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《主な営業内容》

本　　　社：〒 102-0074　東京都千代田区九段南 1-5-6　りそな九段ビル 5 階
　　　　　 TEL：03-6869-6278  FAX：03-6240-2668
東京営業所：〒 135-0004　東京都江東区森下 2-19-8　亀吉ビル 3 階
　　　　　 TEL：03-6240-2278　FAX：03-6240-2668
上海事務所：中国上海市静安区長安路 1138 号 中房華東大厦 21 階 D 座  200070
　　　　　 TEL：+8621-5295-5720　 FAX：+8621-6205-4816
E-mail：ims-info@ims-biz.com      http://ims-biz.com/

株式会社 アイ・エム・エス
Head Office:  5F Risona Kudan Bldg.  1-5-6 Kudan-minami 
　　　　　　Chiyoda-ku Tokyo, 102-0074, Japan
　　　　　　TEL：+81-3-6869-6278 　FAX：+81-3-6240-2668
Tokyo Office:  3F, Kameyoshi Bldg., 2-19-8, Morishita, Koto-ku,  
　　           　Tokyo, 135-0004, Japan
　　　　　　TEL：+81-3-6240-2278　FAX：+81-3-6240-2668
Shanghai office: Room D, 21/F, Zhongfang Huadong Bldg., 1138, 
Chang’ an Rd., Jing’ an District, Shanghai 200070, P.R. China

IMS Co., Ltd.

● 船舶分野　　

艤装材、防熱材、保温材（騒音規制対応品含む）、内装材、意匠材、客室用装備品等関連資材の販売とコンサルティング業務
■ マリンボード：壁用、天井用、家具用等
　・アルミニウム系マリンボード 
　・けい酸カルシウム系マリンボード
　・バーミキュライト系マリンボード
　※全ボードにラミネート（HPL）化粧加工、小口加工、及びＲ加工等の役物対応
■メラミン化粧板（低圧メラミンボード、MFC）
■パーティクルボード（MDF）、繊維板
■ラミネート化粧板（高圧メラミンシート、HPL）
■不燃防熱材・保温材（騒音規制対応品）・保冷材 
■その他：
   クラフトガラス、内外装用石材、インテリア用金属意匠材、塩化ビニルシート、フローリング材、各種家具、
   トイレブース、織物、カーペット、クロス、エンターテイメント LED・照明機器、客室装備品等

SKT etc.:  検温付き除菌キット及び各種除菌液
/  SKT： Sanitizer Kit with Thermometer etc. 
& Antiseptic Liquid　　

酸素補給水 WOX
/ Oxygen(O2) Delivery Liquid, WOX

天然ミネラルウォーター FIUGGI   
/ Natural Mineral Water ＆ Sparkling Natural 
Spring Water

内装材  / Interior decorative materials 騒音規制対応不燃防熱材 / Noncombustible 
thermal insulation material which complies 
with the latest IMO noise reduction regulation

客船イメージ /The latest cruise ship which include 

materials we supplied

● ライフサイエンス分野　　

・ 感染症防止対策各種商品の輸出入販売、健康増進商品の販売、ソリューションの提案とコンサルティング業務

PMS:  各種防疫対策商品  
/ Preventive Measures Solutions Products

多機能クリーンスプレー & シャワー
/ Multifunctional Clean Spray & Shower

TSS:  検温追跡システム 

/ TSS: Thermal Screening System
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株式会社アイ・エム・エスは、お客様満足を第一に各分野におけるユニークな商材と

トータルソリューションをお客様に提案し、付加価値を共創していく事で、社会の進

化と人々の幸福を導く夢あるグローバル企業を目指しています。

建築、船舶、プラント及びライフサイエンス分野で、

多様でユニークな商材とソリューションを提案する専門商社

《主な営業内容 ・ 取扱品目》

株式会社 アイ ・ エム ・ エス

代表取締役社長     江 東    新

IMS Co., Ltd.

● 会 社 案 内
商　　　号：　株式会社アイ・エム・エス（英文名：IMS Co., Ltd.）
設　　　立：　2015 年 10 月
代   表  者：　江東　新
本　　　社：　〒 102-0074　東京都千代田区九段南 1-5-6　りそな九段ビル 5 階
東京営業所：　〒 135-0004　東京都江東区森下 2-19-8　亀吉ビル 3 階
取 引 銀 行：　三菱 UFJ 銀行 本所支店　　みずほ銀行  神田支店
D-U-N-S® Number（ダンズナンバー）：  692805897 
日本輸出入者標準コード：  P0013V210000

● 工業分野
保温、断熱、保冷、防耐火等関連商品の販売とコンサルティング業務
■保温材、断熱材、保冷材、高性能けい酸カルシウム保温材（石油化学プラント、発電所、製鉄所等プラント用）
■耐火被覆材（石油化学プラント、発電所、製鉄所等の建屋用）
■機械設備・部品、外装用鋼板・アルミ板、付属資材及び省エネ関連商品
■高性能油吸着材

● 建築分野
建築防耐火、内装、調湿（けい酸カルシウム）、各種家具、内装・インテリア資材等関連商品の販売とコンサルティング業務
■調湿建材（博物館・美術館用壁材、天井材等）
■耐火被覆材（柱、梁、壁、免震装置用、貫通部延焼防止材等）、建築内装関連商品
■各種家具、内装インテリア資材（石、金属、織物、塗材、カーペット、照明ほか、特殊装飾材等）

博物館・美術館用調湿建材（壁材・天井材）
/ Fireproof humidity controlling materials for 
museum and galleries (wall， ceiling)

各種内装・インテリア資材 
/ Various Interior Materials

耐火被覆材 （鉄骨柱、 梁等）  / Fireproof 

cladding (steel column, steel beam, etc.) in 

petrochemical plant

高性能けい酸カルシウム保温材 

/ High-performance calcium silicate thermal 

insulation materials

高性能油吸着材 マジックファイバー 

/ High-performance oil absorbent, Magic Fiber 

● 事 業 内 容
１、博物館、美術館等向けの防耐火、保温、断熱、調湿、内装インテリア等資材の販売、コンサルティング　
　業務
２、ホテル、店舗、住宅等向けの各種造作家具、置き家具、内装・インテリア資材 ( 石、金属、織物、塗材、
　カーペット、床材、MDF、合板、照明、タイル、洗面器具、装飾ガラス、特殊装飾材等 ) の輸入販売、
　ホテル客室・公室用各種装備品の輸出入販売、一部現地工場の品質管理受託業務等
３、旅客船等各種船舶向けの各種家具、座席、内装・インテリア資材 ( 石、金属、織物、塗材、カーペット、
　照明 ､ タイル、洗面器具、装飾ガラス、特殊装飾材等 ) の輸出入販売、客室・公室用の各種装備品、
　船体用遮音・保温・防熱材等の輸出入販売、コンサルティング業務
４、石油化学プラント等向けの耐火、保温、断熱保冷等資材の輸出入販売、コンサルティング業務
５、感染症防止対策用各種商品及びシステムの輸出入販売、健康増進商品の販売、ソリューションの提案と
　コンサルティング業務

博物館・美術館用調湿建材（壁材・天井材）
/ Fireproof humidity controlling materials for 
museum and galleries (wall， ceiling)

各種屋外家具 
/ Various Outdoor Furniture

各種室内家具
 / Various Indoor Furniture

各種内装・インテリア資材 
/ Various Interior Materials

● 取扱い製品
１、建築用防耐火建材・調湿建材：タイカライト、UL タイカライト、ヒューミライト他
２、建築内装用資材：NABEL セラミックタイル、JA's クラフトガラス、airlite Ⓡ 空気清浄・省エネ塗料
　　（光触媒水性塗料）、F ☆☆☆☆合板他
３、船舶用資材：マリライト G-PF、G-PH、ドルフレックス、マリンウール THB / THB-A シリーズ他
４、保温断熱材：ダイパライト、THB グラスウール 、高性能油吸着材：マジックファイバー他
５、各種防疫用機材：安心通路 DDS（検温除菌システム）、追跡安心 TSS（検温追跡システム）、
　　検知達人（AI サーモカメラ & アルコール検知器）他　
　　健康増進商品：THE CLEAN Ⓡ シリーズ・多機能クリーンボックス・多機能クリーンスプレー & シャワー、 
　　酸素補給水 WOX、 天然ミネラルウォーター FIUGGI 、マイタケセレクト、らくちんクリーム温感マグマ烈他
　


