「OYAKUDACHI」を世界へ︕
株式会社ジェックは、『お役⽴ちに満ちたより良い社会を創るために、
お役⽴ち道を世界に広める』ことをビジョンとして、世界経済の繁栄に
邁進しています。
また、多くの⽇系企業が中国・ＡＳＥＡＮへの進出に伴い、2013年1⽉
中国・上海市に現地法⼈「嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司」を設⽴し、
中国⽂化へのお役⽴ちを⽬指しています。
私ども「嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司」は、「⼈（考え⽅）と組織
（⾵⼟）の改⾰⼿法」のノウハウをもとに、中国国内において、
在中国⽇系企業さま、現地企業さまのご発展のために、⼈材育成・組織開
発の研修・コンサルティングを⾏い、ご⽀援させていただきます。

ジェック上海
総経理 松⼭⼤輔

社
名

何かございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中国語

嘉顾企业管理諮询（上海）有限公司

⽇⽂名

嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司

略称

ジェック上海

設⽴

2013年1⽉

所在地

中国上海市静安区南京⻄路1601号 越洋国際広場38F

TEL

＋86-21-6137-3233

総経理

松⼭ ⼤輔
(Daisuke MATSUYAMA)

事業内容

経営変⾰⽀援コンサルティング、 研修・トレーニング

⽇本問合せ先

株式会社ジェック グローバル戦略推進部

⽇本拠点

本社︓東京都豊島区東池袋3丁⽬1-1 サンシャイン60ビル20階
⼤阪⽀社︓⼤阪市淀川区宮原4丁⽬1-9 新⼤阪フロントビル7階
名古屋営業所︓名古屋市中区錦1丁⽬4-25 伏⾒ITビル4階

https://www.jecc-net.co.jp/

ベトナム
現地法⼈

JECC VIETNAM COMPANY LIMITED
Floor 8, A Tower, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Lang Ha Ward,
Dong Da District, Ha Noi City, Vietnam

https://jecc-net.com.vn/

Mail

jecc-china@jecc-net.co.jp

(兼務) 株式会社ジェック
グローバル戦略推進部 部⻑ ／コンサルタント

TEL

+81-3-3986-6365

Mail

jecc_global@jecc-net.co.jp

お役⽴ち道の経営を実現する経営変⾰⽀援業
〜「創造的な⼈づくり・組織づくり」のコンサルティング会社〜

⼈財

経営

組織

⾏動理論の改⾰

お役⽴ち道の経営

集団性格の⾰新

変わり続けることが
できる⼈づくり

理念をベースに
顧客価値を共創する経営

多様性から
イノベーションを⽣む
組織⽂化の⾰新

お役⽴ち道経営実現の２⼤⾰新
集団性格の⾰新

⾏動理論の⾰新
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「⾏動理論改⾰モデル®」は、株式会社ジェックの登録商標です

⾏動理論とは「⼼に深く刻まれた考え⽅」です。
考え⽅が変わらないと、イノベーティブな⾏動は
起きません。
コンサルティングや研修では、⾃分の⾏動理論
メソッドを活⽤し、改⾰を⾏っていきます。

⻑年にわたって形成された、集団性格（組織⽂
化）がイノベーションを阻害することが往々にして⾒
られます。
現在の組織⽂化を可視化し、イノベーションが
⽣み出される組織⽂化に⾰新します。

共創型イノベーション体制・推進
貴社理念・ビジョンの実現
⾔語は基本的には
⽇本語と中国語で進めます。

貴社プロジェクトチームと
弊社コンサルティングチームとの
共同で進めていきます。
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ジェック上海

ョ
ン

貴社プロジェクトチーム
※⽇本⼈経営者（マネジャー）

共創型の推進

ジェック上海コンサルティングチーム

※中国⼈マネジャー 等

※⽇本⼈コンサル
※中国⼈コンサル

１．「中国⼈コンサルタントは⽇系企業でビジネス経験がある」
コンサルタントは⽇系企業に勤務したことがあり、ビジネス経験豊富な中国⼈を採⽤しております。
ビジネス感覚に優れた経験でお客様の⽬指す姿実現の実践サポートを⾏います。

２．「厳格な試験に合格している」
⽇本法⼈によるコンサルタントになるための「正規教育」を受けて、厳格な資格試験に合格したコンサルタントです。
資格試験に合格しないとお客様へのサービス提供ができないシステムになっています。

３．「中国語と⽇本語の⾔語が可能である」
中国⼈コンサルタントは 「N１」の試験に合格しております。コンサルティングや打ち合わせなど、全て⽇本語で可能です。

４．「継続した品質向上への取り組み」
コンサルタントの継続した品質向上活動に取り組み、サービス品質の向上に⽇々努めています。

「社内品質向上活動の例」
１ 社員の共通価値観としてのジェック理念教育

２ インストラクター憲章による品質の統⼀

３ コース担当レパートリー資格試験制度

４ 診断アナリスト担当資格試験制度

５ 業界別プロジェクトの推進

６ 品質向上のための定期学習会

７ 全社員コンプライアンス教育

松⼭ ⼤輔（まつやま だいすけ）
嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
総経理

⽥ 暁棟（た ぎょうとう）
嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
コンサルタント

童 亦凡（どう えきはん）
嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
事業パートナー
コンサルタント

兼
（株）ジェック グローバル戦略推進部
部⻑／コンサルタント
■お役⽴ちコンセプト
⽇本国内のみならず、グローバル市場に向けて、「仕事の楽し
さ」や「⾃分の成⻑」を味わい続けることができる⼈づくり組織づく
りを共創し、関わった⼈達の⼈⽣を充実させる。
■強み
・教えるのではなく、⼀緒に考え、知恵を出し、共に創っていくスタ
ンスでコンサルティングを展開できる。
・グローバル市場を視野にいれたリーダーシップ開発
・⼈事諸制度のハード⾯と⼈財開発のソフト⾯の両⾯を⽀援でき
ること。
・圧迫感のない、リラックスした雰囲気が作れること。
・ご参画者が主体性を持った⾏動を促すことができること。
・単発の研修ではなく、年間を通じたコンサルティングでのご⽀援。
■資格
中⼩企業診断⼠

徐 ⺠教（そ みんぎょう）

■経歴
⻑春⼤学⽇本語学部卒業
中国系⼤⼿旅⾏会社に2年間勤務後、
⽇系⼤⼿旅⾏会社中国現地法⼈に⼊社し、
⼿配＆営業課⻑、⾏政管理部⻑、副総経理など歴任し、
22年間勤務
2021年ジェック上海⼊社、コンサルタントとなる。

■経歴
⽴教⼤学⼤学院異⽂化コミュニケーション翻訳課程修了
帰国後 ⽇系広告代理店に⼊社。
総経理アシスタント
デザイン以外の仕事を全般担当
2018年ジェック上海⼊社、コンサルタントとなる。
現在は事業パートナー

■お役⽴ちコンセプト
⾃律型⼈財づくりとお役⽴ちビジョン共創型組織づく
りのお⼿伝いをし、中国市場でお役⽴ち道経営の理念
を広げ、中国社会の持続的な発展に貢献する。

■お役⽴ちコンセプト
⾃⼰成⻑の意欲・道筋を⾃ら⾒つけ出し、組織とともに成⻑す
る⼈財づくりのお⼿伝い

■強み
・⽇系企業中国現地法⼈での管理職経験が⻑く、中国・
⽇本の両⽅からバランスの取れた視座を持って、
管理職としての総合的かつ俯瞰的な視野からコンサル
ティングでのご⽀援を⽬指している。
・サービス業での経験と⽇本に関わる業務歴が⻑く、
⽇本式サービスを理解しているので、CS向上における
背景をおさえて説明・理解促進ができる。

■強み
・本質を突き、難しいことこそ分かりやすく説明し、ご受講者の理
解を加速させる。
・⽇本での滞在経験、就労経験があり、⽇本式サービスを理解し
ているので、CS向上における背景をおさえて説明・理解促進が
できる。

松井 達則（まつい たつのり）

越膳 哲哉（えちぜん てつや）

嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
董事

嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
董事

嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
監事

兼
（株）ジェック
取締役／コンサルタント

兼
（株）ジェック
取締役／コンサルタント

兼
（株）ジェック
専務取締役／コンサルタント

■お役⽴ちコンセプト
社内外でお役⽴ちできる喜びを⾃らつくり出せる⾃律型⼈財づ
くりと市場貢献に向けて結束してチャレンジできる組織⾵⼟⾰
新のご⽀援を通じてお客様の持続的発展に貢献することが私
の働き甲斐です。

■お役⽴ちコンセプト
「⾃燃型の⼈財づくり」
⾃分で考え、⾃分で動く⾃律型の⼈財はもはや当たり前。⾃分
の⼼に⽕をつけ、常に意欲的に⾏動することで、周りにも⽕をつ
ける「⾃燃型」の⼈財づくりのお⼿伝いをいたします。

■強み
・戦略構築⽀援⼒︓マーケティング戦略やイノベーション戦略に不
可⽋な価値観と思考回路確⽴によって中期経営計画⽴案と
エリア戦略、顧客創出戦略などが⼀番得意分野です。

■強み
・多様な業界に関する知⾒とノウハウ
プロジェクトリーダーとして様々な業界の案件を成功に導いた実
績があります。多様なニーズにお応えできるノウハウと、「お客様
ならでは」のコンサルティングや教育プログラム開発に定評がある。

・⽅針浸透⼒⽀援︓メンバーの依存⼼理を踏まえて組織のお役
⽴ちビジョンと⽬標、⽅針、計画をメンバーの⾃分事として肚に
落としていくプロセス構築と⽬標統合対話、ファシリテーションなど
でＣＳとＥＳを両⽴できる⽀援ができます。
・キャリアビジョン創出⽀援⼒︓キャリアコンサルティングのスキルと
経験を踏まえて、真の働き⽅改⾰を⾃主的に取り組めるご⽀援
ができます。

・創造性を引き出す運営
共に考え、共に創る「共創型」のコンサルティングスタイルで、
社員の皆様の⼼を動かします。
そのため、お⼀⼈お⼀⼈の創造性・⾃律性が⾼まり、現場成果
に直結します。
■著作
「メモテク」（かんき出版）
「すごい営業の仕事術」（⽇本実業出版社︓共著）
「個⼈情報保護は万全か」（ぎょうせい︓共著）
近代中⼩企業(データエージェント)、企業実務(⽇本実業出版
社)、ザッツ営業(⽇本実業出版社)に執筆

■お役⽴ちコンセプト
「創造性が発揮される集団性格を実現する部⾨経営者の創出
⽀援」
企業がお客さまから選ばれ続けるうえで、組織⽂化の影響⼒の
⼤きさは計り知れず
⽬には⾒えない組織⽂化の可視化と変⾰⽀援を実現する上で
カギを握るのは、組織のトップにほかなりません。社員⼀⼈⼀⼈
が、仕事を楽しめる組織づくりを⽀援いたします。
■強み
分析⼒・論理構築⼒・形式知化・ロジカルシンクとラテラルシンク
の両⽴
学術的/実務的バックボーン（実験データ・論⽂・など）を根拠
とした展開
■著作
「個⼈情報」その漏洩の危険と罠
―プライバシーはこうして守れ（共著）

◆⼈材戦略実現⽀援コンサルティング
概要

貴社ビジョンや戦略を推進する上で必要なあるべき⼈材像の策定⽀援、実現に向けての組織体制づくりと、能⼒開発
の体系づくりなど、貴社と共に考え実⾏に移していくコンサルティング

対象

経営者、⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャーなど

◆組織⽂化の改⾰コンサルティング
概要

社内の組織⽂化を構成する要素である「お役⽴ち」「挑戦」「協調」という３つの価値観を⾒える化し、持続的成⻑を実
現する組織⽂化づくりのための⽀援コンサルティング

対象

経営者、⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー

◆ビジョン策定・浸透コンサルティング
概要

事業ビジョン、部⾨ビジョンを策定し、その浸透策を共創しながらPDCAを⽀援するコンサルティング
（経営者、プロジェクトメンバー）

対象

経営者、⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、外国籍社員

◆社員意識診断
概要

設問形式で社員の意識診断を⾏い、意識の状態を⾒える化し、傾向や打ち⼿、検証等を⾏うコンサルティング
（社会⼈基礎意識、サービスエンジニアの意識、営業担当の意識、リーダー基礎意識 等）

対象

経営者、⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、外国籍社員

◆⽇系企業で働くビジネスパーソン能⼒強化コース
概要

⽇系企業で働く上で、成功確率が⾼い⾏動の基本と考え⽅を⾝に付ける

対象

⽇系企業で働く外国籍社員全員

◆次世代幹部・マネジャー育成コース
概要

⾃部⾨のビジョンに向かって、マネジメントを実践し現場成果を出し続けるマネジャーを⽬指す

対象

⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、リーダークラス

◆マネジメントの基本と実践コース
概要

リーダー⾃ら業績を上げ続けるという責任を持って、マネジメントの原理原則を学び、PDCAを回すスキルを⾝に付ける

対象

⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、リーダークラス

◆メンバー育成（OJT育成⼒）コース
概要

外国籍社員の成⻑度合によって、⽬標統合対話や指導対話のノウハウや考え⽅を⾝に付ける

対象

⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、リーダークラス

◆戦略的問題解決能⼒コース
概要

現場の問題を直接取り上げ、戦略的創造的思考システムにより解決の最重要課題が発⾒できる能⼒を⾼める

対象

⽇本⼈マネジャー、外国籍マネジャー、外国籍社員、⽇本⼈社員

◆ロジカルコミュニケーションコース
概要

ロジカルシンキングをベースに、より分かりやすく、伝えられる、また相⼿の話を聴ける能⼒を向上させ、職場の⽣産性を上げるコース

対象

⽇系企業で働く社員全員

◆ロジカルプレゼンテーションコース
概要

ロジカルシンキングをベースに、相⼿が納得できるプレゼンに対する考え⽅とスキルを習得するコース

対象

⽇系企業で働く社員全員

◆ロジカル問題解決コース
概要

ロジカルシンキングをベースに、職場の問題を取り上げ、その問題の解決策を導き出すコース

対象

⽇系企業で働く社員全員

◆フォロワーシップ向上コース
概要

チームのシナジー（相乗）効果を⾼めるために、「上司を活かし、チームと⾃分を活かす」フォロワーシップの向上を図るコース

対象

⽇系企業で働く社員全員

◆提案営業⼒強化コース
概要

営業の仕事に⾃信と誇りを与え、個別のお客様に対するコンサルティングセールス能⼒を⾼めるための個別提案型商談プロセスを⾝に付
けるコース

対象

営業職社員

◆サービスエンジニアのサービスマインド向上コース
概要

サービスエンジニアとして持つべきサービス精神と誇りに気づき、ファン客創造のための個別対応能⼒を強化する

対象

お客様対応を必要としているカスタマーエンジニア

お取り組み企業

テーマ

対象

⼤⼿空調メーカー

ビジョン浸透／現場問題解決等

現地スタッフ

⼤⼿技術サービス会社

営業⼒強化／営業管理者のマネジメント⼒強化

現地スタッフ

中堅 ＩＴ 会社

社員の基礎教育／マネジメント⼒強化

現地スタッフ

⼤⼿精密機械メーカー

駐在員マネジメント⼒

現地駐在の⽇本⼈管理者

⼤⼿化学メーカー

マネジメント強化シリーズ研修（半年間）

現地スタッフ

⼤⼿医療⽤品メーカー

中堅社員研修

現地スタッフ

⼤⼿⽔処理ソリューション
事業企業

経営幹部育成・問題解決

経営幹部

公開コース

管理者基礎研修、提案⼒強化等

現地スタッフ

「OYAKUDACHI」を世界へ！

嘉顧企業管理諮詢（上海）有限公司
中国上海市静安区南京西路1601号 越洋国際広場38F
TEL：＋86-21-6137-3233
2022.3

