
会社案内

ごあいさつ
私どもは、コンサルタントの始祖F.W.テイラーの「A fair day’s work科学的管理法」、

ギルブレスの「The One Best Way」から始まる ＩＥ技術をマネジメント支援の基盤として、
１９９１年に原価低減、生産性向上、改善活動、経営管理など製造業を中心とした
コンサルティング活動および日本能率協会での講師等の活動を開始いたしました。

以来、皆様方のご理解とご厚情により、多種多様のご要望をいただくようになり、また非
製造業の企業様からのご依頼も増えて参りました。 その期待にお答えするために、2001
年7月3日に株式会社ＩＭＥコンサルティングとして登記いたしました。

現在は、「診断」「コンサルティング」「研修」に加え、診断システム、ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑなど
の「経営支援ツール開発」により蓄積した技術を駆使し、日本能率協会や中小企業大学
校などに研修企画、ツール提供、講師・コンサルタント派遣などを行う経営コンサルティン
グファームに成長いたしました。

今後も、お客様企業の利益、便益、経営の質を高めるために、お客様が何に困っている
のか、何が必要なのかを考え、「技術開発」「カスタマイズ」「早い対応」「フレキシブルな対
応」を行ってまいりますので、格別の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 立居場誠治

ＩＭＥは、Institute of Management Engineering (マネジメント工学研究所) の略です。
ＩＭＥコンサルティングは、マネジメントへの科学的アプローチを支援の基盤技術としています。



経営理念 ： 創業の精神であり、判断の最終基準としております。

ＩＭＥは、企業の現在及び未来のために経営を支援する。
一、（志向）我々の業務は、人・社会の現在および未来の幸せ・満足を目的とする。
一、（思考）我々の業務は、企業の利益、便益、経営の質にかかわる悩みの解決を業務の対象とする。
一、（指向）我々は、提案・代行し、人・企業の時間を創出するプロ集団として、有償の援助を行なう。
一、（責任）我々は、コンプライアンスを重視し、ステークホルダーに対する責任を全うする。

代表取締役 立居場誠治

コミットメント ： 信頼性確保のために遵守します。

項目 ＼ 対象 人・組織 技術 結果

基本倫理条項

(commitment)
法令・社会的責任の全う 秘密の厳守 契約内容の遵守

業務遂行倫理条項

(promise)
契約の事前了解 主体性の確保 透明性の確保

能力確保条項

(effort)
人間関係能力の研鑚 職業的能力の研鑚 責任の自覚

会社概要

創業年月日 １９９８年８月１日

設立年月日 ２００１年７月３日

設立会社名 株式会社 ＩＭＥコンサルティング

本店登録地 東京都大田区池上3-39-24-102

本社所在地 東京都大田区蒲田4-40-10-202

代表取締役 立居場誠治

資本金 １千万円

事業内容

１．企業経営に関する診断、教育研修、コンサル
ティングの企画、提案、実施

２．企業経営に関する診断、教育研修、コンサル
ティングに用いる資料、テキスト、コンピュー
ターソフトなどの作成、販売

３．企業経営に関する診断、教育研修、コンサル
ティングを行なう要員の育成、管理、派遣

４．企業管理システムの国際標準化機構(ISO)及び
その他の規格への適合性に関する診断、監査
の企画、提案、実施、監査員の派遣

５．書籍、コンピューターソフトの企画、編集、制作

６．前各号に付帯する一切の業務

会社概要

社歴

1998年 8月 研修・コンサルティング事業開始

1998年 9月 中小企業大学校講師派遣契約

1998年12月 日本能率協会講師派遣契約

2000年 9月 ＩＳＯ文書管理システム開発

2001年 7月 環境教育コンテンツ販売開始

2002年 4月 eラーニング教材の自社制作開始

2006年 4月 「UL maker」開発

2007年 9月 「TM creator」「UL makerⅡ」開発

2009年 7月 ｅラーニングシステムの特許取得

2010年 8月 「SeL教育システム」開発



２．事業の内容
（１）コンサルティング事業

「診断」
「コンサルティング」
「顧問支援」
「ゼミ形式支援」

（２）研修事業
「社内研修」
「商工会・企業団体研修・講演」
「研修機関による公開研修」

（３）ツール開発事業
「e-Learning」 システム開発、教材作成
「書籍執筆販売」

１．取扱テーマ
（１）経営戦略～経営管理

「経営戦略・成長戦略」「経営計画」「経営管理」

（２）受注・製品施策
「新製品・新事業開発」 製品戦略、脱下請け自立経営
「新受発注製販システム」 Web営業戦略、オムニチャネル、受注・生産のコンカレント化

（３）最適生産(業務)システム
「新フレキシブル生産」 多品種小量、フレキシブル多能工生産
「新産業革命生産方式」 微量、３Ｄプリンタ等個別生産

（４）人材・ネットワーク開発管理
「人的資本マネジメント」 人材育成、技術技能伝承システム
「関係資本マネジメント」 協業、ファブレス、委託販売等

（５）マネジメント システム
「組織・プロセスマネジメント」 組織管理、プロセス管理、原価管理、リスクマネジメント、ISO、ISMS等
「知財・ナレッジマネジメント」 知的財産管理、知の共有・利用

（６）生産(業務)基盤
「生産方法の改善」 ＩＥ、ＱＣ現場改善
「生産管理」 ５Ｓ、標準化、ＴＰＭ

（７）人的基盤
「人的エラー改善」 ヒューマンエラー・ポカミス
「人的効率管理」 実施効率管理、メンタルケア

業務内容

（７）人的基盤
ヒューマンエラー
・ポカミス防止

（１）経営戦略
経営戦略・成長戦略

（２）受注・製品施策
新製品・新事業開発

（３）最適生産(業務)システム
少量多品種生産システム

（４）人材・ネットワーク開発管理
技術技能伝承システム

（５）マネジメントシステム
組織管理システム

（６）生産(業務)基盤
ＩＥ、ＱＣ現場改善

教材
作成

（１）コンサルティング事業

コンサル
顧問支援

ゼミ形式支援

（２）研修事業

商工会
・企業団体
研修

研修機関
公開研修

社内研修

（３）ツール開発事業

事業別売上構成テーマ別業務時間構成

２．受注・製品施策
「新受発注製販システム」
「新製品・新事業開発」

４．人材・知財ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
「人的資本マネジメント」

「知財・ナレッジマネジメント」

１．経営
「経営戦略・成長戦略」
「経営計画」「経営管理」

基
盤
の
整
備

© s.tateiba 2015 Tokyo JP.

生
産
革
新
の
方
向
性

経
営
革
新

成長戦略
経営革新
７ Point

３．最適生産システム
「新フレキシブル生産」

「新生産方式」
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５．業務遂行・管理
「組織・プロセスマネジメント」
「関係資本マネジメント」

［メソッドの戦略］ ［マネジメントの戦略］

６．生産(業務)基盤
「生産方法の改善」
「生産管理」

７．人的基盤
「能力向上、エラー改善」

「人材関連管理」

夢、参画、希望
----------------
時間、コスト、リスク



業務の実績

１．公開教育実績

２．社内研修実績 （日本能率協会からの受託業務を含む）

３．主なコンサルティングの実施企業と主要テーマ （日本能率協会からの受託業務を含む）

株式会社 ＩＭＥコンサルティング
〒144-0052東京都大田区蒲田4-40-10-202
http://www.ime-net.com
ホームページにお問合せシートを用意しております。

2015.1.1

（社）日本能率協会
「生産技術者ＩＥセミナー」 「今すぐ出来るＩＥ現場改善」 「原価管理とＩＥ」 「工程設計・工数見積」
ＩＳＯ９００１,１４００１ ： 「事務局」 「基礎」 「環境影響評価」 「文書化」 「内部監査員養成」
ＯＨＳＡＳ１８００１ ： 「基礎」 「内部監査員養成」

中小企業大学校
「経営管理者養成研修」：中小企業の経営計画・管理、組織管理、生産管理、原価管理など
「工場管理者養成研修」：中小企業の工場管理、組織管理、生産管理、ＱＣＤ改善など
「ＩＥ技法とその活用法」 「工場経営者研修」 「製造業の組織管理」

各地産業振興協会
「ＩＥ実践セミナー」 「原価管理とＩＥセミナー」 「今すぐ出来るＩＥ現場改善」 「売れる見積の書き方」
「生産管理実践コース（ＩＥ手法、改善活動の進め方、目で見る管理、人を動かす）」

各地の商工会議所
「技術力と企業経営」 「こうすれば製造原価が１割下る」 「製造業の改善手法に学べ」 「ストレス
と心の生産性」 「ＩＳＯ９００１導入研修」 「ＩＳＯ１４００１導入研修」「工場幹部の今やるべき事」

＜経営計画・管理、組織管理、財務・会計、役職研修＞
エーザイ、三井不動産、野村不動産、豊田合成、ヤマハ発動機、（旧）日本興業銀行、（旧）日本長期信用銀行、
東京産業、飯島工業、五十鈴、アキタ、三上工業所、他

＜原価管理、コストダウン、ＩＥ、現場改善、品質管理、ＴＱＭ＞
三井石油化学工業、いすゞ自動車、 （旧）日本セメント、湊建材工業、アキタ軽金属、第五電子工業、旭食品、ライトン電子、
住友３Ｍ、立山アルミ、旭プレコン、アキタ理研、フォルム、キャットアイ、小林製菓、サンテム、信濃化学工業、他

＜リスクマネジメント、ＩＳＯ９００１,１４００１、ＯＨＳＡＳ１８００１、ＩＳＭＳ＞
NTT DoCoMo、ドコモグループ各社、日産自動車、富士写真ﾌｲﾙﾑ、住友金属鉱山、佐川物流、ミツバウォルブロー、
石油公団、新日本軽金属、佐川物流、太平洋製糖、シナネンゼオミック、トーヨー工芸工業、ナカヤマ精密、他

テーマ 資本金１億円未満 １～１０億円 １０～１００億円 １００億円以上

経営管理
経営再建
組織管理

S自動車部品製造
K製菓、 M機械
S樹脂成形品製造
H建築鉄骨製造
T精密機械製造
T樹脂成形品製造 他

Y建設業（ゼネコン）
I建築材料製造会社
S電子(遊技設備)
Tｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

M建築材料製造
T化学
D自動車部品製造
Y建材メーカー
I建設会社

生産管理
原価管理・見積
システム構築

K自転車部品製造
S自動車部品製造
S電子 他

Aｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
S部品製造
M特殊金属加工

I自動車関連物流
M建築材料製造

T軽金属製品製造
Sフィルム特殊印刷
S電気機器製造

コストダウン
ＩＥ，改善，５Ｓ

ｸﾚｰﾑ管理
ＱＣ／ＴＱＭ

Aセラミックス製品製造
A食品加工
K土木建設業（ゼネコン）
M建築設計施工販売 他

A食品加工
Iｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
L電子製品製造
T精密機械製造

I自動車関連物流
M建築材料製造
Yｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品製造
M電子部品製造
D自動車部品製造

Y食品・飲料
I自動車製造
K製鉄
T運輸機械製造
Ｎ素材メーカー

ISO9001,14001
OHSAS18001

リスクマネジメント
システム構築

N精密機械部品製造、
S樹脂成形品製造、 T樹
脂成形品製造、 S抗菌材
製造、 A乳製品加工、
K工務店、 I建築施工会
社、 Dm電気通信事業、
Dsp電気通信事業、 Dsn
電気通信事業、
T居酒屋チェーン 他

I設備工事
S物流
Dsv電気通信事業
D自動車部品製造
S物流
D情報システム販売
I樹脂・天然素材加工
D鋲螺製造
D家具製造
T中央病院 他

S運輸

D電気通信事業
N自動車製造
S軽金属製品製造
S素材メーカー
S市役所
S公団


