
会 社 案 内

本            社／〒501-3954  岐阜県関市千疋2002
TEL 0575-28-4811  FAX 0575-28-4800

美 濃 第 １ 工 場／〒501-3706  岐阜県美濃市須原605
TEL 0575-32-2231  FAX 0575-32-0001

美 濃 第 ２ 工 場／〒501-3706  岐阜県美濃市須原510-2
TEL 0575-32-3010  FAX 0575-32-3012

i n f o m a x  c e n t e r／〒509-0109  岐阜県各務原市テクノプラザ1-3
TEL 058-379-0360  FAX 058-379-0362

埼玉テクニカルセンター／〒330-0055  埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2-5
TEL 048-813-7034  FAX 048-813-7134

岐阜テクニカルセンター／〒509-0109  岐阜県各務原市テクノプラザ1-3
TEL 058-379-0367  FAX 058-379-0364

大阪テクニカルセンター／〒564-0062  大阪府吹田市垂水町3-34-15
TEL 06-6330-8646  FAX 06-6368-2411

上海駐在員事務所／中国上海市長寧区仙霞路88号 
太陽広場E502A 〒200336
TEL +86-21-6209-0359  FAX +86-21-6209-0360

infomax center

本  社 美濃第1工場

美濃第2工場

主要海外提携先

ドイツ
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
item Industrietechnik GmbH
SIKO GmbH
Rohde AG
Röchling Industrial SE & Co. KG
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
RADOLID Thiel GmbH
EBERT Kettenspanntechnik GmbH
Fr. Bölling GmbH
Knirps GmbH
Sacher & Co. GmbH
Moinch GmbH

イタリア
ELESA S.p.A.
Officina Meccanica Lombarda s.r.l.
TECNIDEA CIDUE S.r.l.
Tecnodidattica S.p.A.

イギリス
Parks London Ltd.

フランス
KOPAL-CAROSSINO S.A.S.

ノルウェー
SMARTSHIFT robotics

フィンランド
OK-VISE Oy

アメリカ
Jergens Inc.
Fairlane Products
Carr Lane MANUFACTURING CO.
Mitee-Bite Products LLC
Acme Industrial Company
Chick Workholding Solutions

IMAO2023

ブランドステートメント

事 業 分 野

シンボルマーク

常に新しい価値を創造し、産業界の発展に貢献します

当社は、1967年に日本で最初の標準ハンドルを開発して以来、標準機械部品のリーディングカンパニーとして、人に優しく
安全性や機能性に優れた製品の開発を行ってきました。また、自社製品のみならず、「標準化」思想を同じくする海外の
標準機械部品メーカーとも積極的に販売提携を行い、数多くの優れた機械部品を、当社の品質保証のもとで安心と共に
日本のお客様にご提供しています。当社は今後も、当社ならではのアイデアの詰まった製品と豊富なラインアップで、
産業界のお客様の多様なニーズにお応えしていきます。

人と機械をアイデアで結ぶ標準機械部品

つくる人へ、活きるＩＴ製造情報システム
当社は、ミッドレンジ3次元CADシステムに関する高度な専門知識とシステム設計力、アプリケーションソフトウェア開発力を
コアスキルに、お客様に最適なCADシステムの導入コンサルティングから、ソフトウェア・ハードウェアの評価・選定、CAD
システムの構築、教育研修、導入後の総合的な運用支援、保守サービスまでをワンストップでご提供しています。当社は
今後も、お客様にご満足いただける、活きる製造情報システムで、「ものづくり」のお客様の付加価値向上に貢献して
いきます。

自由な発想をカタチにアルミ構造材
当社のアルミ構造材は、高精度アルミフレームと多彩なパーツ構成で、システムとしての完成度の高さ、多機能性で他の
追随を許しません。製作工程における溶接・研磨・塗装などの作業をなくし、シンプルな設計、最小限の加工、迅速で高精
度な組立により、短期間に美しく安全で剛性に優れた構造体を実現します。当社は今後も、信頼と実績の製品システムと
安心の設計支援体制で、お客様のあらゆるニーズにお応えしていきます。

押さえの、切り札！標準治具
効率的な多品種少量生産が求められる今日、生産性を高めるためには、多彩な加工物に柔軟に対応できる標準治具
が欠かせません。当社は、1983年に標準治具（ブロックジグシステム）の製造、販売を開始して以来、「ものづくり」のお客様
の生産性向上に貢献することを目的に、当社ならではの独創的な治具製品を数多く開発し、製品ラインアップの拡充に努め
てきました。その結果、現在では、「治具のイマオ」「クランプのイマオ」として、お客様から高いご評価をいただいております。
当社は今後も、標準治具のプロフェッショナルとして、お客様の「ものづくり」に貢献していきます。

イマオコーポレーションのシンボルは「楠」と「地球」です
当社のシンボルマークは、「楠」と「地球」をモチーフにデザインされています。「楠」は、当社の創業の地である
岐阜県各務原市那加楠町に由来しており、常に緑の葉を絶やさない姿から若さと成長性を、そして強い生命力を
秘めた樹木であることから企業としての永続性を表しています。また、広く街路樹や公園の植樹として使われ、人々に
憩いと安らぎの場を提供していることから、社会への貢献と環境に優しい企業であることも表しています。「地球」は、
人と人、企業と企業との相互の信頼関係に基づく「グローバルヒューマンネットワーク」で、世界に広がる当社の
ビジネスフィールドを表しています。

New Pleasure（新たなよろこび）ライフスタイル商品
当社は、高い品質とデザイン性を兼ね備えた海外の優れたライフスタイル商品を日本の皆様にご紹介したいとの思い
から、機械部品の輸入ビジネスで培った海外企業との取引ノウハウと、当社のメーカーとしての「品質へのこだわり」を
もって、1994年にライフスタイル商品の輸入販売ビジネスをスタートしました。現在では、当社独自の視点でセレクトした
商品を日本の皆様にお届けし、ご好評をいただいております。当社は今後も、常に新しい価値をご提供し、お客様の感性
豊かなライフスタイルの創造に貢献していきます。

社   是 

経 営 理 念

1. 社員とその家族の幸せを追求します

2. お客様の期待を超える製品とサービスで、お客様に感動をお届けします

3. 常に感謝の心を持ち、ありがとうと言っていただける会社を目指します

私たちの原点は、人と人、企業と企業との相互の信頼関係を創造し、その

信頼関係をベースに新たなビジネスチャンスを創造し続ける起業家精神です

ご 挨 拶

当社は1961年の創立以来、産業界の「生産性向上」「付加価値向上」に貢献することを目的に、産業機械

用の標準機械部品、標準治具、アルミ構造材などの多くの機械要素部品を、自社製品のみならず海外提携先

メーカーの製品も含めた幅広いラインアップで提供してまいりました。その結果、今日においては、機械要素部品、

治具・クランプ製品のリーディングカンパニーとして、産業界の皆様の厚い信頼をいただくに至っております。

また、近年においては、標準機械部品、治具・クランプ製品などの開発で培った技術とノウハウを活かして、

自動化・省人化機器、高精度位置決め機器、ロボット周辺機器などの開発に取り組み、ますますその製品領域を

広げております。

さらに、2012年に製造販売を開始した、当社独自のボルトに替わる締結部品であるワンタッチ着脱シリーズは、

お客様の多様なニーズに対応して、毎年ラインアップを拡充しており、装置の段取り

替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずにワンタッチで行える

製品として、幅広い業種のお客様から大変ご好評をいただいております。

当社は今後も、常にお客様のご要望に耳を傾け、「イマオならでは」の独自性の高い

製品やサービス、ソフトウェアを積極的に開発し、産業界の「生産性向上」「付加価値

向上」に貢献する企業、お客様の満足度の高い企業、そして当社で働く社員の

満足度の高い企業でありたいと念願しております。

今後とも、一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

 

代表取締役社長  今尾 任城
いまお     たつき



社　　名／株式会社イマオコーポレーション 

代 表 者／代表取締役社長 今尾 任城 

資 本 金／9,000万円 

創　　業／1935年10月 
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初代社長 今尾信一が、岐阜県各務原市那加東那加町にて、今尾鋳造所を創業 

資本金150万円にて株式会社今尾製作所を設立し、今尾鋳造所の業務を継承 

ハンドル車、握り等、標準機械部品の製造販売を開始 

海外企業と販売提携を結び、ドイツKipp社製品の輸入販売を開始 

岐阜県美濃市須原に美濃工場を新設 

岐阜県関市千疋に本社工場を新設し移転 

標準システム治具ブロックジグシステムの製造販売を開始 

AutoCADの販売、ソフトウェア開発に着手し、情報分野に進出

ドイツitem社製品の輸入販売を開始 

CIを導入し、株式会社イマオコーポレーションに社名を変更 

本社内にi-TECHセンターを新設 

ライフスタイル商品の輸入販売を開始 

品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得

岐阜県各務原市テクノプラザにinfomax centerを新設 

環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得

岐阜県美濃市須原に美濃第2工場を新設 

ワンタッチクランプの製造販売を開始

ワンタッチクランプがグッドデザイン賞を受賞

ワンタッチ着脱の製造販売を開始

国内の支店・営業所をテクニカルセンターに名称変更

中国 上海に駐在員事務所を開設

会社概要

製造情報システムアルミ構造材
自由な発想をカタチに つくる人へ、活きるIT

当社は、標準機械部品、標準治具などの要素部品を核に、長年にわたって培った技術を活かして、

省力化機器、高精度機器などの開発に注力し、ますます製品領域を広げています。

当社は、お客様の「ものづくり」を支える企業として、これまでの枠を超え、

さらに進化した価値ある製品とサービスをお届けします。

ますます広がるイマオの製品領域

当社は、すべての製品、サービスにおいて、常に
「お客様満足度の向上」に取り組んでいます。
お客様との双方向のコミュニケーションを大切にし、
お客様にご満足いただける製品、サービス、そして問題
解決のためのより良いご提案をお届けします。

製品貸出しサービス 治具セミナー
（Webセミナー）

提案型営業 お客さま技術相談室

・段取り替え
・生産性アップ
・安心 /安全

・コストダウン
・効率化
・省人化

・平準化
・自動化
・高精度

のアイデア

製品開発     お客様のニーズのその先へ

当社の製品開発は、常にお客様の声を起点にしています。営業部門と技術部門が一体
となって、お客様の声に耳を傾け、お客様の潜在ニーズを把握して、そのニーズの一歩

先を行く新しい価値を持った製品、当社ならではの「プラスα」を加えた製品の開発に
取り組んでいます。

お客様の課題やニーズ 美濃第1工場（IMAO SOLUTION STUDIO）

美濃第2工場

美濃第1工場

展示会風景

展示会風景

展示会風景（ライフスタイル商品）

これまでの枠を超え、さらに進化した価値ある
製品とサービスをお届けします

高精度位置決め製品
●フレックスロケーター
●クイックゼロセッティングデバイス
●フレックスゼロベース

メカニカルクランプ製品
●ワンタッチクランプ
●ナットランナー治具
●フォームクランプ

「プラスα」製品
●ワンタッチ着脱
●ロボットツールチェンジャー
●プルフィックス

エア関連製品
●エアロック着脱
●エアフレックスロケーター
●エアシャフトクランパー

コア技術
クランプ・位置決め技術
自動化・省人化技術

サービス&
コミュニケーション
お客様満足度の向上を目指して

標準機械部品
人と機械をアイデアで結ぶ

標 準 治 具
押さえの、切り札！

ワンタッチクランプワンタッチクランプ

サポーター＆ジャッキサポーター＆ジャッキ

トライアングルグリップトライアングルグリップ

小サイズクランプ小サイズクランプ

フォームクランプフォームクランプ
ODクランプODクランプ

クランプ＆ストッパークランプ＆ストッパー

バイスバイス

プルフィックスプルフィックス
SMARTSHIFT ロボットシステムSMARTSHIFT ロボットシステム

エア アシスト クランプエア アシスト クランプ

エアナチュラルサポーターエアナチュラルサポーター

フレックスロケーターフレックスロケーター

エアフレックスロケーターエアフレックスロケーター

バキュームクランプ＆
高精度位置決め
バキュームクランプ＆
高精度位置決め

メッセージウォッチ Type-Nメッセージウォッチ Type-N

吊具＆ボルト＆ナット吊具＆ボルト＆ナット

CADコンサルティングサービスCADコンサルティングサービス

インジケーターインジケーター

テンショナーテンショナー

ワンタッチ着脱ワンタッチ着脱
エアロック着脱エアロック着脱

インデックスクランパーインデックスクランパー

エアシャフトクランパーエアシャフトクランパー

ガイドレールガイドレール

位置決め部品位置決め部品ハンドル＆取っ手ハンドル＆取っ手

アシストインジケーター、
アシストアクチュエータ
アシストインジケーター、
アシストアクチュエータ

アクチュエータ
ユニット
アクチュエータ
ユニット

CADカスタマイズサービスCADカスタマイズサービスモジュラーコンストラクションシステムモジュラーコンストラクションシステム

エルゴノミック ワークベンチエルゴノミック ワークベンチ

クランプレバー、ノブ、ヒンジ、
アジャスターフット

クランプレバー、ノブ、ヒンジ、
アジャスターフット

機械設備監視システム  ファクトリーステーション2機械設備監視システム  ファクトリーステーション2

異物混入対策シリーズ異物混入対策シリーズ

ガイドローラーガイドローラー

トルクコントロールレバートルクコントロールレバー

クリック トルクノブクリック トルクノブ

スピンロックスピンロック

ワンタッチロックノブワンタッチロックノブ

プッシュクランパープッシュクランパー

ワンタッチスライドロックワンタッチスライドロック

ラック&ピニオンラック&ピニオン

ダンパー&防振部品ダンパー&防振部品

インデックス プランジャーインデックス プランジャー

抗菌仕様シリーズ抗菌仕様シリーズ

センタリングクランプセンタリングクランプ

フレックスエックスフレックスエックス

スイングクランプ
（スプリングタイプ）
スイングクランプ
（スプリングタイプ）

シグナルスイッチ2シグナルスイッチ2

ハイジェニックシリーズハイジェニックシリーズ

ナットランナー治具ナットランナー治具

フレックスゼロベースフレックスゼロベース

モジュラーコンストラクションシステムモジュラーコンストラクションシステム

ライフスタイル商品
New Pleasure（新たなよろこび）を
お届けします。


