21,321件

（お問い合わせの内訳）

お客様との対話

お客様の声を活かす

お客様相談センターに寄せられたお問い合わせ
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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、製品のご⾒学のみならず、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を

通してお客様の課題解決をサポートいたします。

「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200回

をこえる多様なイベントを開催しています。2016年にSYNQAで開催したイベントには、“働き⽅の未来をデザ

インする“をテーマとした「未来の働き⽅を変える図書館」や、林野庁後援のもと実施した「ＦＳＣジャパンセ

ミナー」、昭和⼥⼦大学とのコラボレーションによる「ITOKI×SWU�2016EXHIBITION�Work＆Health」な

どがあります。

ショールームやイベントを通じたお客様との交流

ショールームを全国に展開

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

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

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
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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。

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。

2017年の会議は3部構成で実施し、第1部はイトーキの経営・営業⽅針の発表と、成功事例の紹介、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

講演を⾏いました。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。

価値共創のパートナーとの連携を深めています。

販売代理店との協⼒体制

「全国代理店社⻑会議」を開催

2017年度�全国代理店社⻑会議
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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。

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。

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SYNQAで実施しています。毎年、参

加者からのアンケートを元に、カリキュラムを検討・構成しています。

2016年度は、営業中堅層向けの研修や、顧客との関係構築⼒を向上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。

招待会・展⽰会を⽀援

代理店様独自展⽰会・セミナー

⼈材育成を⽀援する研修会

⼈材育成を⽀援

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。

※

2016年度ＩＤＦカレッジの様⼦
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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ーな情報共有は

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。

最新情報の提供と、相互の情報共有

Webサイトで情報を共有化

お客様からのお問い合わせへタイムリーに対応できるように、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。スマートデバイスにも

対応しており、外出時にも利用可能です。多くの代理店社員の皆様に、

スピーディーなお客様対応のためのツールとしてご活用いただいていま

す。
代理店様専用Webサイト「i-wos」
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イトーキは、『明⽇の「働く」を、デザインする。』を掲げる企業として、まずは自社から、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進めてい

ます。

イトーキでは、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。

イトーキでは、求める⼈財像に基づく⼈財育成を進めていくために、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います。選択型研修（マーケティングやファシリテーションなど全

社員に共通する基礎知識としてビジネスのベーススキル等）を中⼼に整備し、また、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設けています。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、若⼿社員向けの研修をグ

ループ全体で実施するなど、お互いが刺激しあいながら、⼈が育つ環境整備を進めております。

社員がイキイキ働ける環境づくりに取り組む

社員が成⻑し、能⼒を発揮できる環境づくり

イトーキの⼈財像

⼈財育成の取組み

労働慣⾏
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2016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）

イトーキでは、グローバルに活躍できる⼈財の輩出を目的とした海外トレーニー制度を導⼊していま

す。若⼿社員を対象に、海外拠点に2年の期間で派遣しており、派遣される社員には、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し、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、現地での業務

に⼊っていけるようにしてします。

全社共通の研修以外では、お客様への価値提供について学んでいく営業向けの研修も展開しています。展開に

あたっては、どのようなスキルやスタンスを⾝につける必要があるかを明確にし、各ステップに応じた研修や

OJTの⽅法を体系化しました。今後は営業のみならず他の職種においても、ステップを明らかにした上で、そ

の育成に向けた研修プログラムを整備していきます。

なお、こうした取組みの進捗は、「教育委員会」で確認しています。

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。

※

海外トレーニー制度

グループ会社合同若⼿社員研修の様⼦ 中途⼊社社員研修の様⼦
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評価制度は運用と仕組みの両⾯から継続的に改善しています。運用⾯の改善にあたっては、管理職全員を対象

とした研修において評価制度を取り上げ、管理職同⼠の目線合わせや育成⾯談についてディスカッションしま

した。また、仕組みについては、2016年に実施した社員満⾜度調査などでの声に基づき、制度⾒直しの議論

をスタートしています。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。

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。

2016年度

⼥性 男性 総計

新卒採用 40名 40名 80名

キャリア採用 3名 10名 13名

評価制度

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

採用活動

採用実績（イトーキ単体）
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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。

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。テレワーク勤務も試験的に導⼊。職種は限定

しておらず、営業、デザイナーを中⼼に幅広い職種の社員がトライアルしており、新しい働き⽅にチャレンジ

しています。

また、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

合には、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。さらに、2016年7⽉から20時以降の残業を原則として禁⽌

し、朝型勤務を導⼊。早朝勤務⼿当の⽀給も⾏っています。現場では20時以降の勤務を避けるための⼯夫もさ

まざまに取り組んでいます。その結果、時間外労働の総時間を前年⽐で15%以上も短縮できました。

社員⼀⼈ひとりの多様な働き⽅を⽀える企業へ

2016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）

多様な働き⽅を可能にする制度づくり
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VOICE

2015�年度の「ダイバシティ推進室」の設置以来、社員のダイバシ

ティの理解促進と、ダイバシティ推進施策の導⼊に取り組んでき

ました。しかし、「イトーキは確かに変わった！」と実感する段

階に⾄っていないのではないか、と感じています。

2017�年�4�⽉⼊社の新卒社員は全体で80名ですが、その半数が

⼥性です。⼀⽅⼥性の平均勤続年数が男性より６年短い実態を踏

まえると「イトーキのこれからの成⻑の原動⼒として、⼥性の持

つ意欲と能⼒を⽣かすしくみが必要である」と考えます。

こうした⾒地から、経営的な重点施策としてダイバシティに⼒を

注いでいます。特に重視しているのが、“セールス“という男性中⼼

だった職域を⼥性にとっても⼒を発揮できる活躍フィールドとし

て拡げていくことです。仕事の進め⽅、時間や場所のコントロー

ル、お客様との関係性構築など⼥性が営業でやっていく上で大⼩

のハードルがあるのも現状です。これらを改⾰する事は男性営業

をも働きやすく、パフォーマンスを発揮する事に繋がると考えま

す。

それらをクリアしていき、ワークとライフをマネジメントしなが

ら働く⼥性⽀店⻑が普通にいる状態を目標にしています。

2016年８⽉に社員満⾜度調査を⾏い6,500件を超える社員の声を

聞く事ができました。これに限らず、幅広いチャネルで社員の声

を集めながら積極的にダイバシティ推進施策を導⼊し、目標へ着

実に近づいていきたいと考えています。

執⾏役員 ⼈事統括部⻑

市川 真

⼥性活躍フィールドの拡大に向けて
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（ ）内は前年度

⼥性 男性 総計

有給休暇取得率
42.8%

(41.8%)

36.5%

(33.8%)

37.9%

(35.5%)

産休取得者数
16名

(18名)

0名

(0名)

16名

(18名)

育休取得者数
13名

(19名)

1名

(0名)

14名

(19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
46名

(53名)

0名

(0名)

46名

(53名)

シフト勤務者数
2名

(1名)

4名

(3名)

6名

(4名)

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。また社会からの要請に応え、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、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。

休暇および特別勤務制度データ（イトーキ単体、2016年度）

産休、育休取得者は、2016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
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イトーキ単体の2016年度末時点での障がい者雇用率は1.9%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。

（2016年12⽉31⽇現在）（ ）内は前年度

⼥性 男性 総計

正社員
451名

(417名)

1,306名

(1,270名)

1,757名

(1,687名)

正社員以外
49名

(65名)

256名

(299名)

305名

(364名)

管理職
13名

(11名)

290名

(294名)

303名

(305名)

正社員平均年齢
36歳6ヶ⽉

(36歳7ヶ⽉)

42歳8ヶ⽉

(42歳10ヶ⽉)

41歳1ヶ⽉

(41歳3ヶ⽉)

正社員平均勤続年数
12年2ヶ⽉

(12年4ヶ⽉)

17年11ヶ⽉

(18年1ヶ⽉)

16年5ヶ⽉

(16年8ヶ⽉)

正社員以外平均年齢
40歳11ヶ⽉

(39歳11ヶ⽉)

45歳2ヶ⽉

(44歳11ヶ⽉)

44歳6ヶ⽉

(44歳0ヶ⽉)

正社員以外平均勤続

年数

5年0ヶ⽉

(4年4ヶ⽉)

12年0ヶ⽉

(11年2ヶ⽉)

10年10ヶ⽉

(9年11ヶ⽉)

再雇用⼈数
1名

(2名)

41名

(50名)

42名

(52名)

障がい者⼈数
3名

(5名)

25名

(32名)

28名

(37名)

障がい者雇用率
1.9%

(1.8%)

障がい者雇用への取組み

⼈事関連データ（イトーキ単体）
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イトーキは、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。2017年

2⽉には新たに「健康経営宣⾔」を制定し、従業員の⼼⾝の健康を重要な経営課題と捉え、戦略的な健康経営

を更に推進する姿勢を表明しました。

イトーキは、全従業員が⼼⾝ともに健康で安⼼して業務を遂⾏し、最大のパフォーマンスを発揮する

ことが企業の発展につながると考えます。

企業コンセプト「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」の実現を目指し、経営、健康保険組合、労働組

合、従業員とその家族が⼀体となった健康づくりを推進していきます。

また、『明⽇の「働く」を、デザインする。』に基づき、⼈が集い働く空間・環境・場づくりをつう

じて社会に貢献してまいります。

イトーキは、健康と安全への取組みをステップアップするため、健康経営推進委員会を2017年2⽉に設置。従

来は⼈事、総務、労働組合、健康保健組合の各々が健康に対する施策を別個に実施しており、これらを連携さ

せてより効果的な取組みを可能にしようとするものです。自社ソリューションであるワークサイズを社内に導

⼊し、新しい働き⽅を開発していくことも視野に⼊れて、施策を推進しています。

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

イトーキ健康経営宣⾔（2017年2⽉制定）

健康経営推進委員会

148



イトーキは、2017年2⽉、経済産業省と⽇本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法⼈

2017（ホワイト500）」に認定されました。これは、経済産業省と⽇本健康会議が共同で、大規模法

⼈のうち、保険者と連携して優良な健康経営を実践している法⼈について、2020年までに500社を

「健康経営優良法⼈（ホワイト500）」として認定する制度です。

イトーキでは、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。

2016年度健康管理室だより

ホワイト500に認定

健康診断受診の徹底
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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。

イトーキでは、2006年から継続して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べるようにしています。

また、東京・大阪を中⼼に全国各拠点を巡回し、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ます。

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。

⽣活習慣病の予防対策

メンタルヘルスケア対策

感染症予防対策
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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。

「⼈が主役の環境づくり」を⽀える安全衛⽣活動

労働災害に関するデータ（2016年度／⽣産部門）

2014

年

2015

年

2016

年

休業災

害
0件 0件 1件

不休業

災害
1件 2件 5件

度数率 0.00 0.00 1.38

強度率 0.15 0.00 0.03

休業災害：休業1⽇目よりカウント

休業災害件数�1件

不休業災害件数�5件

度数率�1.38

強度率�0.03

度数率:

100万延べ実労働時間当たりの労働災害による

※

強度率:

1,000延べ実労働時間当たりの労働損失⽇数

※

安全・安⼼な環境づくり

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、安全大会の開催、グル－プ会社を

含めた安全監査の実施など多彩な活動を展開しています。

東京地区安全大会

（2016年6⽉15⽇開催）
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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）
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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、安否確認訓練を定期的に⾏っており、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。

2016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

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。2016年度は、この理念を実現すべく労使協議会を13

回、地区・事業所ごとの地区労使協議会を24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

います。2016年度は社⻑と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2017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、昨年より参画した大阪府の森林保全制度（アドプトフォレスト制度）を継続し、府内に開設した

1.9haの「イトーキの森」を間伐するなど、会社と労働組合が協⼒し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。

防災訓練の実施

震度７の体験 消⽕器体験 ＡＥＤの取り扱い説明

健全で円滑な労使関係の構築
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2016年9⽉から11⽉にかけて、平井社⻑と全国の組合員による意⾒交換会「未来集会」を開催しまし

た。2年目の開催となる2016年度では参加者を公募し、集まった９０名を越える組合員が平井社⻑と

積極的にイトーキの未来や現場の課題などについて意⾒交換を⾏ないました。

集会の中では、「あなたにとってのESとは？」、「イトーキはこんな会社になって欲しい」、「自分

が、自分たちができることは何か？」という３つのテーマに沿ってディスカッションを⾏いました。社

⻑と話す緊張からか、最初は意⾒が出にくい空気はありましたが、「積極的に意⾒を聞きたい」とい

う平井社⻑の熱意に後押しされる形で活発な意⾒が交わされました。会終了後にとったアンケートで

は、「社⻑と話せてよかった・楽しかった・新鮮だった」「職場環境の不満・改善について議論でき

て良かった」「もっと時間が欲しかった」など、参加者の未来集会に対する前向きな意⾒が多く⾒ら

れてました。

会社、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、第3回となる2017年度ではさら

に企画内容をブラッシュアップしてより良い未来集会を目指していきます。

「未来集会」の様⼦

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・部門の枠を越えて全

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。

「未来集会」を通じた経営トップとの交流

労働組合の活動
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組合員の⽣活の安定と向上

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12⽉時点）

68.0％

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。

イトーキ労働組合宣⾔

存在意義

労働組合が目指す組合員の姿

組合員主導による活⼒あふれる職場づくり
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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。

前述の「イトーキの森」、2016年で7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。

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。

イトーキ労働組合の活動（第56期〈2016年9⽉〜〉）

１.�「共感」に関する取組み

２.�「尊重・誇り」に関する取組み

３．「自⽴・自⼰実現」に関する取組み

森林保全活動の様⼦ コミュニケーションイベントの様⼦
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イトーキグループは、⼈権がすべての⼈に与えられた基本的権利であり、社会のすべての個⼈および組織が⼈

権の確保に貢献することが求められているとの認識に⽴って、サプライチェーンを含む事業活動のあらゆる場

⾯において⼈権尊重に努めています。

イトーキグループは、家具などの製品を⽣産するために調達する⽊材が、その⽣産地である森林や、森林を⽣

活の基盤とする地域社会に負の影響を及ぼしてしまう恐れがあるという困難な現実と向き合い、持続可能な⽊

材の調達を推進しています。その⼀環として定めているイトーキグループ⽊材調達基準では、⽣物多様性への

配慮とともに、「違法に伐採・⽣産・取引された⽊材」や「労働者の⽣活環境に悪影響を与えている⽊材」の

不使用を明記しています。特に、合法性の確保については、JOIFA（⽇本オフィス家具協会）の「合法性・持

続可能性の証明に係る事業者認定」を取得し、合法性、持続可能性が証明された⽊材、⽊材製品の使用・販売

を推進しています。

より詳しくは、こちらをご参照ください。

イトーキグループは、ユニバーサルデザインを重視した製品・サービス設計を推進することを通じて、社会的

に弱い⽴場にある⽅々の⽣活上の利便性をできるかぎり大きくするとともに、自⼰実現の可能性を広げるよう

努めています。

目的と考え⽅

具体的な取組み

サプライチェーンにおける取組み

製品・サービスにおける取組み

⼈権
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イトーキグループは、労働における基本的原則および権利を尊重し、結社の自由と団体交渉権の承認、機会均

等と差別の禁⽌、強制労働や児童労働の排除といった原則にかなう事業活動に努めています。そして、労働組

合との対話・協働を重んじています。

労働慣⾏に関する取組みについて詳しくは、こちらをご参照ください。

社内における取組み
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