新しさ,

は 卓越性,

シナジー によってお客様に最高の価値をお届けします。

Always Together, Innovation World
Creativity for Innovation

l

Value Creation

Exellence for Innovation

l

Synergy for Innovation

Always Together, Innovation World

「知識で産業社会をリードし
尊敬される企業具現のため貢献する」
KMACが追求する業の本質であり、
経営理念です。

知識で産業社会をリードし、
産業界が尊敬される企業として、
そびえ立つことができるよう

診断評価をベースにした高品格ソリューションを提供するために最善を尽くしています。
KMACのすべての職員は、
新しさ、
卓越性、
相乗効果を核心的な企業精神として、

開拓者精神、
市場をリードする役割、
トータルソリューション提供という差別化された思考と
行動で、
産業のコンパスの役割を果たしています。
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21世紀、
尊敬される企業に向けた強固なパートナー
顧客価値を創造する知識産業のメッカ
「最も韓国的なものが最も世界的なものである」

KMACは1989年、
純粋民間主導で設立された診断評価に基づく経営コンサルティング専門機関

です。

国家産業の飛躍的な成長に加え、
大韓民国を代表する経営コンサルティング会社へと発展して

きたKMACは、
グローバル市場で無限競争をすべき、
韓国の企業の経営革新と競争力強化の
ために渾身の努力を注いできました。

グローバル競争で堂々と勝つためには、
韓国企業だけが持つ強みを絶えず強化する必要が

あります。
KMACは絶え間ない研究開発とグローバルインフラ及びネットワークを介して、
韓国

の企業は、
グローバル基準の経営能力により堂々と競争することができるよう、
最適なノウハウ

を提供してきました。

30年間蓄積されたKMACの高レベルの知識とノウハウは、
顧客の成長と幸福を創造する心強い
支えになるでしょう。

国内最高を越えて、
世界最高水準のノウハウとサービスをもとに、
21世紀の企業成長の

最も信頼できるパートナーになることを約束し、
新戦略の開発はもちろん、
高品質のサービス
提供にすべての努力を惜しまないことを約束します。

特に、
KMAC特有の新しさ、
卓越性、
相乗効果を介してお客様に最高の価値をお届けします。
大韓民国のすべての企業が持続的な成長と競争力向上により、
尊敬される企業になるよう
KMACが信頼できるパートナーになります。

韓国能率協会コンサルティング
代表理事 社長

韓秀熙

Always Toge th er, In n ova t io n Wo r l d
韓國經濟の發展と企業の成長は、
優れた創造性と革新的な能力が
基盤にあったからこそ可能なことでした。

1989年の創立以来、
韓国産業の発展と企業の競争力向上を使命に
Knowledge Providerとしての役割を忠実に果たしています。

KMACの全メンバーは、
現実に安住せず、
常に新しい価値を創造して尊敬される

企業の具現を社会的責任と考え、
産業社会をリードしてきた強固なパートナーとして、
今後も
未来のための持続的な発展のために、
その役割を忠実に果たしていきます。
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We p a r t n e r w i t h ‘ Ad m i re d C o m p a n i e s ’
t o e n s u re a b e t t e r f u t u re f o r t h e m

Mission & Vision

06

History

08

Total Solution

10

Three-Dimensional Organization

16

Network

18

Light Up the Innovation with
KMAC by Your Side
世界最高水準のノウハウと知識サービスだけでは尊敬される企業になることはできません。
大韓民国の経営革新を先導してきたKMACは、
最高の経営サービスを提供する

Knowledge Providerであり、
信頼できるパートナーとして、
顧客の価値を創造し
尊敬される企業の実現に貢献しています。
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Mission & Vision
私たちのミッションは、
知識で産業社会をリードし、
尊敬される企業実現に貢献することです。
顧客の新価値を創造する知識産業のメッカとして、
無限の知識の創出と伝播を通じて、
私たちに与えられた業の
本質に基づいた知識の貢献と社会的責任を果たそうと思います。

Mission

知識で産業化をリードし、
尊敬される企業実現に貢献する

Vision

顧客価値を創造する知識産業のメッカ

顧客信頼

顧客の価値創造

最高の人材

継続的な価値創出を
通じた信頼される企業

顧客の多様な
ニーズをリードする知識商品

いつも研究して行動するプロ

信頼できるパートナーとして顧客と
持続機な関係を維持、
顧客との
徹底した約束履行

既存の枠組みを超えた
新価値の創出

Slogan

Always Together, Innovation World

市場と企業が必要とする
経営サービスを提供する
Knowledge Provider
最高の競争力を
自ら育てていく人材

We have always been together with
our clients since 1989
企業の心強いパートナーとして、
30年以上をともにしてきた時間は、
単純な歳月の流れではありません。

変化と革新をアジェンダに、
大韓民国の全企業が尊敬される企業になることを念願するKMACの意志の時間でした。
今後も最も信頼できるパートナーになることを約束します。
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History
純粋に民間主導で設立されたKMACは、
Innovationを話題に世界初のKCSI調査モデル開発、
Six Sigmaなど新技法導入、
韓国で最も尊敬される企業調査発表など、
大韓民国の企業の経営革新を先導してきています。

2002
政府23部署革新診断/国政討論進行/青瓦台秘書室変化管理

2003
2004

政府革新主管研究機関選定
韓国の経営対象運営

第1回製造競争力 実態調査及び優秀工場認証
第1回韓国で最も尊敬される企業（KMAC）調査発表

政府傘下機関の顧客満足度（PCSI）評価モデル開発及び調査遂行

2005
2006

ウォートン・スクールCEO過程開設

第1回The Proud名品及び新商品調査発表

    公企業及び準政府機関 顧客満足度調査 週間事業者選定

    政府革新有功機関大統領表彰

2007

    バングラデシュ公共部門能力強化遂行機関指定

KMAC創立20周年、2015ニュービジョン宣言

     国民健康保険公団コールセンターOn-Siteアウトソーシング受注

     国策事業公開教育機関選定コア職務コース、短期職務改善コース

2008
2009

顧客の声を優先する企業（VOC-MS）認証制度運営

2010
Global CSR Conference 2011開催
     尊敬される企業会議開催

     未来創造科学部組織診断コンサルティング

     釜山広域市市政経営診断

     仁川国際空港公社など雇用創出戦略遂行機関選定

バングラデシュ国際開発協力産業 遂行機関指定
第20回顧客中心経営革新会議開催

第1回Smart Brand調査発表

第1回販売サービス満足度（KSSI）調査発表

2015
第1回ブランド推薦指数調査発表

2016
第30回韓国の経営大賞 開催

優秀教育有功団体賞受賞（ソウル市初）

2013
2014

KMACトゥピッナヌム奉仕団 - 永登浦区庁後援協約

韓国産業のサービス品質指数（KSQI）顧客接点部門調査発表

2011
2012

官民合同フォーラム尊敬される企業、公共会議開催

第1回韓国で最も働きたい企業（K-GWPI）調査発表

未来創造科学部PSM産学連携及び認証支援事業主管機関選定
KMACトゥピッナヌム奉仕団 - 緑の傘子供財団後援協約

2017
2018

国民権益委員会公共機関清廉度調査遂行機関指定

15年連続公共機関顧客満足度調査（PCSI）首席主管社選定

Our project is to generate
bold and unique solution
産業をリードして尊敬される企業実現に貢献するための方策として

KMACは、
診断評価をベースにした差別化された知識ソリューションを提供しています。
特にこれは、
長い歴史を持つグローバル競合他社もできないKMACだけの業の
本質であり、
差別化されたビジネスモデルです。

すなわち、
企業の競争力を評価する差別化された診断評価を通じて、
企業競争力のロードマップを提示し、

コンサルティング、
リサーチ、
教育研修、
メディアなどTotal Solutionを提供することで
Knowledge Providerとしての役割を忠実に果たすものです。

Diagnosis & Evaluation
Consulting
Research & Consulting
Learning & Development
Media
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Total Solution
診断評価で企業の競争力を評価して、
各レベルに応じたロードマップを提示し、
蓄積された経験と知識を基に、
顧客の
ニーズに合ったグローバル基準のトータルソリューションを提供しています。
コンサルティング、
リサーチ、
教育研修、
メディアなどのKMAC事業は、
創造的な研究開発とグローバルインフラ及びネットワークをベースに差別化されたトー
タル知識ソリューションです。

Diagnosis & Evaluation
KMACのすべての診断システムは、
利害関係者の視点の結果品質を評価するとともに、
最適化された経営システム及び
プロセスを診断し、
これによる問題を導出して、
総合的なソリューションを提供することに目的があります。

The Management
Grand Awards

KOREA’S Most
Admired Companies

Korean Customer
Satisfaction Index

Korean Net
Promoter Score

韓国の経営大賞

韓国で最も尊敬される企業

韓国産業の顧客満足度

顧客が最も推薦する企業

Korean Service
Quality Index(MOT)
顧客様接点部門

Management
System
D&E
(Diagnosis &Evaluation)

Korean Service
Quality Index(Call-center)
コールセンター部門

Korea Brand
Power Index

韓国産業の
ブランドパワー

Korea Brand
Recommendation Index
韓国産業のブランド推薦

経営システム及びプロセス診断

Korea Sales Service
Satisfaction Index
販売サービス満足度

利害関係者 品質評価

Driver
リーダーシップ

経営戦略

Stockholder

Infra & Activity

Customer

人的資源開発
プロセス管理
経営情報システム

利害関係者の価値を
高めるための活動診断

Employee
Partner

Learning

Issue

結果とフィードバック

Society

Diagnosis

Evaluation

過程品質診断を通じたSolution提示

Issue

結果品質診断を通じたSolution提示

Providing total solutions for Total Customer Satisfaction & Admired Companies

Consulting
KMACの経営コンサルティングは、
「企業の能力と対外競争力強化のための諸般経営サービス」
を総体的に提供しています。
経営戦略分野

人事組織分野

経営診断及び中長期戦略樹立
成長戦略診断＆樹立
事業の妥当性の分析
事業戦略/企画戦略/イノベーション戦略
海外進出戦略
事業評価
大学発展方案
子会社設立及び運営方案
社会価値戦略

CS経営分野

職務分析、
評価、
設計などの職務管理
適正人員算定、
人材運営方案
組織診断、
企業文化、
組織活性化
組織新設、
統合などの組織設計及び運用
HR戦略及び部署業績評価、
成果管理
職務給、
成果年俸制などの賃金体系改編
労使戦略、
労務管理、
人事規定定立

営業、
マーケティング、
ブランド分野

総合的顧客満足経営を実現
CSレベル診断/ KCSIコンサルティング
CS経営戦略樹立
Service IdentityベースのCS戦略策定
顧客経験管理/サービスの差別化
Social Big Dataベースの顧客戦略樹立
CSインフラ構築
（評価システム/教育システム
/カリキュラム開発）
CS経営実現及び改善
（プロセス改善、
CS品質管理）

スマートファクトリー、
製造システム分野
4次産業革命 推進戦略
現場中心型スマートファクトリー診断
Smart Machine
（設備管理システム、
設備データ、
Visualization）
Smart Operation
(MES, ERP, POP)
Smart Quality
(SPC, QMS, Lot Tracking)
Smart Energy(EMS)
Smart Logistics(Simulation)
PLM/ALM

プロセス革新分野
Process Innovation
業務プロセス標準化
業務プロセス再設計
（BPR）
情報化戦略計画
（ISP/ISMP）
,PMO
IT新技術導入のためのPOC実行
スマートファクトリー導入のための事前プロセス
診断

営業コンサルティング
（営業診断/営業戦略樹立/営業活動
管理/運営効率化、
営業活動支援プログラム）
/ Sales IT System
活性化戦略）
販売サービス品質向上
（KSSI）
マーケティング戦略樹立
（中長期戦略/新商品 新事業戦略
事業活性化戦略/コスト削減-Pricing戦略/実行戦略）
ブランド開発及び戦略策定
（Identity定立/ Architecture定立
組織内在化戦略/ブランド強化 - 管理戦略）
ブランド財務資産価値評価
K-BPI指標改善

生産、品質革新分野
品質革新
（QC, QI, QA）
/ QMS
Zero Defect（海外専門家コンサルティング）
SPC構築/工程品質の安定化
品質経営
（ISO, TS）
3正5S、
VM
（目で見る管理）
、
浪費除去活動
TPM, C-TPM, TPS, LEAN
コスト革新/TPI/Hidden Costゼロ化
工場Layout設計物流改善
保全管理
（点検整備、
施設管理, RCM）
生産性指標体系構築
工程技術/生産技術標準化、
品質標準化
6 Sigma
技術機能ノウハウ伝授
総合生産性指標システム

技術経営分野
技術戦略樹立及び管理システム構築
技術ロードマップ
（TRM）
R&Dパフォーマンス管理
R&Dプロセス及び開発力診断
R&D標準化
開発品質及び設計品質
（QFD、
信頼性）

公共革新分野
政策開発研究及び政策支援事業企画/開発
雇用、
倫理経営など社会的価値の革新
公共分野の革新戦略
政府経営評価の対応策
公共機関の中長期戦略、
組織及び人事革新
自治体及び地方公企業の革新
中長期地域発展戦略の樹立

コールセンターチャンネル分野
コールセンターサービス品質向上
（KSQI）
コールセンター適正人員算定及び運用効率向上
Value(Profit) Center 戦略樹立
コールセンターSTT/TA 構築及び改善
コールセンター構築/統合/システム高度化設計
（ISP）
コールセンター品質管理システム構築
（C-QMS）
スマートバリューセンター診断
未来型コールセンター構築戦略
（技術/運用/カウンセラー役割再確立）
VOC 3.0
オムニチャンネル運用体系樹立/マルチチャンネル顧客
体験最適化

エネルギー、環境分野
エネルギー政府政策設計諮問
エネルギー新事業ビジネスモデル構築
新再生エネルギーマスタープラン樹立及び投資妥当性
検討
エネルギー関連機関及び協同組合設立の妥当性
気候変化政府の政策設計諮問
統合環境管理システムの構築
統合環境管理計画書及び事後管理コンサルティング
排出権取引体運営支援コンサルティング
（適合性評価、
割当）
炭素経営戦略
（排出権管理、
売買運用）
排出権売買仲介、
グリーン債券評価
安全経営システム構築国際機関の協力事業
開発途上国KSP及びODA事業

中小企業及び関連機関
支援事業開発分野
経営総合診断及びコンサルティング事業開発/運営
輸出競争力強化
（海外進出、
グローバルマーケティング支援）
技術競争力向上支援
（R&D及び技術事業化、
技術マーケティング関連教育/コンサルティング）
創業活性化政策事業及び支援事業開発
産業別競争力強化のための基盤づくり
（標準化、
Guide Line、
診断指標、
産業人材育成など）

Research & Consulting
KMACリサーチ事業は多様な分野の調査とセミコンサルティングを通じて、
企業が必要とするソリューションを提供します。
特に豊富なコンサルティング経験と調査遂行経験及び大規模プロジェクト管理能力を保有し、
各Functionのコンサルティ

ングと連携して総合ソリューションを提供しています。

Mystery Shopping

部署間満足度調査

コールセンター電話モニタリング

海外調査

職員満足度調査

顧客志向度調査

協力業者満足度調査
関係品質調査

内部コミュニケーション指数

内部顧客
調査

接点サービス品質調査

接点診断
調査

接点クリニック

内、
外部インタビュー
FGD/FGI

ワークショップ進行

パネル調査
（海外）

Research &
Consulting

消費者
調査

新商品開発調査

- 製品コンセプトテスト

- デザインコンセプトテスト
- 商品名開発及び評価調査
- 価格可能性調査
- 製品力調査

広告評価調査

販売評価

- 販売予測調査
- 流通店調査

ポジショニング戦略案調査
潜在顧客ニーズ調査
U&A調査

イメージ評価調査

- 広告試案評価調査

- CI開発及び評価

- 消費者感性調査

- 企業イメージ調査

- 広告効果調査

- BI開発及び評価

ビッグデ
ータ分析

パネル調査
（国内）

外部顧客
評価/調査

ブランドパワー調査

海外調査

顧客経験調査

ビッグデータ分析

顧客ロイヤリティ調査
顧客満足度調査

パネル調査
（online/offline）

顧客価値調査

コミュニケーション指数調査
FGD/FGI

ワークショップ進行

- ブランドイメージ調査

- 製品イメージ調査
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Learning & Development
KMAC教育産業は、
人的資源育成及び能力強化に本来の目的があり、
また、
産業界の最新トレンドとイシューを提示する役割もしています。

公開教育、
社内教育
職員の職務深化教育
- 現業活用のためのケーススタディ及び実践適用方案用意

カリキュラム開発
- 分野別職務訓練課程の設計及び開発

調査企画

4次産業、
IT

Process Innovation

技術経営、
R&D

営業、
セールス、
販売

教育コンサルティング
教育システム樹立コンサルティング
- 職務別能力モデリングを通じた教育システム樹立

総務、
会計、
財務、
購買

人事、
組織運営

職務別専門家養成教育
- 部門別管理者及び社内専門家育成のための特化コース
職務社内教育
（社内指定教育）
- 公開教育のカスタマイズ及び講師出張型社内教育

マーケティング、
広報

戦略、
企画、
新事業

職員の職務基本教育
- 各部門別の基本業務コース

CS経営、
サービス

コンタクトセンター
生産、
品質、
設備

公共イノベーション

S-OJT(Structured-OJT)
- 体系的現場訓令のための技術、
ノウハウ伝授方法論開発

エネルギー、環境

Function別
職務教育分野

現場職務訓練
- 現場訪問を通じた問題解決型教育訓令
クラウド教育システムの構築
（LMS）
- 人工知能クラウド統合教育ビデオ自動作成、
編集、
アップロード、

意識及び行動革新 社内教育
コアバリュー
ドゥビッナーレ’
職場づくり
Q-mania
想像ジャンプ
理由づくり

ソロモンの知恵
感性旅行
Experience CE
得心の技術
スマートワーク Designer ...（週52時間制 対応）
ワークダイエット

組織文化

公共機関、大学特化
公共機関の競争力強化ソリューション
リビングラボ推進教育
大学コンサルティング
- 人材育成システム、
カリキュラム開発
- 成果評価、
品質管理
- 委託教育

Global Business
グローバルビジネスは、
グローバル教育とコンサルティング、
国際開発協力事業、
PCO事業などの遂行を通じて、
グローバルコンサルティング企業のポートフォリオを構築しています。
グローバル教育＆コンサルティング

グローバルベンチマーク

国際開発協力事業

PCO事業

事業妥当性調査
（Feasibility Study）

- 海外優秀企業ベンチマーキング研修
- 海外優秀企業動向分析及び事例発掘

基本計画樹立
（Basic Design Survey）

グローバルカンファレンス参観

PMC用役
（Project Management
Consulting 事業管理諮問）

- SHRM韓国代表団、
CCW韓国代表団
- UN人権フォーラム韓国代表団
- Hannover Messe、
NSC、
SNECなど
海外カンファレンス参観教育

政策諮問及び能力強化事業

国際開発協力事業
（KOICA、
EDCF、
KSPなど）
の評価など

国際会議及びセミナー企画/運営
- イベントMaster Plan樹立
- 詳細Contents企画
- プロモーション計画樹立及び実行
海外碩学招請講演会
- Stanford Uiv、
Boston Uiv、
IE Business School、
UBC Sauder、日本亜細亜大学等
海外提供大学の碩学

インバウンドベンチマーク

- 海外企業/機関の国内優秀企業/機関
ベンチマーク研修
- 韓国企業海外職員の国内ベンチマーク教育

Media

メディアは変化と革新のイシュー及びアジェンダを通じて尊敬される企業のための様々な経営知識と情報を産業界に
発散し、
同時にソリューションを提供しています。
CHIEF EXECUTIVE及び革新リーダー発刊
経済経営単行本発刊

戦略報告書及び研究報告書発行

Conference
経営をテーマにした国内最大規模のKMACカンファレンスは、
最新トレンド及びイシューを通じて経営革新
ソリューションを共有する場としての役割を果たしています。
大韓民国公共カンファレンス

大韓民国コンタクト＆コミュニケーションカンファレンス
大韓民国製造革新カンファレンス
顧客中心経営革新カンファレンス
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KMAC regards you as its highest priority
KMACの全スタッフはAchieve、
Active、
Accompanyに規定される
Triple Aのコアコンピタンスを内在化しています。

これはコンサルタントとしての使命感をもとに絶えず専門性を追求し、

熱い情熱で限界を克服し、
組織に対する自負心を持ったKMAC人としての
文化的属性に根幹を置いています。

このように、
KMACの専門経営コンサルタントは、
顧客の最高価値のために考え、
いつも行動し
自ら最高の競争力を育てていくKnowledge Providerです。

Three-Dimensional Organization
KMACは経営コンサルティング業界初の顧客志向的3次元組織を運営しています。
これは、
市場のニーズへの対応と
事業領域別のプロセス一体化及び効率を通じたビジネス品質を向上させるためです。
機能複合型収束
コンサルティングでFunction市場の限界を克服し、
Industry領域を特化して新たな市場を開拓しています。

Customer Organizer

Key Accountなど全社顧客管理

Business Organizer

顧客が要求する業界別、
ビジネスタイプ別事業計画及び開発、
プロジェクト実行管理
診断評価1,2,3本部
（Diagnosis & Evaluation DIV1,2,3）
コンサルティング1,2,3,4本部
（Consulting DIV1,2,3,4,5）
R&C1,2,3,4本部
（Research & Consulting DIV1,2,3,4）
L&D1,2本部
（Learning & Development DIV1,2）
メディアセンター
（Media Center）
VIPセンター
（Value Innovation Platform Center）

- スマートファクトリーPlセンター
（Smart Factory & Process Innovation Center）
- エネルギー、
環境センター
（Energy & Environment Center）
- GBPセンター
（Government Business Planning Center）

Support Group

Advisoryグループ及び専門家グループのTechnical Advice
経営企画室

Customer Organizer

Customer
Needs

Value Creation Point

Support Group

Business Organizer
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We pursue sustainable growth of companies
through global knowledge network
KMACのさまざまなグローバル知識ネットワークは、
産業界の持続可能な成長を追求し、

この成長により、
幸せを実現しています。

このような知識貢献は、
企業固有の知識、
経験、
ノウハウの共有や伝播を通じて
社会貢献という責任と使命を果たそうとする私たちの意志です。

Network
KMACは産業別、
機能別委員会を通じて経営ノウハウを共有するのはもちろん、
グローバル知識ネットワークを構築
しており、
関連学会との様々な連携活動及び産学協同を通じて韓国企業の競争力強化を積極的に支援しています。
このような多様なネットワークを通じたKMACの知識貢献は、
企業固有の知識、
経験、
ノウハウの共有と伝播を通じた
KMACの差別化された社会貢献です。

Domestic Network
コミュニティ

経営革新委員会

公共革新委員会

議長団

CEO級 Community

議長団

研究会

実務者 Community

研究会

Rainbow
Program

CS
WISE
ブランド·
マーケティング

All that
Service

C.A.R.E
Program

安定経営

HR

諮問学会
■ 日本能率協会(JMA)

■ 日本能率協会コンサルティング(JMAC)

韓国顧客満足経営学会
www.kcsma.or.kr

■ 日本IE協会

■ 日本平山コンサルティング

韓国経営工学会
www.kmes.org

Global Network

■ 日本科学技術連盟
■ Wharton School
■ ASTD(American Society for
Training & Development)

■ 日本産業能率大学

■ SHRM(Society for Human
Resource Management)

■ 日本経営者協会

■ Babson College
■ Rath & Strong
■ Marshall School
■ Management Concept
■ George Group
■ ASI Consulting Group
■ Six Sigma Advantage
■ BMG
■ Boston University

■ 日本生産性本部
■ 日本VE協会

■ 日本JIT経営研究所
■ 日本経営開発協会

■ 日本付加価値経営研究所

■ 日本DYMOS CONSULTING
■ 日本産業訓練協会
■ 日本中部産業連盟

■ 日本経営倫理実践研究(BERC)
■ 日本 LCA-J

■ 日本のツリーズ協会
■ 京都大学
■ IQPC(International Quality
& Productivity Center)
■ France ソルボンヌ大学
■ Satmetrix
■ MATRIZ(International TRIZ Association)
■ IFR
■ CEGOS
■ MOTIVA

■ 清華大学
■ 人民大学
■ 上海交通大学
■ 北京大学
■ シンガポールSQC(Singapore Quality Center)
■ シンガポールエアラインTraining Center
■ Motorola University
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ソウル市 永登浦区 汝矣公園路101 8 階 / TEL : (02)3786-0114 / FAX : (02)784-6507
www.kmac.co.kr
E-mail:webmaster@kmac.co.kr

