
お客様満足の向上に向けて品質管理を徹底するとともに、お客様の声
を活かした改善や商品開発に取り組んでいます。

お客様との対話に立脚して、さらなる品質向上を追求

先端的な生産技術と研究開発によって、日々変化する社会の中で活躍
するワーカーに新たな価値を提供し続けます。

イノベーション

サプライヤーの皆様と適正なバリューチェーンを構築するとともに、
販売代理店様との協力体制を強化しています。

価値共創のパートナーとの連携

超高齢社会や変化するワークスタイルに応じた環境づくりを通して、
ビジョンステートメントを実現します。

ユニバーサルデザイン・環境保全の普及への取り組み

イトーキが保有する特許の紹介や技術ライセンスの提供などを通じ
て、地方経済の活性化に寄与しています。

地域への貢献

オンラインを活用したSDGs授業など、コロナ禍にあっても「学ぶ機
会」を積極的に提供し続けています。

教育への貢献

多様性を認め合いながら個々の能力を発揮し、健康かつ安全に働くこ
とができる職場環境づくりを推進しています。

社員がイキイキ働ける環境づくりに取り組む

S（社会）
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イトーキグループは、お客様満足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製品・サービスに反映し、品質向上に努めています。

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

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。

品質方針ポスター

お客様との対話に立脚して、さらなる品質向上を追求
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当社の企業理念に基づき、以下のとおり「品質方針」を定めています。

「顧客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、全員が、『明日の「働く」を、デザインする。』の実現に貢献します。

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主眼を置きます。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。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、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。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い
ます。

製品品質を確保するためのプロセス

品質方針

世界の市場を見据え、顧客のニーズを掴み、社会の期待に応える機会を先見し、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.

製品及びサービス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、 製品及びサービス提供に関わるリスクを予見し、対応をスピーディーに行
います。

3.

製品及びサービス提供に関わる仕事には、その業務の遂行能力と適格性を持った人員を配置します。技術やノウハウの獲得また研さ
んに努め、共有・継承し、人財を育みます。

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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製品の安全基準については、JIS規格や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。グループ会社全体で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

関西工場（寝屋川）の試験設備

海外グループ会社の試験設備

環境試験機

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
理などに関連する教育・研修を積極的に推進し、最新の技術・技能を習得と実践に努めていま
す。また、海外を含むグループ会社やサプライチェーンに対しても、品質保証部門が定期的に指
導を行い、あらゆる過程における品質向上を図っています。

FMEA研修の様子
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イトーキは、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。

「品質道場」

イトーキの各生産工場では、施設内の一角に、ねじ締めや塗装など商品の生産に必要と
される水準の技術をトレーニング・体得する場、「品質道場」を設けています。品質道
場では、過去に発生した不良品の例やクレーム内容も展示することで、ミスの風化を防
ぎ、不良品発生の再発防止につなげています。品質道場を設けた2014年以降、新入社員
による不良品やスクラップの発生率が大きく下がりました。イトーキは今後も、生産現
場における社員の品質マインド向上に努め、より確かな品質を追求していきます。

品質道場の様子

改善活動

イトーキの改善活動の歴史は古く、1970年頃から組織的な活動をスタートしています。
改善活動とは、お客様第一の考えの元、いかに安く、早く、質の良い商品・サービスを
お客様へお届けできるかを、日々、現場第一線で働くもの自ら問題・課題を見つけ、自
ら改善する活動です。QCサークルをはじめとする、こういった現場からの改善活動の成
果は、年に一度、全社改革事例・改善事例発表会で社内に共有され、そこからまた新た
な改善活動へと繋がっていきます。
イトーキでは、こうした改善マインドのDNAが脈々と受け継がれています。

※2020年はソーシャルディスタンスに配慮し、東西分散開催としました。 全社改革事例・改善事例発表会
（東京会場）

全社改革事例・改善事例発表会
（大阪会場）

品質パトロール

どんなに良く設計された製造工程でも、日々の点検に加え、定期的な品質の専門家によ
る工程確認は欠かせません。工程で起きている不具合の状況やその処置方法の確認、作
業環境や設備の管理状況など、イトーキでは社内の製造工程はもちろんのこと、お取引
のある部品メーカーや協力会社、さらには仕入先メーカーへ訪問し製造工程の状況を確
認させていただいております。最近では海外メーカーとのお取引も増えており、現地・
現物で関係メーカーとの信頼関係構築に取組んでおります。

品質パトロール

お客様への品質保証
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イトーキ品質マネジメントシステムは、ISO9001:2015年版に対応しています。
全社員が規格本来の意図の理解に務め、一体となって、リスク及び機会の取り組み（予防）など、2015年版となって強化された要求事項
に対応しつつ、更なるお客様満足の向上に向けた取り組みを展開しています。

品質と効率の向上を図るため、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で、さらにはイトーキグループ全
体でも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。

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、その都度、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。2021年度も引き続き、こうしたお客様の声を
担当部門と共有し、改善に努め、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

2020年度お問い合わせ件数

約20,200件

（お問い合わせの内訳）

『明日の「働く」を、デザインする。』を提言しているイトーキのさまざまな提案は、実際に見て体感することが、その意味をご理解いただく近
道です。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となります。イトーキのショールームでは、製品のみならず、シーン展

ISO9001規格2015年版 認証登録(JIS Q 9001:2015)

トータルな品質活動

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

ソリューション提案を通じたお客様との対話
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示による最新のワークスタイルをご見学・ご体感いただくことで、お客様の課題解決をサポートいたします。

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により在宅勤務が広まる中、従来のように当社にご来館いただき製品をご体感いただくことが難しい状況
が続きました。
イトーキでは、お客様が安心して当社ショールームや製品の魅力をご体感いただけるよう、2020年8月に東京ショールームをオンラインで見学で
きるバーチャルショールームを公開いたしました。
バーチャルショールームでは、スマートフォンやPCなどを利用し、時間や場所にとらわれることなく、イトーキの提案するアクティビティーアド
レス（AAO）やBROWN LABELをご自宅やオフィスに居ながらにして鳥瞰していただくことができます。

2020年、コロナ禍によりワーカーの働き方が劇的に変化する中で、働く場はこれまで以上に多様化しています。イトーキではさまざまなオフィス
家具のご提供を通じて、ウィズコロナにおけるお客様の働く環境づくりをサポートしています。
例えば、抗ウイルス・抗菌・防臭加工（バイラルオフ）の張地を採用したタスクチェア、WEB会議時に周囲が気になりにくいフォーンブース、
チームの円滑なコミュニケーションを促す「Flowlounge」などをご用意し、安心して活き活きと働ける空間づくりをご提案しています。

バーチャルショールームを公開

東京ショールーム

バーチャルショールーム

お客様の多様な働き方（働き方改革）をサポートする家具
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Point

Point

バイラルオフ張地を採用したノートチェア

バイラルオフ加工は銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを2時間以内に99％減少させる加工技術

本加工によって繊維製品を媒介とした感染リスクを低減
（ウイルスの働きを抑制するものではありません）

※

「ViralOff」加工張地対応製品ページはこちら

高い防音レベルで集中して働ける空間をつくりだすframery

一人用・二人用のバリエーション有

執務エリア、休憩スペースなど、オフィスのどこにでも設置可能

87

https://www.itoki.jp/solution/infection-control/viraloff/


Point

WELL認証は、International WELL Building Institute pbc の7年間の厳しい研究開発に基づいて作られた、建物内で暮らし、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です。
評価項目は、①空気、②水、③食物、④光、⑤フィットネス、⑥快適性、⑦こころ、の7カテゴリ、100項目の基準 で、環境工学の観点のみなら
ず医学の見地からも検証が加えられていることが大きな特徴です。ITOKI TOKYO XORKは第三者審査機関の厳しい評価を受け、WELL認証「ゴー
ルド」レベルを取得しています。

人が集う居心地のよさをオフィスの中に持ち込んだFlowlounge

Garden（庭）をデザインモチーフとしたシリーズ

「シンボルツリーファニチャー」など植物を採り入れやすいアイテムをラインナップ

リラックスを促し、チームでの円滑なコミュニケーションをサポート

WELL認証・ゴールド（インテリア）を取得

™

※

WELL Building Standard v1の場合※

詳しくはこちら
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日中の明るさ確保　[免疫力効果]

手洗い場の充実　[接触感染対策]

面積に応じた席数　[飛沫感染対策]

高性能空調フィルター　[空気感染対策]

ウイルス感染防止にも繋がる、WELL認証への準拠（XORKでの取り組み例）

日光の採り入れと照明によって、生体リズムを整えるために必要
な明るさを確保。

水柱の長さが25cm以上を満たした、十分な大きさのシンクを導
入。また非抗菌性石鹸やペーパータオルなどの備品の充実。

人員密度を93㎡あたり25人以下となるようオフィスを設計。こ
れを超える場合はデマンドコントロール換気システムによって、
屋外空気の喚起率を増加する。

換気システムにMERV13以上の媒体フィルターを採用し、浮遊す
る粉塵を除去できる高密度なフィルターで空気を清潔に保つ。
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またイトーキでは「WELL v2（WELL Building Standard v2）」における必須項目または加点項目の要求事項を満たすのに貢献する製品を
「WELL認証貢献プロダクト」として、カタログ掲載しています。

WELL認証貢献プロダクトの一覧はこちら
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イトーキグループは、製造機能の高度化を進めてグローバルかつ先端的な生産を展開するとともに、研究開発機能を強化し、付加価値の高い製
品・サービスの提供による企業価値の向上と豊かな社会の創出に取り組んでいます。

近年、物流業界ではネット通販の拡大に伴う宅配便取扱量の増加、多品種・小口・多頻度な配送サービスの高度化などにより、人手不足が深刻な
課題となっています。
イトーキでは、このような物流業界全体を取り巻く課題の解決に向けて、高い処理能力と省スペース、省エネルギーを実現するシャトル式立体自
動倉庫システム「システマストリーマー SAS-R」を提供しています。商品の入出庫機能と一時保管機能、そして入庫された商品を購入者別・配送
先店舗別などに仕分ける高速・高度なオペレーションにより、物流センターにおける省人化・効率化に貢献しています。

付加価値の高い製品・サービスを生み出す技術革新

シャトル式立体自動倉庫システムの提供により物流センターの省人化・効率化に貢献

システマストリーマー SAS-R 世界最速レベルを実現した垂直昇降機（リザーバー）

SAS-Rについて 詳しくはこちら

イノベーション
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働く場所が分散・多様化していく中、既存ツールでの遠隔ワーカーの行動には制約があり、今後、より自由で能動的なコミュニケーション手段が
必要になると考えます。そこでイトーキでは、avatarin株式会社と協力し、同社が開発したアバターロボット「newme(ニューミー)」へ遠隔ワー
カーがアクセスすることにより、移動や視野を変えるなどの機能を活用した自由なコミュニケーションを実現しました。
さらに、人とアバターが共存する空間の最適化を目指し、研究開発を進めています。

電池や配線なしで座席の空き状況を確認できるシステム「akimiru(アキミル)」を2020年11月に発売しました。昨今、コワーキングスペースの増加
やリモートワークの推進により、働く場所を探すために時間を費やすことが課題となっています。「akimiru」は、わずかな動きで自己発電するセ
ンサー「エナジーハーベスティング」を取り入れることで、スイッチを切り替えるだけで在席状況をリアルタイムに送信できます。いつでもどこ
でもスマートフォンなどの画面で確認することができ、有効な時間活用が可能になります。

アバターロボットを活用したニューノーマルな働き方の提案

アバターロボット「newme(ニューミー)」 遠隔ワーカーとのコミュニケーション

「akimiru」による新たな価値提供

座席の空き状況を確認できるシステム「akimiru(アキミル)」
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イトーキは、研究・開発から調達、生産、廃棄までのバリューチェーンにおいて、各ステークホルダーとの取り組みを通じて、社会に役立つ価値
を創造していきます。

PDF版はこちら

イトーキでは、販売代理店の皆様を、お客様に価値を届けるための最重要パートナーとして、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、毎年2月の初旬に「全国代理店社長会議」を開催しています。(2021年はコ
ロナの影響で開催を見送りました)

イトーキのバリューチェーン

バリューチェーン

販売代理店との協力体制

「全国代理店社長会議」の開催

招待会・展示会を支援

代理店様が独自に開催する招待会や展示会を支援しています。その際、イトーキが考える新しい働き方とそれを実現するためのオフィスとしてデ
ザインされた「ITOKI TOKYO XORK」をご活用いただいています。2021年はWEB開催も多数実施いたしました。

価値共創のパートナーとの連携

廃棄・リサイクル物流販売輸送生産調達研究・開発

DNA　開拓精神

先端技術研究

IoTやAI、ロボット導入など
による働く場の変化や、創
造性を生み出す場づくりに
ついて研究。また、働き方
の変化に伴い、「働く」と「暮
らす」の垣根を越えたデザ
インの製品を開発。

●    スピード感のある研究開
発

●    DXを実現するICT分野の
開発

●    生産性向上のために人
体工学に基づいた設計

●    環境に配慮した素材の活
用

●    カーボン・ニュートラル製
品の拡充

持続可能な調達

イトーキのみならず、お取
引先も含め、「CSR調達ガ
イドブック」をもとに調達
活動を実施。安定した調達
のためにグループ全体で
サプライチェーンを強化。

●    サプライチェーンの強化
●    グリーン調達率100%
●    重点6分野（安全・環境・品
質・生産・原価・人財育成）
の強化

●    木材の合法性確認の 
強化

お客様視点の 
ものづくり
製造工程における人・設
備・材料・方法の変化に特
に着目するイトーキ独自の
手法「工程FMEA」を実施。
安心・安全の観点から製品
の低VOC化に努めており、
GREENGUARD認証取得を
積極的に推進。

●    生産時におけるCO2排出
量削減

●    化学物質の管理・削減
●    休業災害ゼロ
●    品質のさらなる強化
●    工場の働き方変革

製品輸送における 
省エネルギー化
モーダルシフト・海外コン
テナ直送・ミルクラン（巡回
集荷）の推進や同業他社と
の一部地域の共同配送な
どを通じて、省エネルギー
化を実施。輸配送の委託先
に対しては、各都道府県ト
ラック協会が行うエコドラ
イブ研修の受講を推奨。

●    効率的な輸送方法の実施
●    低燃費車、低排出ガス車
の拡充

全国を対象とした 
販売網
販売代理店様とともに、全
国のお客様に製品やサービ
スを届ける体制を整備。
販売の最前線を担う人財育
成のための各種研修会の
実施やウェブサイトを活用し
た知識・情報共有を実施。

●    販売代理店様とのさらな
る関係性強化（人的、案件、
新規チャネルなど）

●    価値提供品質向上に向け
た販売代理店様への支
援機能の強化

●    DXを活用した新たなお客
様との関係構築

最先端技術の導入

お客様にも提供している物
流システムにおいて、世界
最速レベルのピッキングシ
ステムなど、最先端技術を
用いた安心・安全で正確な
物流を実現。

●     効率的な輸送の実施
●    低燃費車、低排出ガス車
の拡充

●    梱包材の削減・リサイクル
●    共同配送の拡大

再生・再利用の 
可能性の進化
工場の廃棄物は素材ごと、
材質別に細かく分別し、原
料または有価物として活用
していただける事業者を選
定。また、プラスチックご
みを処理・加工して駐車場
の車止めにするなど、工場
内での再利用も推進。

●    廃棄物の削減
●    リサイクル率の向上
●    廃棄家具の再利用
●    リサイクルガバナンスの強化

創業者である伊藤喜十郎の開拓精神を企業活動の根底に据え、明日の「働く」のため、先見の明を持ち社会やお客様のニーズを捉えつつ、誠実でまじめな
組織風土から生み出される高い基準の安心・安全の実現により、新しい働き方の提案および具現化を行っています。

取り組み
内容

今後の方針・
重点課題

マテリアリティ （重要課題）

コアバリュー 【次世代への対応力】 先見性 安心・安全の品質 顧客対応力

環境経営イノベーション社員の心と身体の健康働き方改革
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イトーキと代理店様が共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おこなうた
め、代理店の社員の方が参加できる各種研修会を開催しています。

イトーキグループでは、サプライチェーン全体を通して、環境負荷の低い資材や部品を調達するなどのグリーン調達・購入を推進しています。
サプライヤーの環境活動を推進するため、調達先選定の指針を示すことを目的として、2001年に独自の「グリーン調達基準」を制定し、2002年よ
り基準を満たした取引先（調達先、仕入先）に対し、資材、商品調達および輸送委託を優先的に行うとともに、グリーン調達率100％を目指し、
さらなる向上を図っています。
また、イトーキが取り組んでいる重点6分野（安全・環境・品質・生産・原価・人材育成）の改善活動の取り組みを、グループ会社にとどまらず
サプライヤーにも拡大するなど、サプライチェーン全体を通した地球環境の保全を推進しています。

イトーキグループは、サプライヤーの皆様と労働環境および児童労働・強制労働を含む人権尊重に配慮するとともに、環境負荷低減と生物多様性
の保全に向け、製品・サービスの開発段階から持続可能な調達に取り組みます。

近年、社会的責任は自社およびそのグループだけではなく、お取引先にまで配慮が求められるようになってきています。
イトーキグループではCSR調達ガイドブックを発行し、お取引先の皆様とともに、コンプライアンスや環境、また人権への配慮を行うCSR調達活
動を推進しています。2020年はグループ合計でお取引先91社にCSR調達チェックシートを配布し、各社の取り組み具合の把握に努めました。こう
した活動を通して、お取引先との相互連携により、社会的責任に配慮した調達活動を今後も進めてまいります。

人材育成を支援する研修会

人材育成の支援と情報共有

代理店社員の人材育成支援を目的とし、2021年は各種研修会（IDFカ
レッジ※）をWEBにて開催いたしました。また、お客様のお問い合わ
せなど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。

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。

※

例年のIDFカレッジの様子

サプライチェーンにおけるCSR調達の推進

イトーキグループ調達方針

法令を順守し、人権尊重・環境保全・労働安全に配慮した公正な取引を行います。1.

品質・価格・納期・技術力・経営内容・持続可能な社会への貢献などの視点から調達先を選定する、公平な調達活動を推進します。2.

国内外のサプライヤーの皆様と良好なパートナーシップを構築し、相互協力・信頼関係を深め、相互の発展を目指します。3.

調達活動を通じてコミュニケーションを促進し、共存・共栄の実現に取り組みます。4.

CSR調達の推進
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CSR調達ガイドブック日本語版

CSR調達ガイドブック英語版

グリーン調達についてはこちら

イトーキグループは、家具などの製品の生産を目的として調達する木材が、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
響を及ぼす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。

イトーキグループの製品は、多くの仕入先と部品の調達先との関連において生産しています。イトーキグループが環境に配慮した製品を市場に提
供するためには、自社での環境保全活動に加え、仕入先および調達先と一体となった「グリーン調達」の活動が必要です。
イトーキグループは、「グリーン調達基準」を設け、仕入先と部品の調達先とパートナーシップを結び、生産、流通、廃棄・リサイクルまでライ
フサイクル全体の環境負荷の少ない製品づくり、生産を共に行っています。

イトーキグループ調達ガイドラインの主な構成

公正取引・倫理1.

人権2.

労働・安全衛生3.

環境4.

品質・安全5.

情報セキュリティ6.

主な取り組みと成果

持続可能な木材の調達を推進

取引先と協力してグリーン調達比率を向上

グリーン調達基準の運用と取引先の認定

取引先の選定・評価基準

ISO14001取得によるEMSを構築していること。1.

ISO14001を取得予定であり、外部審査受審の日程計画があること。2.

KES（京都・環境マネジメントシステム・スタンダード）のステップ1またはステップ2の認証取得、またはKES等に準じた他の認証
機関からの認証取得による環境マネジメントシステムを構築していること。

3.

すでに他の取引先等の指導により独自の環境管理システムを実施しており､それがイトーキグループの基準に合致していると認められ
ること。

4.

上記1. 2. 3. 4. に該当しない場合はイトーキのグリーン調達を取得すること。5.
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グリーン調達率推移表

イトーキは環境に配慮した原料・部品・製品を調達するだけでなく、イトーキが自社で取り組んでいる重点6分野（安全・環境・品質・生産・原
価・人材育成）の管理ボード・改善ボードを使った改善活動の導入について、グループ会社はもとよりサプライヤー（調達先および仕入先、計12
社）にも支援を行っています。2013年度からはサプライヤー相互の関係強化、および原価を中心に重点6分野での人材育成を狙いとした「取引先
自主研究会」を発足させ、イトーキとともにチーム一体となった改善活動にも取り組んでいます（2020年は新型コロナウイルス感染症の兼ね合い
で実績なし）。イトーキはこれらの活動を通して、サプライチェーン全体で環境を含めた重点6分野をスパイラルアップし、調達における全体最
適を目指しています。

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、協力会社との連携のもと、全国9地区
の災害防止協議会を通じて多彩な安全衛生活動を展開しています。首都圏を中心に毎月定例会を開催し、時節に即したタイムリーな講義や安全大
会の開催など、労働災害の発生防止を目指して、「チームイトーキ」としての安全強化に取り組んでいます。

グリーン調達率

調達先

96.7％

仕入先

90.3％

グリーン調達率は、主要継続取引先（調達先および仕入先）を、それぞれグリーン調達対象企業に設定し、設定企業からの総納入金額および総
仕入金額を基準に設定しています。なおイトーキでは、「調達先」は自社工場への材料や部材の購買先を、「仕入先」は完成品（製品）の購買
先を指します。

※

グリーン調達における現地監査実施

サプライヤーへの支援と一体的な改善活動
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イトーキでは、社用車の更新時に低公害車への切り替えを継続的に進めてきましたが、2016年度に低公害車率が100%になったため、2017年度か
らは社用車の更新時にハイブリッド車への切り替えを推進するといった、よりレベルアップした目標に取り組んでおります。2020年度はハイブ
リッド車が98台となりました。引き続き、積極的にハイブリッド車への切り替えを推進し、CO 排出量の削減に取り組んでいきます。

ハイブリッド車台数

イトーキは、「グリーン購入管理規程」に基づき、環境への負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入する「グリーン購入」を推進していま
す。オフィスの事務用品、情報機器等の購入やリース時には、グリーン購入法適合品やエコマーク認定品を選定しています。また機器類では国際
エネルギースタープログラム適合品、乗用車ではハイブリッド車の導入など、環境に配慮した環境ラベル品の購入に努めています。

コロナ禍、更に新たな働き方改革のムーブメントの高まりとともに、
従来の手法とは異なる新しいオフィスの設計手法が求められています。
イトーキではオフィスの設計に携わる設計者向けに「ワークプレイス
設計セミナー」を開催。2020年は集合研修が難しい中、リモートによ
るセミナーと少人数の見学会を開催し、取引先である設計事務所、ゼ
ネコン設計部などから多数の方々にご参加いただきました。

見学会の様子

低燃費車・低排出ガス車の利用

2

社内購入品のグリーン購入を推進

設計者向けワークプレイス設計セミナーの開催
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イトーキでは、ビジョンステートメントとして「人も活き活き、地球も生き生き」を掲げ、生き生きとする美しい地球と、そこで活き活きと活動
する人々が、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ます。その代表的な取り組みが、ユニバーサルデ
ザインと環境保全活動の普及です。

詳しくはこちらをご参照ください。

産学官連携の活動は、人生100年時代と言われる多様な長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に、安心で活力ある長寿社会の実現に向け、東大教授と分野・業種の枠を超えた企業間の
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」「産学官民連携のまちづくり」
「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」「健康」「生活を支援するロボテックス」などにかかわりながら、変化
する超高齢社会の中で、人が活き活きと暮らせるよう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。

ユニバーサルデザイン・環境保全の普及への取り組み

関連団体への参加と講演を実施

「東京大学ジェロントロジー産学連携プロジェクト」への参加

ジェロントロジーとは、個人の加齢と社会の高齢化についての総合的な学問です。超高齢社会の研究課題に対して、様々な学問分野の幅広い知識を集約
して取組む学際的な学問領域です。

※

地域包括のしくみを促進する地域のコミュニティづくり

ユニバーサルデザイン・環境保全の普及への取り組み
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新しいワークスタイル（モバイルーワーク）についての交流会

高齢者の集い

コミュニティを創る
ワークショップ・研究会

産学連携の情報共有

『鎌倉リビングラボ』から生まれた在宅ワーク家具ONOFF（オノフ）、UBIQ（ユ
ビック） が第3回エコプロアワード 奨励賞を受賞

2020年10月にイトーキは一般社団法人サステナブル経営推進機構が主
催する「第3回エコプロアワード」において、働くことをユニバーサル
にする取組みが評価され「奨励賞」を受賞しました。 第1回エコプロア
ワードでの奨励賞に続き、2回目の受賞となります。

エコプロアワード2020 奨励賞受賞

99



イトーキは在宅ワークを近未来の働き方の一つとしていち早く注目し、在宅ワークを支援するための製品やサービスの展開に注力しています。
2019年に家庭用家具としてイトーキが発売した「ONOFF」と「UBIQ」は、利用者視点で開発が行われた製品で、千差万別なテレワーク環境に応
える工夫が随所に施されています。コロナ禍により在宅ワークが急速に推奨される情勢となり、近未来の働き方を見越して開発されたこの2製品は
突然の社会課題に大きく貢献しました。木材とスチールという製品構成、部品点数の少ないコンパクト設計のため、製品ライフサイクル全体で発
生する温室効果ガスを抑えることができ、「気候変動対策」といった環境配慮における社会課題にも貢献している製品です。

イトーキは「人も活き活き、地球も生き生き」をビジョンステートメントに掲げ、事業活動の全ての領域において徹底的な環境配慮を続けなが
ら、様々な状況下のワーカーが活き活きと持続的に働くことができる環境づくりに今後も努めてまいります。

ON(仕事)とOFF(生活)の切り替えがしやすい
在宅ワーク家具ONOFF

軽くて持ち運びやすい在宅ワーク家具UBIQ

地域住民との鎌倉リビングラボによる共創活動の風景
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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。

2015年から現在（2020年12月時点）までの間に、40を超える行政機関・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
様に特許技術を紹介しています。その成果として、2016年には、神奈川県、長野県、2017年には、宮崎県、愛知県、2018年には、愛知県、静岡
県、長崎県、そして2019年には、奈良県、と全国各地の企業様に技術ライセンスの提供を行っており、現在、各社においてイトーキの技術を活用
した製品開発が進んでいます。

2021年2月には、2018年にライセンス契約をおこなった静岡県のフクダサインボード様において、特許を活用した新製品が完成し、その製品発表
会も実施いたしました。

今後も、各地の企業様の新事業創出・新製品開発に役立つ特許技術を開放し、ライセンスの提供を行うことで、地方経済の活性化に寄与していき
ます。

地域への貢献

特許流通への取り組み

イトーキの特許を活用した新製品の発表会
（フクダサインボード）

地域への貢献
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イトーキからライセンスを
受けた特許技術

経緯
特許技術を活用した
商品開発

高橋建設株式会社
（神奈川県川崎市）

「パネル体の防音技術」
〔特許第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。

川崎市、川崎産業振興財
団、川崎信用金庫が開催の
知的財産交流会にて面談

当技術でのスチールパーティション
の不燃性の性質を利用した防音ボッ
クスの開発

株式会社
ダイワテック
（長野県岡谷市）

「H形鋼の交差連結構造」
〔特許第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。

岡谷市が開催した知的財産
交流会にて面談

当技術を活用して 、大型化しても天
井がたわまないアルミ製のコンポ
ルームの開発

有限会社
花菱精板工業
（宮崎県延岡市）

「起立補助椅子」
〔特許第6403274号〕
起立時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが付勢力が低下する位置
に自動で移動する椅子。

宮崎県が開催した知的財産
交流会にて面談

自社での板金の加工のノウハウを活
かして 起立補助椅子を開発

有限会社
大塚製作所
（愛知県名古屋市）

「起立補助椅子」
〔特許第6353397号〕
身体を旋回させる動作と立ち上がる動作を同時にサポートすること
ができる椅子。

瀬戸信用金庫が開催した知
的財産セミナーにて面談

自社の福祉機器の製造ノウハウを活
かして 起立補助椅子を開発

株式会社
フクダサインボード
（静岡県浜松市）

「ハンガーを利用した非接触給電」
〔特許第3708911号〕
引っ掛けによる非接触給電の技術。コネクタ接続や充電が不要なの
で、自由度が高く、かつ環境に左右されない給電が可能。

静岡県産業振興財団、磐田
信用金庫が開催した知的財
産セミナーにて面談

当技術を電子看板への給電の方法に
活用し、雨などにも対応可能な屋外
看板を開発

ライセンス契約を結んだ各社における技術活用

ライセンス先の各社について

全国の自治体・金融機関との連携
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イトーキからライセンスを
受けた特許技術

経緯
特許技術を活用した
商品開発

株式会社瀬川鉄工所
（愛知県豊川市）

「起立補助椅子」
〔特許第6403274号〕
起立時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが付勢力が低下する位置
に自動で移動する椅子。

豊川信用金庫が開催した知
的財産交流会にて面談

自社での板金の加工のノウハウを活
かして 起立補助椅子を開発。

株式会社早瀬鉄工所
（長崎県長崎市）

「ウォーターブロッカー」
〔特許第4731280号、他1件〕
ビルの地下への出入口や地下駐車場などの出入口に設置し、水害時な
どに浸水を防止する起立式のウォーターブロッカーについての技術。

長崎県発明協会が開催した
知的財産交流会にて面談

自社の大型の鉄加工の製造ノウハウ
を活かした新たなチャレンジとし
て、商品開発を予定。

「起立補助椅子」
〔出願番号：特願2015-089351号〕
起立時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが付勢力が低下する位置
に自動で移動する椅子。

近畿経済産業局の「知的財
産交流事業」において、奈
良中央信用金庫の仲介によ
り面談

「起立補助椅子」のメカを活用し、
別の分野での新商品を開発 。

知財功労賞 初受賞

イトーキは、経済産業省特許庁が実施する令和2年度「知財功労賞」に
おいて、知的財産 権制度活用優良企業として「特許庁長官表彰（意
匠）」を初めて受賞しました。イトーキが評価されたポイントは、①
経営戦略と知財活動の連動、②独自の出願基準や知財力の可視化、③
特許流通の活動を通じた地域経済活性化への貢献、の３点です。

知財功労賞トロフィーと表彰状

フェイスシールドを自主制作して医療機関へ寄贈
（社員の社会貢献活動）

2020年はコロナ禍により医療従事者に大きな負担のかかる一年となり
ました。その中で、工場勤務の社員が自宅にある3Dプリンターを用い
てフェイスシールドを自主制作し、医療機関に寄贈しました。
滋賀県知事や各病院など、たくさんの方からお礼状をいただきまし
た。

発送期間: 2020年4月19日-5月末

寄贈先: 大阪府、滋賀県の8医療機関

製作数: フレーム130個、フィルム260個

自主制作したフェイスシールド
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2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に
より、全国の子どもたちは自宅学習を余儀なくされました。イトーキ
では子どもたちがより安全に学習できる環境構築を支援するために、東
京都の中央区教育委員会の「自宅学習に取り組む子供たちに支援をし
たい」とする考えに賛同し、フローリングへの傷を防ぎチェアが滑り
にくくなるデスクカーペットを寄贈しました。
この取り組みに対して中央区教育委員会から感謝状が贈呈されまし
た。

東京都中央区から感謝状の贈呈

東京都中央区の子供たちへデスクカーペットを寄贈
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2020年度は新型コロナウイルスの影響で工場見学や学外実習生の受け入れが行えない状況が続きましたが、その中でオンライン形式の授業を何件
か実施しました。
2020年10月には愛知教育大学附属中学校の生徒に向けてオンラインでイトーキのSDGsの取組について勉強会を行いました。中学生からは『コロ
ナ禍で働き方がどのように変わったのか』など、時代に敏感な社会課題についての質問をいただきました。

京都府立大学の授業の一環として木材による循環型社会の実現を目指す取り組みである「Econifa」の活動を紹介する授業をオンライン形式で行い
ました。2ヶ月にわたる授業の要所に参加し、学生に日本の環境課題を紹介し、学生自らに「課題を解決する国産木材の活用アイデア」を考えて
発表してもらいました。地域が抱える環境問題を学生と共有することで地域への貢献を行いました。

2021年3月、イトーキのvertebra03制作チームがゲストとして「グッドデザイン神戸 」内のオンライントークイベントに参加し、神戸芸術工科大
学プロダクト・インテリアデザイン学科の約50名の学生に、イトーキの働き方XORK Styleやvertebra03の詳しい開発過程についてオンラインで講
演しました。現地にvertebra03の実物を送り、実際に製品を見ながらトークイベントに参加いただくことで、より理解を深めていただく工夫も行
い、学生の皆さんからはCMFデザインを初めて知った、詳しい開発過程を知ることができためになったなどの感想が聞かれました。
今後も当社の知見を活かし、オンラインセミナーを交えながら、地理的デメリットのない教育活動の支援に貢献してまいります。

教育への貢献

地域の教育プログラムへの協力

中学校のSDGs授業（オンライン）

SDGs出前授業

GOOD DESIGN 神戸 2020

※

「グッドデザイン神戸」は、「デザイン都市・神戸」の取り組みのひとつとして、「都市の明日をつくるデザイン」をコンセプトに、最新の「グッドデ
ザイン賞」に触れ、デザインについて考える神戸市主催のイベント。

※

オンライントークイベントの様子

教育への貢献
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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、最大のパフォーマンスを発揮できる職場づくり（組織・制度・風土）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～“いま何をすべきか”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し実施展開しています。

イトーキでは、求める人財像に基づき、社員一人ひとりの成長を支援していくために、2012年度より「教育体系」を整備し、階層別研修や選択型
研修（ロジカルシンキングやファシリテーションなど全社員に共通するビジネスのベーススキルの研修）などを実施しています。また、コンプラ
イアンス・内部統制・環境といった社員共通の基礎知識を学ぶ、全社研修なども開催しています。新卒採用の社員、キャリア採用の社員も含め
て、全社員が学ぶ機会を得られるよう、研修メニューについては定期的に見直しており、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、多様な社員がお互いに刺激し合いながら、人が育つ環境整備を進めています。

社員がイキイキ働ける環境づくりに取り組む

社員が成長し能力を発揮できる環境づくり

イトーキの求める人財像

人財育成の取り組み

教育体系図

社員がイキイキ働ける環境づくりに取り組む
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1年目 若手層 中間層 管理職層

階層別研修

全社
共通研修

マネジメント力
強化研修

選抜型研修

選択型研修

部門研修

2年次フォロー研修

コンプライアンス・情報セキュリティ・内部統制・環境
メンタルヘルス（セルフケア） メンタルヘルス（ラインケア）

ライフキャリアプランセミナー

昇格候補者研修

チームリーダー研修

異業種研修

海外トレーニー制度

通信教育・語学教育・外部セミナー

教育委員会に基づく各部門実施の研修

WEB選択型研修（マーケティング／戦略・組織／リーダーシップ・
会計／財務・グローバル・変革・創造など）

管理職研修
評価者訓練研修

経営者養成

昇格
候補者
研修

新入社員研修
1年次フォロー研修

3年次研修
昇格候補者研修



2019年度より、人事部による個別キャリア面談をスタートしました。これにより、イトーキで経験を積み重ねる中で、充実感や成長実感を持ち、
将来に向けたキャリアアップ、キャリアベストを描けるように、社員の自律的なキャリア形成を支援しています。2021年度には全社員の個別キャ
リア面談を終了、今後も継続的な実施を予定しています。

2019年度管理職研修の様子

グローバル人財の活躍推進

現在イトーキでは多数の外国籍社員が働いています。それぞれバックグラウンドが異な
る中、現場の社員は英語やポルトガル語を勉強し、ともに働く仲間に積極的に話しか
け、コミュニケーションを図っています。母国語での挨拶やさりげない声かけが、国籍
や言葉の違いを乗り越え、多様な人財を受け入れる風土の醸成につながっています。

グローバル人財が多数活躍中

全社員を対象とする 人事部キャリア面談の実施

全社キャリア開発面談

リモートによる個別キャリア面談 人事部キャリア開発面談
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2019年4月に実施した人事制度改革において、これまで総合職・技能職・事務職の職群に分かれていた複線型人事制度を、一人ひとりの自律性を
最大限尊重するという観点から一本化しました。

この制度改革は、旧制度からの大きな方向転換となり、不安を感じる社員も多いことが予想されたため、その不安を取り除き、安心して働いてい
ただけるよう、運用面では、個々のキャリアに対する考え方や適性・強みを十分に活かし、一人ひとりが自らの可能性を信じて果敢にチャレンジ
し続けられる組織風土づくりに取り組んでいます。

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を実施し、管理職同士の
評価の目線合わせや育成面談スキルの向上につなげています。また、仕組みについては、社員満足度調査などに基づいて制度改定の議論を行い、
2018年度から能力項目を見直し、四半期面談の導入、評価プロセスの改定などを行いました。昇格アセスメント時には審査に直結するものではあ
りませんが多面診断を導入しました。自己診断と、日常的に接している同僚・部下の診断との比較から客観的なフィードバックを得ることを通じ
て、周囲と本人との認識のギャップを知ることで、今後のマネジメントやリーダーシップの発揮につなげています。

職群一本化

研修のオンライン化推進

2013年度からビジネススキルのランクアップ習得を目的に選択型研修
を導入しました。又2019年度より、更に幅広い社員の自律に向けたオ
ンライン研修をスタートし、学び・成長に繋がるよう見直ししまし
た。
また、コロナ禍の状況を踏まえ、多くの集合型研修も、場所や時間に
囚われずに受講できるリモート開催へと切り替えました。受講者の顔
が見える形での講義や、グループワークの効果的活用、意思疎通を図り
ながら議論を深められるプログラムの導入により、研修への意欲を落
とさず、参加しやすく、また集中できる環境を整備しました。

集合型研修のリモート開催

評価制度

イトーキの評価制度は、個々の社員の成長を促す観点から、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」で構成しています。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」「他者に影響を与える力」「チー
ムをリードする力」「自己をマネジメントする力」を置き、これらをさ
らに具体化した能力項目を設定しています。目標の設定・評価は、本人
の申告や上長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

今後も社員がより向上心をもって働き、キャリア形成していけるように改善を継続していきます。
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将来のイトーキを担う人財の採用活動は、全社員がめざす「求める人財像」にそって実施展開しています。
就職活動中の学生の方々とは、イトーキでどのように成長して自己実現をしたいのか、また、どのようなキャリアアップを目指すのか等、エント
リーシートだけではつかめない部分は、採用過程において一人ひとり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。

女性 男性 総計

2018年
新卒採用 42名 40名 82名

キャリア採用 7名 13名 20名

2019年
新卒採用 23名 27名 50名

キャリア採用 15名 20名 35名

2020年
新卒採用 23名 36名 59名

キャリア採用 8名 14名 22名

2018年(2015年入社者) 2019年(2016年入社者) 2020年(2017年入社者)

離職率 8.5% 10.1% 9.1%

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多様な考え方を踏まえ、社内制度の整備と職場環
境づくりを進めています。社員の力を引き出し、活かすことで、時代に沿った社会環境の変化へ柔軟に対応し、社会に貢献できる企業でありたい
と考えています。

2005年から開催している社員家族見学会では、イトーキ製品に触れたり、お父さんやお母さんの仕事への理解を深めたり、社長・社員・家族（子
ども達）が交流するなど、オフィスが家族で賑わう夏休みの恒例行事になっています。

2016年より育休取得者と上司・人事部による育児キャリア支援面談（育休前・復職前・復職後 合計3回）を実施し、質の高い働き方を考える機会
とし継続就労、生産性向上につなげています。

また2017年には、仕事と育児を両立しているワーキングマザーの教育環境への期待や要望をビジネスに活かすため、その視点や購買意識などを共
有するコラボレーションの場を開催しました。

2018年3月には、このような取り組みが評価され、女性にとって働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組む企業等が社会的に認知されること
でその取り組みが広く普及するよう、大阪市が一定の基準に則り認証する「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」制度において、「二つ星認
証企業」および「イクメン推進企業」に認定されました。

そして、2019年7月に｢仕事と介護の支援ハンドブック｣を発行、合わせて ｢仕事と介護の両立支援セミナー｣の開催をスタートさせました。

2020年には、多様な働き方を支援する取り組みが進み、男性社員の育児休業取得率が大幅に上がる等、より広く多様な働き方が浸透してきまし
た。

採用活動

採用実績（イトーキ単体）

新卒採用者　3年以内離職率の推移

社員一人ひとりの多様な働き方を支える企業へ

ダイバシティ推進の歩み
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2019年8月　社員家族見学会の様子
（ITOKI TOKYO XORKにて）

2019年8月　介護セミナーの様子
（ITOKI TOKYO XORKにて）

マーケティングサポーター（ワーキングマザー）の商品企画会議 全国女性営業職 × 平井社長ミーティング

男性育児キャリア支援面談 内閣府「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
行動宣言へ賛同

2018年3月「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証取得
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イトーキでは、トップコミットメントの下、さまざまな性別、年齢、国籍、障がい、雇用形態や働き方、習慣、価値観などを持つ仲間を
「多様な人財」と捉え、一人ひとりが「活き活き」とその特性を活かし、持てる力を発揮することを目指します。

ダイバーシティ＆インクルージョン

イトーキダイバーシティビジョン
（私たちが目指す３つのこと）

人も活き活き、地球も生き生きを実現し、イトーキの大きな変革と成長につなげていき
ます。

組織の活性化
個々の能力が発揮されることで社員のモチベーションが高まり、活力あふれる組織
になる

1.

新たな価値の創造
多様な人財の知識・経験・価値観が交わり新しい発想が生まれる

2.

生産性とやりがいの向上
全社員が柔軟な働き方を通じて生産性高く、充実感を感じながら働ける

3.

2021年4月『ダイバーシティハンドブックver2』改定
発行
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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ています。ライフイベントに遭遇した社員
に対して、エリアへの転換やエリア内転勤の制限等、制約を抱える時期を乗り越えて、社員がより長く活躍していけるよう、制度の周知と利用へ
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（年間で5日分40時間まで取得可能）し、育児時短勤務は法定を超える小学
生3年生まで活用可能としました。

また、2014年11月からパソコンの稼働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。時間外勤務が未申請の場合、自動的にPCがログオフする仕組みになっており、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。働き方の選択肢として、2016年からは朝型勤務、2018年からは、テレワーク勤務制度を実現しておりま
す。

育児や介護、パートナーの転勤等やむを得ない理由で退職をした社員が当社で再び活躍できるよう、2020年3月より、｢ジョブリターン制度｣を導
入しました。
在職中に培った能力と、その後のイトーキ外での経験や活躍を活かし多様な働き方の実現と組織の活性化を目指します。

「ワンランク上の視座・視野でリーダーシップを発揮する」を目的とする、女性に特化した次世代リーダー研修に、１期生19名が8カ月間挑みま
した。研修には上司も参加して部下の成長支援について学ぶことで、受講者が最後まで集中して受講できる環境を整備しました。

成果報告会では、上司、社長とともに 「めざす未来のリーダー像とアクションプラン」を宣言し、意欲ある場とすることで、一人ひとりの未来へ
のチャレンジへとつなげました。2020年度より、2期生13名が新たに挑戦しており、リーダー層の裾野を広げています。

ジョブリターン制度

Works×Women×Leadersプログラム

ワーク・ライフ・マネジメント図

多様な働き方を可能にする制度づくり
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ワーク・ライフ・マネジメント

テレワーク勤務制度
日数制限なし・在宅勤務手当支給

時差出勤制度
始業時間の前後2時間まで

15分単位での時差出勤可能

時間単位年次有給休暇
（年5日分）

半日単位の振替休暇
休日出勤時の振替を
半日単位で取得可能

保存有給休暇
失効した年次有給休暇を、保存有給休
暇として保有。休業などで振替利用可能

ヘルスケア休暇
健康診断結果による通院、
入院など10日限度

休業規程の改定
育児や介護などによる休業期間が年
間3分の1以下の場合も、評価対象と

なるように制度改定

有給休暇取得計画のスケジュール化（年12日）

ダイバーシティ相談窓口の設置
働くことに関する悩み・相談・問い合わせ窓口を社内に設置。社員が安心してイキイキと働ける職場づくりをサポート

ダイバーシティハンドブックの発行
当社のダイバーシティ＆インクルージョンに関する方針と考え方をわかりやすくまとめ、

推進活動に積極的に取り組めるように全社に配付

ジョブリターン制度の導入
元社員に培った能力・知識・経験を活かして、再び活躍してもらうための再雇用制度

育児

育児休業
女性社員の場合：産後休暇終了後

最長2年まで
男性社員の場合：当該子の

出生日後8週間を経た後2年まで
・育休キャリア支援面談
・育児支援ハンドブック発行

・仕事と育児の両立支援ハンドブック
For Men 発行

特別休暇
妻分娩の時：3日以内

遠隔地の場合はその移動日数を
考慮する

育児シフト
勤務時間を変更せず2時間以内

15分単位によるシフト勤務が可能
（小学校3年生まで）

育児時短勤務
1日2時間または3時間を限度として
取得可能（小学校3年生まで）

看護休暇
1年につき10日間を限度として、

負傷・疾病した子（小学校3年生まで）
のケアを目的として取得可能

介護

介護休業
年次有給休暇の保有日数が

10日を下回った場合、
保存有給休暇へ振替可能

介護休暇
年次有給休暇とは別に、

1年間につき10日間を限度として、
介護休暇を取得可能

介護時短勤務
介護休暇を取得しない場合は、

1日2時間または3時間を限度として
取得可能

介護シフト
介護休業を取得しない者は、
勤務時間を変更せず2時間以内

15分単位によるシフト勤務が可能

推
進
施
策



（　）内は前年度

女性 男性 総計

有給休暇取得率 55.4% 45.8% 48.4%

女性管理職によるパネルディスカッション 「めざす未来のリーダー像と
アクションプラン」宣言

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰優秀賞受賞

大阪市が推進している「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」に平成30年度（2018年）に
認定されました。そしてこの度、特に優れた取り組みを行っている企業に贈られる市長表彰にお
いて、令和2年度（2020年度）の大規模企業部門優秀賞を受賞しました。

表彰式の様子(2021年3月)、大阪市役所

次世代育成支援企業認定マーク「くるみん」を取得

イトーキは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定、計画に定めた目
標を達成し、厚生労働大臣より一定の基準を満たしたことが認められ、この度「子育てサポート
企業」として、次世代育成支援企業認定マーク（愛称「くるみん」）を取得しました。

休暇および特別勤務制度データ（イトーキ単体、2020年度）
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女性 男性 総計

（69.2%） （48.4%） （53.8%）

産休取得者数
22名

（21名）
0名

（0名）
22名

（21名）

育休取得者数
19名

（21名）
5名

（1名）
24名

（22名）

介護休業取得者数
1名

（0名）
0名

（0名）
1名

（0名）

短時間勤務者数
75名

（63名）
2名

（1名）
77名

（64名）

シフト勤務者数
9名

（7名）
5名

（6名）
14名

（13名）

イトーキでは、定年退職者が、長年の業務で培ったノウハウや知識・技術を若い世代へ継承しながら、世代を超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、生きがい、やりがいのある前向な将来設計に向け、「ライフキャリアプランセミナー」プログラムを導
入し、人生プランを考える機会を提供しています。

イトーキ単体の2020年12月時点での障がい者雇用率は2.24％です。今後も障がいを持つ社員もイキイキとやりがいを持って働ける職場環境の整備
に努めてまいります。また働きやすい環境のさらなる向上と法定雇用率に対応するべく、説明会など障がい者との接点を積極的に増やし、職場と
のマッチングを考えた取り組みを引き続き実施していきます。

（2020年12月31日現在）（　）内は前年度

女性 男性 総計

正社員
568名

（545名）
1199名

（1215名）
1767名

（1760名）

正社員以外
51名

（54名）
222名

（208名）
273名

（262名）

管理職
24名

（21名）
267名

（252名）
291名

（273名）

正社員平均年齢
37歳2カ月

（36歳8カ月）
42歳9カ月

（42歳8カ月）
40歳11カ月
（40歳9カ月）

正社員平均勤続年数
11年6カ月

（11年3カ月）
16年11カ月

（16年11カ月）
15年2カ月

（15年2カ月）

正社員以外平均年齢
43歳11カ月
（44歳3カ月）

51歳5カ月
（50歳5カ月）

50歳0カ月
（49歳1カ月）

正社員以外平均勤続年数
4年7カ月

（3年9カ月）
19年2カ月

（18年0カ月）
16年5カ月

（15年1カ月）

再雇用人数 3名 78名 81名

産休、育休取得者数は、2020年度に休業を開始した人数です。※

シニア人財の活躍推進

障がい者雇用への取り組み

人事関連データ（イトーキ単体）
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女性 男性 総計

（1名） （44名） （45名）

障がい者人数
8名（重度2名含む）

（8名（重度2名含む））
31名（重度5名含む）

（25名（重度5名含む））
39名（重度7名含む）

（33名（重度7名含む））

障がい者雇用率
2.24%

（1.92%）

イトーキでは、生産性を高め多様な働き方を促進するため、テレワークの実施を進めています。
2013年より在宅勤務のトライアルからスタートし部門単位での効果検証を経て対象範囲を拡大、2018年１月から「テレワーク勤務制度」を正式
導入しました。その後、テレワーク勤務が浸透し働く場所の選択肢としての考え方が広まる中で、2021年4月には規程の整備・改定を行い、テレ
ワーク勤務の日数制限廃止および1日あたり250円の在宅勤務手当の新設を実施しています。現在は勤続6ヶ月以上の社員で会社が認めれば、誰で
も使える仕組みになっています。
イトーキは、今後もテレワークをはじめとする新しい働き方に積極的にチャレンジし、多様な人材がイキイキと働ける環境づくりに取り組んでい
きます。

イトーキでは、自律的かつ多様で柔軟な働き方の実現に向けて、工場を含む全社において時差出勤制度を導入しています。勤務開始時間の繰り上
げ繰り下げが可能です。この制度により、社員の多様な働き方への対応はもとより、パフォーマンス向上やワークライフバランスの実現にも寄与
できると考えています。

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。※

ワーク・ライフ・マネジメントへの取り組み

テレワーク

時差出勤

育児休業の取得推進（男性社員の育児休業）

イトーキでは男性の育児参加を推進するべく、職場の意識改革や働き方の見直しなど、社員が豊
かな生活を送るための柔軟な働き方を実現する環境整備を進めています。2018年度からは、
『仕事と育児の両立支援ブックFor Men』を発行し、配偶者が出産予定の男性社員に配付してい
ます。今後は、育児だけでなく介護や傷病などのシーンにおいても、仕事を続けられるよう両立
支援・体制づくりを全面的に進めていきます。
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RPAとはRobotic Process Automationの略で人間がコンピュータ上で行っている定型作業を自動化することをいい別名「仮想知的労働者（Digital
Labor）」とも呼ばれています。

イトーキでは、システム改修で費用対効果が見込めないために人手で行っている業務を主な対象としてRPA化を推進しています。RPAを導入すれ
ば、その時間をお客様への価値提案やプライベートの時間に充てることができるようになります。データの取りまとめ作業などで時間に追われる
ことがよくありますが、このような締め切りに追われるストレス軽減や休暇を取得できない状態の解消もできます。

オフィスの社員滞在率を１時間単位で対象者全員に滞在率をメール配信、ショールームに来館されるお客様の滞在予定を毎日対象者全員にメール
配信などコロナ禍対応も速やかに実施しています。

業務自動化には現状の定型業務に限らず、業務を見直して定型化していく活動、期間限定の緊急業務の速やかな実行が必要となります。業務効率
化を推進することができます。
2019年～2020年の実績は218業務を自動化し約24.547時間を創出することができました。
今後は全社的BPR（Business Process Re-engineering）を支援するツールの一つとして「働き方変革」を推進する有効な手段として活用してまい
ります。

少子高齢化を背景に、従業員の健康管理が企業の重要な経営課題となっています。イトーキでは、従業員の健康づくりに取り組むとともに、そこ
から得られた経験を「働く環境を提供する企業」としてお客様や社会へ幅広く発信しようというオリジナルの健康経営を進めています。

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、ミッションステートメント『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。

健康経営に向けた具体的な取り組み

イトーキ健康経営宣言

イトーキでは、2015年度の時間単位年次有給休暇の制度導入をはじめとする有給休暇取得推進の取り組みに力をいれています。
2017年度からは、年初に年間12日間の有給休暇取得計画を全社員が作成しています。社員一人ひとりが自身の働き方を見つめ直すことで、ワー
ク・ライフ・マネジメントによる働きがいと生産性向上を目指して取り組んでいます。

中期経営計画「働き方変革130」の取り組みの一環として2018年7月に全社RPA推進プロジェクトが発足しました。 RPAを活用することで定型業
務を自動化し飛躍的に生産性を向上させ、創造的時間を創出し、これまでにない新しい価値を生み出すことができます。
まさに「働き方変革」の実践です。

年次有給休暇の取得推進

RPAを活用した生産性向上への取り組み

116



喫煙を個人ごとと捉えず健康経営の課題として掲げ、2017年10月から就業時間内禁煙宣言や禁煙サポートプログラム、禁煙外来への費用補助など
を実施してきました。2021年度は気軽に禁煙を体験できるノンスモ3日間やオンライン禁煙プログラム導入、全社を挙げての卒煙3Daysなどの新
たな施策を打ち出し、組織として全面的に支援しています。あわせて、就業時間内禁煙の就業規則化や採用時募集条件の見直しなど制度面の整備
にも着手しています。

従業員の心身の健康を重要な経営課題と捉え、2017年2月に「健康経営宣言」を制定し、社長を
委員長とした健康経営推進委員会が発足しました。これまで会社および健康保険組合を中心に進
めてきた、従業員の健康に関するさまざまな取り組みや活動を体系化し、戦略的な健康経営をイ
トーキの強みとして挙げられるよう活動を加速させています。

健康経営推進委員会の構成組織

5年連続「健康経営優良法人2021（ホワイト500）」に認定

イトーキは、2021年3月、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する『健康経営優良法人
2021（大規模法人部門（ホワイト500））』に認定されました。
オフィス家具事業を展開する企業としては、初めてとなる５年連続での認定となります。「健康
経営宣言」を制定してから現在も、従業員の健康に関する活動をさらに加速させるために、組織
横断的に構成された健康経営推進委員会を中心に従業員がより健康的に働いていくためのさまざ
まな活動や取り組みを継続しています。

はたらきかた健診

ワークスタイル健康診断サービスとしてお客様にご提案するイトーキオリジナルの健康ソリュー
ションを、全従業員を対象に2018年度より毎年継続して実施しています。
「働き方改革」や「健康経営」の課題分析、効果検証に向け、集計されたデータを組織・勤務
地・職種・年齢などさまざまな切り口から分析し、改善策の立案に活用しています。
今後も、イトーキの働き方についての知見、ノウハウを活かし、個人と組織のパフォーマンスを
高める取組みを継続していきます。

はたらきかた健診のチラシ

禁煙の推進

健康経営推進委員会
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禁煙推進企業コンソーシアムとは、東京都後援のもと、東京都医師会、公益財団法人日本対がん協会、東京に本社や事業所を置く企業で構成さ
れ、「2022年までに喫煙率12％の達成」を共通の目標に掲げ、さまざまな取り組みによって社員の喫煙率を低減し、受動喫煙のない社会をつくり
上げることを目的としています。イトーキは、同コンソーシアムに賛同・参加し、禁煙に対する取り組みをより強化・推進することで、受動喫煙
を含めた社員の喫煙による健康リスクを低減させ、活き活きと働くことのできる健康的な職場環境の構築を目指します。

イトーキでは、社員一人ひとりに健康への関心を高めてもらうため、社内向けWeb広報誌「健康管理室だより」の発信や、eラーニングでの健康
教育、健康保険組合のホームページにて生活習慣病やライフスタイル等の健康づくり支援について情報発信をしています。
また、健康診断受診率100%実施継続に向けて、受診指定期間を設け啓発活動を実施。職制を通じた受診を勧奨するなど、全社で健康診断受診率

卒煙ポスター

就業時間内禁煙宣言

禁煙推進企業コンソーシアムへの参加

2019年4月発足発表会での平井社長

一人ひとりがイキイキと働くための健康管理サポート

健康診断受診の徹底

の維持を図っています。
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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師が中心となり、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、継続的な保健指導と年間を通じた情報発信を全社的に行い、社員の健康意識向上を推進しています。

イトーキでは、2006年度からメンタルヘルス対策に取り組んでいます。
若手社員研修や、新任管理職研修、各事業場の特性に合わせた研修を実施しています。一般階層向けには自らのストレスへの対処を知るセルフケ
アを、管理職向けには安全配慮義務や傾聴を中心としたラインケアなどを学べる内容にしています。
また、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。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、継続就業のサポートをしています。
2016年度のストレスチェック制度導入により、社員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の一
次予防（未然防止）に取り組んでいます。

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。
2020年度は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、新型コロナウイルスやインフルエンザの罹患予防にも取り組んでいます。また2018年11月より定期的に、アルコール手指消毒液と除菌
シートを全ての事業場に配布し集団感染の拡大防止に努めています。数年に渡るこうした継続的な取り組みは、確実に新型コロナウイルスやイン
フルエンザ罹患者の抑制につながっています。

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
とのできる安心・安全で快適な職場環境の整備に取り組んでいます。

2020年度健康管理室だより

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

「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（2020年度／生産部門）

2018年 2019年 2020年

休業災害 1件 2件 3件

不休業
災害

9件 8件 1件

度数率 1.30 1.33 3.00

休業災害件数 3件

不休業災害件数 1件

度数率 3.00

強度率 0.15

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:※
強度率 0.00 0.09 0.015

休業災害：休業1日目よりカウント

1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数
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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など多彩な活動を展開しています。

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）

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。2020年度は、この理念に基づき労使協議会を10回、地区・事業所ごとの地区労使協議会を7回開催したことに加え、将来に向
けて解決すべき議題に対する意見交換の場として労使意見交換会を14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。社長と組合員が直接意見を
交わす会合「未来集会」は2020年度で第6回を数えました。全国7つの支部長（東日本、東京第一、東京第二、中部、関西工場、大阪、西日本）が
それぞれ一同に集まり、社長とのディスカッションに臨みました。各支部長が働きがいのある会社とするためにディスカッションし、労使ともに
充実した場となりました。

安全・安心な環境づくり

健全で円滑な労使関係の構築

120



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」を策定し、組合員のための活動を日々継続しています。

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（2020年12月時点）

70.3％

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。

各地の特性に合わせたさまざまな支部活動（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・情報交換ができるオンラインコミュニ
ケーションイベントやグループ会社との交流、「労働組合アンケート」などを通じた情報収集・発信などを行っています。

「未来集会」を通じた経営トップとの交流

2020年7月に、社長と全国7支部の支部長による意見交換会「未
来集会」を開催しました。6年目の開催となる2020年度では「一
体感を醸成するために」をテーマに各支部にて現場を取り巻く日
常の課題に対する”決別したい姿”について熱い意見交換を行いま
した。
未来集会終了後の参加者の声としては「今働きがいのある会社を
つくる上で不可欠なことの共通認識が持てた」「現場に戻って実
践していきたい」など、参加者の未来集会に対する前向きな意見
が多く見られました。

「未来集会」の様子

労働組合の活動

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

１. 「共感」に関する取り組み
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組合員が会社や仕事に誇りを持ち、お互いに尊重し合える姿を目指してキャリアや働き方について労使による意見交換を行っています。また「い
ちご白書」という労学連携プロジェクトに参加しており、学生や他労組との研修や交流を通じて、社会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。

組合員の自立・自己実現に向けて、コロナ禍において増えた在宅時間を少しでも充実したものとするために、「書籍購入支援」や「オンライン学
習支援」をはじめとするOne　more　challengeを実施しました。参加された方にはレポートを提出いただき、組合員の新たな気づきを共有いた
しました。

上記のいずれの活動・取り組みは、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出され
ています。

採用にあたっては、性別・年齢・国籍・職種・職群・学歴・職歴などによって採否の決定をしません。
また選考過程では人権を侵害する可能性がある不適切な質問をすることなく、応募者本人の適正と能力に基づく公正な採用・選考を行っていま
す。

調達方針に基づき、2019年より一部のお取引先様に対して人権配慮、環境保全や社会的責任に関する取り組み状況を確認するアンケート調査を開
始しています。

３. 「自立・自己実現」に関する取り組み

キャリア労使意見交換会の様子 One more challenge Vol.1 「書籍購入支援」レポート

人権への取り組み

公正な採用・選考

人権教育の推進

近年、国際的に人権尊重への機運が高まっており、イトーキでも2018年度に「イトーキグルー
プ人権方針」を策定し、人権尊重に向けた取り組みを進めています。2020年度には、人権教育e
ラーニングを新規開講しました。「ビジネスと人権」をテーマに、企業活動の中でも特に「人」
と「仕事」に着目し、「人権」についてどう考え取り組むか、どう行動するか、などについて理
解を深めました。

人権教育eラーニングの実施

CSR調達の実施

詳しくはこちらをご覧ください

２. 「尊重・誇り」に関する取り組み

イトーキでは、社内外に相談・通報窓口を設け、人権、ハラスメント等に関する相談や意見を社員から受け付けています。

相談・通報窓口の設置
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