
株式会社知識経営研究所のご紹介



東京都港区麻布十番2-11-5
麻布新和ビル4階

所 在 地

代表取締役 鈴木 明彦代 表 者

２０００年設 立

株式会社 知識経営研究所社 名

届 出 等

会社紹介

エコステージ評価機関（認定番号 東京0034）
ISMS認証取得（JATE-IS 0070）
特定労働者派遣事業所 届出済

主要サービス

・アドバイザリー
・監査、監査ルティング（監査＋コンサル）
・セミナー、人材育成
・調査研究、計画策定
・システムの開発運用、検定事業等



事業紹介

食 品

品 質

環 境

情報・事業継続

労働安全衛生

KAIZEN

心 理

ISO9001 ISO13485（医療機器） ISO17025（校正機関・試験所認定）

IATF16949（自動車）AS9100（航空宇宙）

ISO14001 環境基本計画

学校向け食育授業

アンケート意識調査

温室効果ガス集計システムエネかるISO50001

eラーニング環境さんたくん地球温暖化対策実行計画

問題解決

NLP

新５S思考術 なぜなぜ分析

マインドマップ

品質保全

TPM

品質統計

HACCP ISO22000 FDA対応（HARPC）FSSC22000 フードディフェンス

フードチェーン 業界ガイドライン策定＆監査

言語プロファイリング

コーチング心理学

エニアグラム

レジリエンス

ビールゲーム

ストレスマネジメント 事故災害予防 メンタルヘルス

ヒューマンエラー

SWOTクロス分析 会議ファシリテーション

PM分析

環境関連法令フォロー

ISO27001 Pマーク ペネトレーションテスト

マインドフルネス

IT統制 ISO22301 組織レジリエンス

ISO18001 ISO45001

トレーサビリティ

バリューストリームマップ

サスティナビリティCSR

人権労務 COC

食品安全検定

コンプライアンス

リーダーシップ

チームビルディング

組織心理学

記憶術 速読術



組織のルール

改善のテクニック

（効率性）

モチベーション

（健康性）

効果的なマネジメントのために

• ストレスマネジメント
• NLPコーチング
• レジリエンス
• エニアグラム 等

• 新５Ｓ思考術
• ＴＰＭ
• 品質保全
• 問題解決 等

• ＩＳＯ／Ｐマーク等
• 内部統制
• ＣＳＲ
• 法対応、コンプライアンス 等

体質
強化

体

心 技



 ＩＳＯ９００１取得支援・・・８９９事業所

 ＩＳＯ１４００１取得支援・・・２８６事業所

 ＩＳＯ２７００１、Ｐマーク取得支援・・・２４４事業所

 ＦＳＳＣ２２０００取得支援・・・１０５組織１５１事業所

 ＩＳＯ２２０００取得支援・・・５９組織１４７事業所

 フードディフェンス監査・・・１５４件実施

おもなＩＳＯ認証コンサルティング実績

2017.4月現在

※ その他IATF１６９４９、ＩＳＯ１７０２５など、あらゆるＩＳＯ規格に対応



顧客 業種（人数） サービス内容 導入理由 成果

１ Ｅ社 システム開発（60名） 品質管理体制改善支援
品質管理体制強化とISO9001
認証取得準備

・作業の統一化による問

題の見える化

・プロジェクト管理の効

率化と品質維持

２ Ｙ産業 機械専門商社（200名） コスト削減支援
環境配慮企業としてムダの
排除

コスト構成の見える化

３ Ｋ化学
化学プラント（80名）

稼働率向上支援
５Ｓによる組織力強化と

ISO9001認証取得準備

設備点検時間短縮

事務処理短縮

４ Ｔ社 非鉄金属系商社（150名） 品質管理体制改善支援
品質管理体制強化とISO9001
認証取得

問題分析手法の定着化

５ ＰＬ社 医療用具梱包出荷 梱包ライン改善支援
改善の考え方を会得したい

社員教育にあてたい

動作ロス改善

運搬ロス改善

６ ＰＴ社 筆記具生産ライン 生産改善支援
ISO9001＆14001の効果的な
運用を目的とした５Ｓ活動
ベースの改善活動。

チョコ定ロス対策

ＩＳＯ目的目標との融合

７ ＥＬ社 電気機械器具製造業（５０人） 品質保全支援
ＩＳＯ１４００１と品質保
全を合わせ成果を出す

突発不良ゼロ

１００名規模へ拡大

８ Ｋ社 ファスナー専門商社（100人） 品質管理体制改善支援 品質管理体制強化
社員の活性化

監査員レベル向上

９ Ｐ社 印刷包装・発送（120名） 環境配慮改善支援
ムダの排除とムダを見る目
の育成

作業効率化によるコスト
削減１５％を実現

１０ Ｃ社 ＬＥＤ開発製造（100名） 組織風土改善
５Ｓ、コーチング、ＮＬＰ
の駆使による体質改善

経営層・管理職層のマイ
ンド改革

１１ Ｓ協会 鶏肉加工処理（50～300名） 品質向上衛生管理支援
５Ｓを駆使したＰＲＰ構築
と人材の育成

製造現場の体制構築と衛
生管理、品質管理の向上

おもなＫＡＩＺＥＮ支援例（１）



顧客 業種（人数） サービス内容 導入理由 成果

１２ Ｔ社 容器製造業（5,000名）
統合マネジメント＋業
務改善

品質、環境、食品安全のマ
ネジメントを統合運用する
ため活動内容を業務改善を
通じて１本化

実益に適ったＩＳＯの運
用実現

１３ Ｎ社 製造業（800名）
開発エンジニア向け

風土改革

エンジニアのモチベーショ
ンをあげるためのストレス
マネジメント、レジリエン
ス導入

モチベーションアップ

とマインドの改革

１４ Ｔ社 容器製造業（5,000名） 次世代リーダー育成
将来グローバルに活躍でき
るようなリーダーの育成

リーダー育成

現場活性化、改善件数の
倍加

１５ Ｊ社 鶏肉処理・加工
業務改善型食品安全

活動の導入

実務とＩＳＯが乖離しない
ためのマネジメントを導入
したい

作業効率の改善

ＴＰＭをベースにした衛
生管理手順の見直し
提案制度の活性化

おもなＫＡＩＺＥＮ支援例（２）

業務改善支援実績･･･１３６件 (２０１７年４月現在)

労働安全衛生セミナー・・・「事故労災の未然防止」「労働安全をテーマにした改善」「ストレスマネジメント」等
新５S思考術・・・「基礎編」「現場への応用実践」
なぜなぜ分析セミナー・・・「基礎編」「実践編」「問題定義の仕方・進め方」
ゲームをしながら学ぶセミナー・・・「品質保全の原理原則を徹底理解」「データと統計の使い方を実践理解」
ビジネス心理セミナー・・・「自己理解とリーダーとしての振舞い」
マインドマップセミナー・・・「基礎編」「マインドマップによる速読術」「マインドマップによる記憶術」
コミュニケーション力向上セミナー・・・「NLPやクリーンコミュニケーションを使った会話テクニックの向上」

～おもなセミナー実績とテーマ例～


