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Synergy for Innovation

Asia‘s No.1 Knowledge Provider
「知識で産業社會をリ꽖ドし꽊尊敬される企業の實現に貢獻する」

KMACが追求する我꽓の仕事の本質であり經營哲學です꽋
知識によって産業社會をリ꽖ドし꽊産業界が尊敬される企業として堂꽓たる存
在感を放てるよう꽊診斷評價を基盤とした品格あるソリュ꽖ションを提供する
ために盡力しています꽋
KMACの社員一同꽊新しさ꽊卓越性꽊シナジ꽖を企業精神の中核に据えて꽊開
拓者精神꽊市場のリ꽖ダ꽖的役割꽊ト꽖タルソリュ꽖ションの提供という差別
化された思考と行動で꽊産業の羅針盤の役割を果たしています꽋

顧客價値を創造する知識産業のメッカ
尊敬される企業を支える賴もしいパ꽖トナ꽖
「最も韓國的なものが最も世界的なものである꽋
」

KMACは1989年に完全な民間主導により設立された診斷評價基盤の經營コンサ
ルティング專門機關です꽋

KMACは國家産業の飛躍的な成長と共に韓國を代表する經營コンサルティング會
社へと發展し꽊グロ꽖バル市場で限りなき競爭に明け暮れる韓國企業の經營革新
と競爭力强化のために꽊渾身の努力を盡くしてまいりました꽋
國際的な競爭に堂꽓と勝ち拔くためには꽊韓國企業ならではの强みを强化しなけ
ればなりません꽋そこで꽊KMACは地道な硏究開發とグロ꽖バルインフラおよびネ
ットワ꽖クによって꽊韓國企業がグロ꽖バルレベルの經營能力で胸を張って戰える
よう最適のノウハウを提供してまいりました꽋
25年間にわたって培ってきたKMACだけのハイレベルの知識とノウハウは꽊お客樣
の成長と幸福を支える力强い武器になるはずです꽋
韓國トップを超え世界トップレベルのノウハウとサ꽖ビスによって꽊21世紀の企業
成長において最も信賴できるパ꽖トナ꽖になることをお約束し꽊新しい戰略の開發
はもちろん꽊高品質のサ꽖ビスの提供に全力を盡くしてまいります꽋
特に꽊KMACならではの新しさ·卓越性·シナジ꽖によって꽊お客樣に最高の價値
をお屆けします꽋
お客樣の企業が꽊持續的な成長と競爭力の向上により尊敬される企業になれるよ
う꽊KMACは信賴され得るパ꽖トナ꽖になってまいります꽋
韓國能겂協會コンサルティング
代表取締役社長

キムジョンリプ

Always Together, Innovation World
韓國經濟の發展と企業の成長は꽊豊かな創造力と革新能力がベ꽖スにあってこ
そ可能となります꽋
1989年の創立以來꽊韓國産業の發展と企業の競爭力向上を使命に揭げ꽊
Knowledge Providerとしての役割を忠實に果たしています꽋

KMACの全構成員は꽊現實に安住することなく絶えず新しい價値を創造しなが
ら꽊尊敬される企業の實現を社會的責任と考え産業社會をリ꽖ドしてきた賴も
しいパ꽖トナ꽖として꽊今後も未來に向かって持續的に發展するために꽊その
役割をしっかりと果たしていく所存です꽋

We partner with‘Admired Companies’
to make their future even better

Mission & Vision
History
Total Solution
Three Dimension Organization
Network
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Switch on with KMAC
Around the Innovation world

KMACはお客樣の賴もしいパ꽖トナ꽖となるため꽊徹底的に約束を守り顧客
價値を創造するなどお客樣からの信賴を何よりも大切にしております꽋一方꽊
旣存の舒を破ってお客樣のニ꽖ズに先驅けて對應し꽊それにより産業をリ꽖
ドする經營サ꽖ビスを提供するKnowledge Providerとして常に硏究し行動
して꽊最高の競爭力を自ら育んでいます꽋
今後も꽊尊敬される企業を實現するために産業社會を牽引するばかりでな
く꽊コンサルティング業の本質に根ざした社會的役割と責任を果たしてまい
ります꽋
特に꽊KMAC のビジョンとして揭げているAsia ’s No. 1 Knowledge
Providerは꽊究極的に限りなき知識の創出と傳播によって産業社會に貢獻
し꽊尊敬される企業をめざす意志の宣言であり誇りを表現したものです꽋

Mission & Vision
私どものミッションは꽊知識によって産業社會をリ꽖ドし꽊尊敬される企業の實現に貢獻することです꽋お客樣の新しい價値を創造する知識産業のメッカとして꽊
絶えず知識を創出し傳播することで꽊私どもに與えられた仕事の本質に基づいた知識の貢獻と社會的責任を果たしてまいります꽋

Mission |

知識で産業社會を導き꽊尊敬される企業の實現に貢獻する

Vision |

顧客價値を創造する知識産業のメッカ

お客樣信賴

繼續的な價値創出により信賴される企業
信賴されるパ꽖トナ꽖としてお客樣との關係を良好に維持
お客樣との徹底した約束履行

Customer Oriented Mind & Business
お客樣の價値創造

最高の人材

Slogan |

お客樣の樣꽓なニ꽖ズを先驅ける知識商品
旣存の舒を超える新價値の創出
常に硏究し行動するプロ
市場と企業が求める經營サ꽖ビスを提供するKnowledge Provider
最高の競爭力を自ら育む人材

Always Together, Innovation World
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We have always been with
our customers since 1989
KMACは創立以來꽊韓國産業の發展と企業の競爭力强化という使命を果た
しつつ꽊KMAC自身も成長し續けています꽋
特に꽊創立20周年を迎え發表した當社の未來ビジョン
「2020 Asia’
s No.1
Knowledge Provider」は꽊激動の經營環境を乘り越えて市場で堂꽓とリ꽖
ダ꽖の座を確保し꽊力を一方向に結集して最大限のシナジ꽖效果を生み出そ
うとするKMACの意志です꽋
今後も꽊たゆみなき變化と革新をモット꽖に꽊挑戰と新しさを追求する産業
社會の最も信賴されるパ꽖トナ꽖として꽊自らの役割をしっかりと果たして
まいります꽋

History
KMACは1989年に完全な民間主導により設立されて以來꽊診斷評價をベ꽖スとした經營コンサルティングを通じて꽊韓國産業の發展と企業の競爭力强化に渾
身の努力を盡くしてまいりました꽋イノベ꽖ションをモット꽖に꽊世界初のKCSI調査モデルを開發し꽊韓國で最初にSix sigmaなどの新技法を導入꽊韓國で最も
尊敬される企業調査發表など꽊企業の經營革新を導いています꽋

1962

(社)韓國能겂協會設立

1983

韓國初のVE導入および第1回VE全國大會開催

1986

Philip Crosby QM導入

1987

第1回IE全國大會開催

1988

第1回TPM全國大會開催

1989

韓國能겂協會コンサルティング設立
第1回JITフェスティバル開催
韓國初のTPS長期技術硏修課程實施(岐阜車걏꽊京三電機꽊ミクニなど)

1992

第1回韓國産業の顧客滿足度(KCSI)調査發表
韓國初のCS經營方法論導入

1993

第1回顧客滿足經營革新全國大會開催

1995

勞克部敎育訓練機關指定

1997

韓國初のSix Sigma經營革新を導入および普及(米國꽊SSQ技術協約)

1998

第1回國家行政サ꽖ビスに對する國民滿足度調査發表

1999

第1回韓國産業のブランドパワ꽖(K-BPI)調査發表

2000

第1回韓國産業のデザインパワ꽖(KDPI)調査發表

2002

第1回製造競爭力實態調査および優秀工場認嗇

2003

政府23部署革新診斷 / 國政討論進行 / 靑瓦臺秘書室變化管理

2004

第1回韓國で最も尊敬される企業(KMAC)調査發表
政府傘下機關の顧客滿足度(PCSI)評價モデルの開發と調査遂行

2005

政府革新の主管硏究機關に選定

2006

ウォ꽖トン·スク꽖ルCEO課程開設

2007

韓國の經營大賞を運營
第1回The Proud名品および新商品調査發表
公企業および準政府機關の顧客滿足度調査主幹事業者に選定
政府革新有功機關大統領表彰
バングラデシュ公共部門力量强化遂行機關に指定

2008

第1回 韓國で最も克きたい企業(K-GWPI)調査發表

2009

KMAC創立20周年꽊2015ニュ꽖ビジョン宣布
國民健康保險公團コ꽖ルセンタ꽖On-Siteのアウトソ꽖シング受注
國策事業公開敎育機關に選定「核心職務課程·短期職務向上課程」

2010

顧客の聲を優先する企業(VOC-MS)認嗇制を運營
韓國産業のサ꽖ビス品質指數(KSQI)顧客接点部門調査發表
優秀敎育有功團걏賞受賞(ソウル市初)

2011

Global CSR Conference 2011開催
尊敬される企業カンファレンス開催

2012

バングラディシュ國際開發協力事業遂行機關に指定
第20回顧客中心經營革新カンファレンス開催

2013

官民合同フォ꽖ラム·尊敬される企業公共カンファレンス開催
未來創造科學部組織診斷コンサルティング
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Projects for leading Industrial society
in the field of mission
産業を導き尊敬される企業の實現に貢獻するために꽊KMACは診斷評價を
基盤とする差別化された知識ソリュ꽖ションを提供しています꽋
特に꽊これは長い歷史を持つ國際的なライバル會社であってもできない꽊

KMACだけの任務の本質であり差別化された事業モデルです꽋
すなわち꽊企業の競爭力を評價する差別化された診斷評價により企業競爭
力のロ꽖ドマップを提示する一方꽊コンサルティング꽊リサ꽖チ꽊グロ꽖バル
ビジネス꽊敎育硏修꽊メディアなどのト꽖タルソリュ꽖ションを提供して꽊
Knowledge Providerとしての役割をしっかりと果たしてまいります꽋

Diagnosis & Evaluation
Consulting
Research & Consulting
Learning & Development
Global Business
Media

Total Solution
診斷評價により企業の競爭力を評價したうえで各レベルに合ったロ꽖ドマップを提示して꽊蓄積された經驗と知識を基にお客樣のニ꽖ズにふさわしいグロ꽖バル
レベルのト꽖タルソリュ꽖ションを提供しています꽋コンサルティング꽊リサ꽖チ꽊グロ꽖バルビジネス꽊敎育硏修꽊メディアなどのKMAC事業は꽊創造的な硏究
開發とグロ꽖バルインフラおよびネットワ꽖クを基盤とする差別化されたト꽖タル知識ソリュ꽖ションです꽋

Diagnosis & Evaluation
KMACの診斷システムは全て꽊ステ꽖クホルダ꽖觀点の結果品質を評價すると同時に꽊最適化された經營システムおよびプロセスを診斷し꽊これに伴う課題
を導き出して꽊總合的なソリュ꽖ションを提供することが目的です꽋

The Management
Grand Awards
(顧客滿足꽊幸福な職場꽊
共生共榮꽊創造經營꽊
共有價値の創造꽊新企業イメ꽖ジ꽊
經營革新꽊イノベ꽖ション)

KOREA’
S
Most Admired
Companies

Korean Customer
Satisfaction Index

Korean Net
Promoter Score

Korean Service
Quality Index

Korean Service
Quality Index

Korea Great
Work Place
Index

K-BPI Golden
Brand

Korea Brand
Power Index

THE PROUD

Smart brand

Management System

D&E

(Diagnosis & Evaluation)

經營걏系およびプロセスの診斷

ステ꽖クホルダ꽖認知品質評價

Driver
リ꽖ダ꽖シップ

經營戰略

Infra & Activity
Infra •人的資源開發

Stockholder
Customer

Activity

•プロセス管理
•經營情報システム

•ステ꽖クホルダ꽖の價値を

Employee

高めるための活動診斷

Partner

Learning
結果とフィ꽖ドバック

Society

Diagnosis

Evaluation

Issue

Issue

過程品質診斷による
ソリュ꽖ションの提示

結果品質診斷による
ソリュ꽖ションの提示

Providing total solutions for Total Customer Satisfaction & Admired Companies
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Consulting
KMACの經營コンサルティングは꽊「企業能力と對外競爭力の强化に向けた諸般經營サ꽖ビス」を總걏的に提供します꽋

經營戰略分野
•尊敬される企業診斷
•成長戰略診斷&樹立
•CSR戰略診斷&樹立
•事業戰略/企業戰略/革新戰略
•海外進出戰略
•事業妥當性
•機關·事業性と評價

マ꽖ケティング·營業分野
•B2Bマ꽖ケティング戰略 •Value Based Marketing
•B2Bマ꽖ケティング
•新商品開發及びランチング戰略
•Trend Mining
•ブランド戰略及び價値評價
•BI & CI
•Brand Valuation
•營業診斷
•營業コンサルティング
•營業力
•營業ネットワ꽖ク
•マ꽖ケティングコミュニケ꽖ション/廣報戰略コンサル
ティング
•K-BPIコンサルティング

生産·品質革新分野
•品質革新(QC, QI, QA)/QMS
•Zero Defect(海外專門家コンサルティング)
•SPC構築/公正品質安定化
•品質經營(ISO, TS)
•3定5S, VM(目で見る管理)꽊無謁撲滅活動
•TPM, C-TPM, TPS, LEAN
•コスト革新/TPI/Hidden Costゼロ化
•工場Layout設計꽊物流改善
•保全經營(点檢整備꽊施設管理꽊RCM)
•生産性指標システム構築
•工程技術/生産技術の標準化꽊品質標準化
•6 sigma
•技術技能のノウハウ傳授
•總合生産性指標システム

人事組職分野
•企業文化꽊組職活性化
•組職診斷꽊克きやすい企業診斷
•職務分析꽊職務評價
•組職設計꽊組職統合/人材設計
•HR戰略꽊HR制度運營設計꽊採用·退職管理
•成果管理꽊評價補償設計꽊評價運營
•經歷開發꽊力量モデリング꽊Assessment
•適正人材の算定

C&C(Contact & Communication)分野
•コンタクトチャンネル統合管理システムの構築
•Multi Channel顧客經驗の最適化
•VOC基盤の經營革新システムの構築
•コンタクト&コミュニケ꽖ションプロセスリエンジニ
アリング
•コンタクトセンタ꽖の構築 / 統合 / 移轉ISP
•コンタクトセンタ꽖の組職 / 人材運營の效겂化
•コンタクトセンタ꽖のサ꽖ビス品質向上(KSQI基盤)
•コンタクトセンタ꽖の敎育課程の開發及び敎育運營
•Call VOC及びBig Data基盤の顧客戰略の樹立
•デジタルチャンネルの運營/管理水準診斷(CII꽊CES)

技術經營分野
•技術戰略の策定と管理걏系の構築
•技術ロ꽖ドマップ(TRM)/ 特許ロ꽖ドマップ
•知識財産權およびR&D成果管理
•R&Dプロセスおよび開發力診斷
•開發設計の品質向上(QFD꽊ロバスト設計꽊信賴性)
•設計順序および標準化
•設計コストの削減(V-MAX꽊VE꽊モジュラ꽖꽊DFX)
•硏究生産性の向上R-DIPS
•TRIZによる創造的な問題解決
•科學技術政策硏究課題
•ゴ꽖ルドファイア꽖ソリュ꽖ションおよび設計業務
可視化プログラム(I-PRIME NAVI)

CS經營分野
•總걏的な顧客滿足經營の實現
•CS水準診斷及びCSM戰略の樹立
•CS成果評價システムの構築
•顧客經驗管理及び CSプロセスの改善
•CS組職文化づくり
•Service Identity基盤 CS戰略樹立
•KCSIコンサルティング

プロセス革新分野
•Process Innovation
•業務プロセスの再設計
•プロセスの資産化
•情報化戰略の計畵
•PMO
•ワ꽖クスマ꽖トシステム
•SOPシステムの構築

エネルギ꽖·環境分野
•エネルギ꽖および氣候變動關連の公共部門の政策
設計
•エネルギ꽖經營걏系およびエネルギ꽖削減コンサル
ティング
•新·再生エネルギ꽖の投資
•EMS꽊BEMS構築諮問
•炭素戰略および溫室效果ガスインベントリ꽖の構築
•溫室效果ガス削減計畵の策定
•CDM
•グリ꽖ン經營戰略
•グリ꽖ン經營情報システムの構築諮問
•グリ꽖ン價値連鎖の革新プロセス構築
•グロ꽖バル環境規制への對應

Research & Consulting
KMACリサ꽖チ事業は樣꽓な分野の調査とセミコンサルティングを通じて꽊企業が必要とするソリュ꽖ションを提供します꽋特にコンサルティングと調査遂
行における豊富な經驗と大規模プロジェクト管理能力を持っており꽊各Functionのコンサルティングと連携して總合ソリュ꽖ションを提供しています꽋

•部署間滿足度調査
•社員滿足度調査
•顧客志向度調査
•協力會社滿足度調査
•關係品質調査
•ディラ꽖滿足度調査
•內部對話指數

•Mystery Shooping
•コ꽖ルセンタ꽖電話モニタリング
•サ꽖ビス品質調査
內部顧客調査

接点診斷調査

•顧客接点クリニック

•內·外部面接

•FGD
•ワ꽖クショップ進行
外部顧客調査

•新商品開發調査
- 製品コンセプトテスト
- デザインコンセプト
- 商品名開發および評價調査
- 價格妥當性調査
- 製品力調査

•廣告評價調査
- 廣告試案評價調査
- 廣告效果調査
- 消費者感性調査

•販賣評價
- 販賣予測調査
- 流通店調査

•ポジショニング戰略立案調査
•潛在顧客ニ꽖ズ調査
•U&A調査

成果評價調査

•ブランドパワ꽖調査
•顧客ロイヤルティ꽖調査
•顧客經驗調査
•顧客滿足度調査
•顧客價値調査
•外部對話指數
•FGD
•ワ꽖クショップ進行

•イメ꽖ジ評價調査
- CI開發および評價
- BI開發および評價
- 企業イメ꽖ジ調査
- ブランドイメ꽖ジ調査
- 製品イメ꽖ジ調査
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Learning & Development
KMACの敎育事業は꽊人的資源の養成と力量の强化に本來の目的があり꽊それに加えて産業界の最新トレンドとイシュ꽖を提示する役割も果たしています꽋

公開敎育

職務社內敎育

•基本職務能力敎育
- 各部門別の基礎入門課程

エネルギ꽖·環境

經營戰略·財務

•職務能力深化敎育
- 現場業務への活用に向けた實務と事例中心課程

•職務專門家養成敎育

グロ꽖バルビジネス

技術經營·R&D

- 各部門別の社內專門家育成課程

•社內指定敎育
- 公開敎育の社內敎育形態運營課程

プロセス革新

コンタクトセンタ꽖

敎育コンサルティング

•敎育システム確立コンサルティング
- 職務別の力量モデリングによる敎育システムを確立

•職務敎育課程の開發
- 分野別の職務訓練課程の設計と開發

•S-OJT(Structured-OJT)
- 걏系的な現場訓練に向けた技術·ノウハウ傳授方法論の開發

•現場職務訓練
- 現場訪問による問題解決型敎育訓練

意識および行動革新社內敎育

•コアバリュ꽖想像ジャンプ
•トゥビットナレ
•雇用創出
•Q-mania

•理由づくり
•ソロモンの知惠
•感性旅行
•Experience CE

人事組織

生産·品質
問題解決型
融複合
職務專門家

CS經營

サ꽖ビス
營業·販賣 マ꽖ケティング·廣報

Global Business
グロ꽖バルビジネスはグロ꽖バルトレ꽖ニングとコンサルティング꽊國際開發協力事業の遂行により꽊グロ꽖バルコンサルティング企業のポ꽖トフォリオを構
築しています꽋

グロ꽖バルトレ꽖ニング & コンサルティング

•グロ꽖バルベンチマ꽖キング
- 海外優秀企業ベンチマ꽖キング硏修
- 海外優秀企業の動向分析及び事例發掘
- 海外市場調査
•インバウンドベンチマ꽖キング
- 海外機關/企業の國內ベンチマ꽖キング
•グロ꽖バルカンファレンス
- SHRM韓國代表團派遣
- SHRMフォ꽖ラムなど

國際開發協力事業

PCO事業

•事業妥當性の調査(Feasibility study)
•基本計畵の樹立(Basic Design Survey)
•政策提言及び能力强化事業
•PMCサ꽖ビス(Project Management
Consulting事業管理コンサルティング)
•國際開發協力事業(KOICA, EDCF, KSなど)評

•國際會議꽊Conference꽊セミナ꽖などの行事
Master Planの企畵
•それぞれの行事目的に應じたContents企畵及
び設計

•行事プロモ꽖ション計畵の樹立及び實行

價など

Media
メディアは變化と革新のイシュ꽖およびアジェンダにより꽊尊敬される企業になるための樣꽓な經營指揮と情報を産業界に發信すると同時にソリュ꽖ション
を提供しています꽋

•CHIEF EXECUTIVEおよび月間革新リ꽖ダ꽖の發刊
•經營꽊經濟の單行本發刊
•戰略報告書および硏究報告書の發刊
•オンライン經營ウェブジン發刊
•オン/オフライン廣報꽊廣告およびPR代行

Conference
經營をテ꽖マとする韓國最大規模のKMACカンファレンスは꽊最新トレンドやイシュ꽖を通じて經營革新ソリュ꽖ションを共有する場としての役割を果たし
ています꽋

•大韓民國公共カンファレンス
•尊敬される企業カンファレンス
•大韓民國コンタクト&コミュニケ꽖ションカンファレンス
•大韓民國イノベ꽖ションスキルカンファレンス
•顧客中心經營革新カンファレンス
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We are KMAC people working for one person... you

KMACの全構成員は꽊Achieve꽊Active꽊Accompanyで規定されたTriple A
のコア·コンピタンスを內在化しています꽋
これはコンサルタントとしての使命感によってたゆみなく專門性を追求し꽊
熱い情熱で限界を克服し꽊組織に對する誇りを持ったKMAC人としての文
化的熟成がその根幹になっています꽋
このようにKMAC經營專門コンサルタントらは꽊お客樣に最高の價値をお屆
けするために꽊常に考え常に行動し꽊自らの競爭力を育むKnowledge
Providerなのです꽋

Three Dimension Organization
KMACは經營コンサルティング業界初の顧客志向的3次元組織を運營しています꽋これは市場のニ꽖ズに對する對應と事業領域別のプロセス一걏化および效겂性
により꽊ビジネスの品質を向上させるためです꽋機能複合型コンバ꽖ジェンスコンサルティングにより꽊Function市場の限界性を克服してIndustry領域を特化し꽊
新しい市場を開拓しています꽋

Customer Organizer

■

Key Accountおよび顧客管理

■

お客樣が求める事業別꽊ビジネスタイプ別の事業企畵と開發꽊プロジェクトの實行管理

■

診斷評價本部(Diagnosis & Evaluation DIV)

■

コンサルティング1本部(Consulting DIV1)

■

コンサルティング2本部(Consulting DIV2)

R&C1本部(Research & Consulting DIV1)
R&C2本部(Research & Consulting DIV2)
■ L&D本部(Learning & Development DIV)
■ グロ꽖バルビジネスセンタ꽖(Global Business Center)
■ VIPセンタ꽖(Value Innovation Platform Center)
- C&Cセンタ꽖(Contact & Communication Center)
- PIセンタ꽖(Process Innovation Center)
- セ꽖ルス能力强化センタ꽖(Salesforce Innovation Center)
- 技術經營センタ꽖(Management of Technology Center)
- エネルギ꽖環境センタ꽖(Energy & Environment Center)
■ メディアセンタ꽖(Media Center)
■
■

Buisness Organizer

Support Group

■

Advisoryグル꽖プおよび專門家グル꽖プのTechnical Advice

■

經營企畵室

Customer Organizer

Customer
Needs
Value Creation Point

Support Group

Buisness Organizer

Value Providing Route

16

|

17

We should pursue sustainable growth of
companies through global knowledge network

KMACの多樣なグロ꽖バル知識ネットワ꽖クは꽊産業社會に持續可能な成長
を追求し꽊このために經營コンサルティング機關としての任務の本質に基づ
いた知識貢獻と社會貢獻を꽊責任と使命であると考えています꽋
KMACがビジョンとして揭げているAsia’s No.1 Knowledge Providerも꽊
究極的にはたゆみない知識の創出と傳播によって産業社會に貢獻し꽊尊敬
される企業をめざす意志の宣言であり誇りなのです꽋
このような知識貢獻は꽊經營コンサルティングはもちろんKMACの幅廣いネ
ットワ꽖クと委員會活動꽊メディアなどを通じ걏系化されたプログラムによ
り擴大しています꽋

Network
KMACは産業別·機能別委員會により經營ノウハウを共有するのはもちろん꽊グロ꽖バル知識ネットワ꽖クを構築しており꽊關連學會との多樣な連携活動や産
學協同によって꽊韓國企業の競爭力を强化すべく積極的に支援しています꽋こうした樣꽓なネットワ꽖クを活かしたKMACの知識貢獻は꽊企業獨自の知識꽊經
驗꽊ノウハウを傳播して分かち合うという꽊KMACならではの社會貢獻です꽋

Domestic Network
コミュニティ
委員會

■

總括委員長 宋梓 ミョンチ學院理事長

製造競爭力
强化委員會

サ꽖ビス産業競爭力
强化委員會

公共革新
委員會

戰略經營
委員會

マ꽖ケティング
委員會

CS經營
委員會

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

イヨングァン

ソンウク

チョファンイク

イスンハン

ホテハク

ウォンデヨン

東レ先端素材會長

ソウル大次世代融合技術硏究員
技術經營ソリュ꽖ションセンタ꽖長

韓國電力公社社長

ホ꽖ムプラスグル꽖プ會長

前サムスン石油化學社長

韓國ファッション協會會長

Annual Program
All That Service

CS WISE

Rainbow

諮 問 學 會
韓國顧客滿足經營學會
會長

朴乃會

韓國經營工學會

淑明經營專門大學院長(www.kcsma.or.kr)

Global Network

會長

Wharton School
ASTD ( American Society for
Training & Development)
■ SHRM ( Society for Human
Resource Management)
■ Babson College
■ Rath & Strong
■ Marshall School
■ Management Concept
■ George Group
■ ASI Consulting Group
■ Six Sigma Advantage
■ BMG
■ Boston University
■ IHS ( Information Handling
Service)

尹德均

漢陽大産業工學科名譽敎授(www.kmes.org)

日本能겂協會(JMA)
日本能겂協會コンサル
ティング(JMAC)
■ 日本
IE協會
■ 日本平山コンサルティング
■ 日本科學技術連盟
■ 日本産業能겂大學
■ 日本生産性本部
■ 日本
VE協會
■ 日本經營者協會
■ 日本
JIT經營硏究所
■ 日本經營開發協會
■ 日本付加價置經營硏究所
■ 日本
DYMOS

日本産業訓練協會
日本中部産業連盟
■ 日本經營倫理實踐硏究
(BERC)
■ 日本
LCA-J
■
JIPM(Japan Institute of
Plant Maintenance)
■
JEMCO日本

■

■

■

■

■

■

■
■

IDIA
ITiD

日本トリズ協會
京都大學
■
MIC經營硏究所
■
■

CONSULTING

淸華大學
人民大學
上海交通大學
■ 北京大學
■ シンガポ꽖ル
SQC(Singapore Quality
Center)
■ シンガポ꽖ルエアライン
Training Center
■
■
■

IQPC ( International Quality &
Productivity Center)
Franceソルボンヌ大學
■ Satmetrix
■ MATRIZ(International TRIZ Association)
■ IFR
■ MOTIVA
■ CEGOS
■ ECO-FYS
■ EU Commission
■ DECC
■ GSE
■

■

■

Motorola University

■ ベトナム科學技術部
■ ベトナム企畵投資部
■ ベトナム産業貿易部
■ インドネシア情報通信部
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8F, 101, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea, 150-968 / TEL: 82-2-3786-0114 / FAX:82-2-784-6507

www.kmac.co.kr
E-mail:webmaster@kmac.co.kr

