アルー株式会社 中国現地法人
Alue (China) Co., Ltd. （艾陆企业管理咨询（上海）有限公司）

現地化支援サービスのご案内

夢が溢れる世界のために、あらゆる可能性を切り拓きます
― all the possibilities ―

アルー株式会社を支えてくださる
お取引先お客様の一覧
株式会社三菱東京UFJ銀行 様
三井物産株式会社 様
トヨタ自動車株式会社 様
西日本旅客鉄道株式会社 様
三菱重工業株式会社 様
アサヒビール株式会社 様
ＪＳＲ株式会社 様
オムロン株式会社 様
株式会社東芝 様
日本電気株式会社 様
ソニー株式会社 様
三菱レイヨン株式会社 様
日本電産株式会社 様
沖電気工業株式会社 様
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 様
ソフトバンク株式会社 様
ソフトバンクモバイル株式会社 様
ソフトバンクテレコム株式会社 様
KDDI株式会社 様
日本オラクル株式会社 様
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 様
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 様
東海大学 様
特許庁 様

※ ご許可を頂いたお客様のみ社名を掲載

ロート製薬株式会社 様
横河電機株式会社 様
丸紅株式会社 様
株式会社日立総合経営研修所 様
株式会社日立システムズ 様
株式会社ニチレイフーズ 様
株式会社横浜銀行 様
埼玉縣信用金庫 様
野村證券株式会社 様
株式会社大和証券グループ本社 様
大和証券株式会社 様
日本生命保険相互会社 様
住友生命保険相互会社 様
曙ブレーキ工業株式会社 様
双日株式会社 様
国際石油開発帝石株式会社 様
大阪ガス株式会社 様
株式会社電通 様
株式会社日本経済新聞社 様
株式会社フジテレビジョン 様
株式会社リクルート 様
株式会社インテリジェンス 様
（順不同）

他500社以上

TEL/FAX：+81-3-6268-9791/+81-3-6268-9792

会社概要
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艾陆企业管理咨询（上海）有限公司 （英文名 Alue (China) Co., Ltd. ）

設

立

2010年7月

所 在 地

上海市静安区梅园路77号人才大厦23F2321室
TEL: +86-21-6073-1268 FAX: +86-21-6073-1282

総 経 理

村田直人

事業内容

Ｈead office

１．組織開発コンサルティング事業
２. 海外派遣研修事業

http://www.alue.co.jp/china-consulting/
http://www.alue-china.com
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商

号

アルー株式会社(英文名 Alue Co., Ltd.）

設

立

2003年10月29日

所 在 地

[本

資 本 金

120,400,000円

社] 〒102-0073東京都千代田区九段北１ − １３−５ ヒューリック九段ビル2階
TEL: +81-3-6273-4611 FAX: +81-3-6273-4612

[関西支社]
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー17F
[名古屋支社] 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16

海外拠点

代表取締役社長
事業内容

[上海現地法人]
[シンガポール現地法人]
[インド現地法人]
[フィリピン現地法人]

艾陆企业管理咨询（上海）有限公司
Alue Singapore Pte. Ltd.
Alue India Pvt. Ltd.
ALUE PHILIPPINES INC.

代表取締役社長 落合文四郎
法人企業のお客様向けに、人材に関わる５つのサービスをご提供しています
１．グローバル人材育成コンサルティング事業
２．グローバル人事組織戦略コンサルティング事業
３．創造性開発コンサルティング事業
４．語学教育事業
５．教育研修コンサルティング事業

グローバルネットワーク




日本2拠点、中国、シンガポール、インド、フィリピン現地法人の弊社グローバルネット
ワークを活かしたサービスをご提供します。企業のグローバル戦略に応じたグローバル人
材育成をご支援します。また、韓国、台湾、ベトナム、マレーシア、オーストラリアについ
ては、業務提携を結ぶパートナー企業・大学とのネットワークがあります。
アルーは、2030年にアジアで人材育成No.1になることをヴィジョンに掲げ、アジア各国
に拠点・事業展開することで、皆様の人材育成・組織開発のパートナーとなるべく、挑
戦し続けます。

アルー株式会社
東京本社・関西支社・名古屋支社

上海現地法人
艾陆企业管理咨询（上海）有限公司
上海市静安区梅园路77号人才大厦23F2321室
提携大学 北京大学、清華大学、復旦大学、同済大学、上海交通大学

インド現地法人
Alue India Pvt. Ltd.
1-2-3, 2B Second Floor, "The Pavilion",
3392/2, MG Road, Gurgaon, Haryana, India
提携大学 デリー大学（Delhi University）アミティ大学（Amity University）
ＭＤＩ （MDI University of India）

フィリピン現地法人
ALUE PHILIPPINES INC.
LG-21 Star Centrum Condominium,
Cor.Malugay St.Makati City
提携大学 フィリピン大学

ベトナム
提携大学 ハノイ国家大学人文 ホーチミン国家大学人文

マレーシア
提携大学 マレーシア国際イスラム大学 Tunku Abdul Rahman College

シンガポール現地法人
Alue Singapore Pte. Ltd.
80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
提携大学 シンガポール国立大学 （National University of Singapore）

現地化支援サービス ～時代背景と当社の使命～
”世界の市場”中国において求められる「現地化」。
人口13億人。
GDP世界2位。
“世界の工場”から“世界の市場”へ変貌した中国市場。
この市場の急成長の波を確実に捉え、
人口13億人の中国市場を相手に、新しい形の事業成功をつかみに行く時代。
中国人消費者のハートをしっかりとつかむ時代。
非日系企業顧客を対象とした事業拡大を目論む時代。

中国市場にて事業目標を達成するためには「現地化」、
つまり、経営、現場の中核を担うことができる
中国人管理職を育成し、その力のもとに事業運営をすることが不可欠です。
当社は、
日系企業現地法人の事業成功をこの「現地化」の側面からご支援します。
それが我々の使命です。

日本企業現地法人の「現地化」のポイント
「共通概念であるべき自組織の理念への共感と浸透」
日本と異なる価値観や慣習・文化、あるいは法体系の中国にて、これらの違いを理解、超越して組織を
ひとつの方向に向かわせていくには、自組織の価値観の根源となる「理念」への共感、またその浸透が必
要不可欠となる。

「中国人幹部社員を【任せられる幹部社員】にするための育成」
日本人駐在員と比較しても、遜色の無い幹部社員としてのスタンス・ビルディングとスキル付与により、現
地法人の中核を担う人材として育成していくことが必要不可欠となる。

現地化

理念への共感と浸透

「任せられる管理職」にする

現地化支援サービス コンセプト（1）
～リーダーの「意識」を、組織の「意識」へ
組織の「意識」を、個人の「行動」へ～
■組織開発について調査研究した結果

成功する事例
全象限に着目し
網羅的に施策を実施

失敗する事例
「3.組織×外」「4.個人×外」のみ着手

４象限に見る「現地化」のためのサービス支援領域
第4象限： 従業員の表面にある要素

第1象限：リーダーの意識にある要素
■価値観
■物事の捉え方
■想い・夢
■哲学
■思想

■行動
■知識
■スキル

1. 個人×内

リーダーの「意識」を組織の「意識」へ転換
■理念
■組織風土
■雰囲気
■共有ビジョン
■企業文化

2. 組織×内

4. 個人×外
個人行動への転換

3. 組織×外

■組織構造・組織体制
■ビジネスモデル・仕組み
■業務フロー・業務ツール
■人事諸制度
■ビジョン・戦略・戦術

見える形・仕組みへ転換
第2象限：組織の意識にある要素

第3象限： 組織の表面にある要素
アルーがご支援するサービス領域

現地化支援サービス コンセプト（2）
「共通概念である理念への共感と浸透」の支援領域
第１象限：
リーダーの意識にある要素

1. 個人×内

リーダーの「意識」を組織の「意識」へ転換

第４象限： 従業員の表面にある要素

４. 個人×外

個人行動への転換

見える形・仕組みへ転換

２. 組織×内
第２象限：
組織の意識にある要素

3. 組織×外
第3象限：
組織の表面にある要素

「中国人管理職を【任せられる管理職】にするための育成」の支援領域
第4象限：
従業員の表面にある要素

4. 個人×外
1. 個人×内

2. 組織×内

3. 組織×外
第3象限： 組織の表面にある要素

現地化支援サービス サービス一覧
アルー株式会社のサービスラインナップ
第1象限・第2象限・第3象限・第４象限。
それぞれの領域を通じて現地化支援サービスを開発し、日系企業の現地法人の「現地化」を成功させるた
めのサービスラインナップをご提供しております。

■エグゼクティブコーチング
■リーダーシップ360度診断

■ナショナルスタッフ向け各種研修サービス
・インハウス型研修サービス
・公開型研修サービス
■日本派遣型研修サービス

第１象限：
リーダーの意識にある要素

1. 個人×内

■Vision Strategy Goal
策定ワークショップ
２. 組織×内
■経営理念
第２象限：
伝承者育成サービス
組織の意識にある要素
■経営“軸”
共有&形成サービス
■Strategic Designing Room
■組織診断サービス

第4象限：
従業員の表面にある要素

4. 個人×外

3. 組織×外
第3象限：
組織の表面にある要素
■人事諸制度構築サービス
■育成体系構築サービス
■タレントマネジメント構築サービス
■労務リスクマネジメントサービス
■人材要件定義サービス

現地化支援サービス 講師
アルー株式会社の講師ネットワーク
日本・中国・インド・ASEANを中心に、約250名の講師ネットワークを有しており、貴社のニーズにあわせて、
あらゆる「業種×職種×階層×専門領域」の手配が可能です。組織開発においては、様々な知見やその道
のプロが必要になり、ニーズに合わせて全世界から講師を手配できるネットワークが重要です。

約100名

蒋如陵
//学歴//
サンダーバード国際経営大学院修了
国際マネジメント修士

徐穆德
//学歴//
米国ジョージア州立大学MBA、専攻はマーケティング
米国リーダーシップセンター認定トレーナー

朱纲
//学歴//
復旦大学卒＆香港大学MBA
オーストラリアメルボルン大学 心理学コース修了

王鉴
//学歴//
オーストラリアMONASH大学MBA

中国人講師が多いメリット
日系教育コンサルティング会社は日本人講師が通訳付きで
研修を行うことが多く、この場合、内容の圧縮、もしくは日数
の増加が避けられません。
また、通訳を介すことにより、内容が伝わりにくくなり、当初の
目的を達成することが難しくなります。
弊社はパートナーを組んでいる豊富な中国人講師が中国人
受講生に対して講義を行う体制を通して、お客様の目的達
成に向けた支援を行うことを重視しています。

//経歴//
マース社（アメリカの大手食品会社）
キャンベル・スープ・カンパニー マーケティング部門マネジャー
ウォルト・ディズニー・アトアラクションズ台湾 マーケティング部門マネジャー
NBA（北米プロバスケットボールリーグ） 台湾地域マーケティング責任者
//経歴//
ジョンソン＆ジョンソン、ユニリーバ、マース社、ノキアなどで20年間に渡って勤務
人事および教育研修部門マネジャー、マーケティングマネジャーなどを歴任
立邦塗料中国(日本ペイント)の社内大学校長として、社員・代理店育成に携わる

//専門分野/
営業/組織マネジメント
経営幹部育成／MBA
企業戦略策定／マーケティング
業務プロセスマネジメント など
//専門分野//
マネジメントスキル
リーダーシップ開発
マーケティング
キーアカウントマネジメント
販売管理 など

//経歴//
B&Q、フィリップス、DHL、モトローラなど、フォーチュン500レベルのグローバル企業
にて15年以上の経験を持つ
HRディレクター、トレーニングディレクター、セールストレーニングマネジャー、シニアコ
ンサルタントなどを歴任し、豊富な講師経験がある

//専門分野//
マネジメントスキル
リーダーシップ開発
人的資源管理
チームビルディング
マーケティング＆セールス など

//経歴//
ファイザー（米）CAPSUGEL事業部中国マーケティングマネージャーを務める
現在、南京大学商学院MBA講師、上海交通大学管理トレーニングセンターMBA
専門家講師、清华大学企業管理系講師を務める

//専門分野//
営業スキル、営業交渉、
営業職販売管理、営業職役割認識
客営業戦略構築
マーケティング・コミュニケーション、顧客管理
チームビルディングスキル など

事例１

大手日系飲料メーカー A社様
「共通概念である理念への共感と浸透」
～事業拡大に向けて理念浸透を徹底できる組織基盤づくり～

目的
課題

■同社の理念を理解してブランドを守ること
■規模拡大につれて従業員の数が新たに増えても徹底的に理念を浸透させること

背景

■同社の主力製品は健康への効果が高いため中国での人気が非常に高く、中国に進出してから順
調に業績を伸ばしていった。また、同社は「品質」「健康」「安全」といった自社の強みでもあるブランドイ
メージを非常に重視しており、同社の販売スタッフも単に商品を売るのではなく、同社の理念を理解し
てブランドを守ることが求められていた
■中国においては組織の規模拡大につれて理念浸透の難易度が飛躍的に増すという課題があり、ブ
ランドイメージを守りながら事業拡大を図るためには拠点が広がり、従業員の数が新たに増えても徹底
的に理念を浸透させることが出来る組織基盤を築くことが必要であった
戦術

「伝承者」と
しての役割認識
と動機醸成

実施
事項

狙い

打ち手

会社の理念と経営者の思いを共有する

最新のファシリテーション技術
を駆使して、経営トップとの合
意形成を行い、「伝承者」とし
ての自覚を醸成する

・何が大切でなぜ大切か自分の言葉で言える
・自身の行動が徹底して理念に基づいている
・心から理念を信じて人に伝えることが出来る

周囲に対して良い影響力を発揮する
・他の社員から尊敬される存在となる
・他の社員に対して見本となることができる
・他の社員に対してビジョンを語ることができる

行動変容のきっかけをつくり、
相手の成長を支援するプロになる

育成のプロとして
講師スキルの習得

中国人の特性と
会社のニーズに沿った研
修教材の開発と提供

・現場でただＯＪＴを行うだけではなく、相手
に気付きを与えて行動変容を起こすための
体系的な育成スキルを活用できる
・集合研修の場で講師として受講者に知識や
スキルのみならず、背景にある理念や価値観
を着実に伝えて理解させることができる

「伝承者」として影響力を発
揮するためのリーダーシップ研
修を行い、意識と行動を変
革する
講師スキルを行い、教えるプ
ロとして必要なインストラクショ
ン スキルを習得させる
社内研修の実施サポートを
行い、講師として高いパフォー
マンスを発揮できるようにする

会社が目指す考え方と行動を中国人が理解しや
すい研修教材に落とし込み、社内の教育資産と
して今後活用することで人材育成の効果を高める

マインドを理解させる研修教
材を開発し、正しい心構えで
仕事に取り組めるようにする

・「伝承者」が講師として研修を行う際に相手が頭ではなく心
で理解できるレベルにまで踏み込み、会社が求める目標に
対して自ら率先して行動するマインドを身につけさせることが
できる

行動を身につけさせる研修教
材を開発し、仕事で適切な
振る舞いができるようにする

事例１ 結果

中核人材を
「伝承者」に

従業員が増えても、また、役
割にかかわらず、各拠点で理
念浸透を行っていかなければ
ならない
 中国各地の拠点、従業員
数の急増を鑑み企業理念
を着実にかつ効率的に伝達
していく必要があった。
 日本人経営トップが直接企
業理念を伝えるだけでは限
界があるため、中核人材が
「伝承者」として理念を徹底
させる役割を担うことが組織
として必要であった。

 中核人材を「伝承者」として育成し、「伝
承者」が理念浸透と人材育成を推進でき
るように
 組織基盤の強化に向け「伝承者」が主導
者を目指す

事業拡大を牽引する「伝承者」が育つ。
３か年計画の第1段階から、「理念に基づく育成体系の構築」へ。

Step1：理念に基づく育成体系の構築

Step2：「伝承者」による社内教育の内製化

Step3：中核人材を「伝承者」として育成

事例2

大手日系食品メーカー B社様
「ヴィジョン策定プロジェクト」
～実際に働く社員が策定に携わることで「自己決定感」を育み、ヴィジョンを活かす～

目的
課題

■組織が「目指す姿（ヴィジョン）」を明確にすることで、組織としての執行力を強化すること
■自分たちで策定したヴィジョンを目指すことを通じて、目標達成に対して覚悟を持たせること

背景

■ヴィジョンは存在しているが、全社の中期経営計画とのつながりも薄く、短時間で作成してしまったた
め、実際に働く社員にとって「目指す姿」になっていない
■ヴィジョン策定については、トップダウンではなく、「自分たちで作成した」「押し付けられたのではな
い」という認識を大事にしていきたいと考えている
■工場を管轄している工場長（副総経理）に対して、周囲への影響力を現在よりも発揮させたいと
考えている
言われたことはしっかりとやり、
俗にいう「良い人」ではあるが、
課題を設定しプランニングしながら
すすめることが難しい

工場全体に、
なんとなくではあるが一体感が無い
工場長の課題感

業務面の課題感

実施
事項

事前インタビュー
工場見学
①事前インタビュー
講師が参加者の意見を事前
に認識し、WS時議論のアジ
ェンダ作りに活かす。全員が意
見が行き交う場を作る
②工場見学での事例収集
現状把握、そしてその現状を
改善するための原因分析を行
うために、講師による現場での
事例収集を実施

コーチング
ヴィジョン策定に向けて、
自分自身の役割・期待
を腹落ちさせ、本施策の
推進者としての自覚を持
たせる

ヴィジョン策定
WS

アクションプラン策
定WS

2016年のヴィジョンを策
定し、自社が目指す姿
を明確にする

ヴィジョンを達成するため
のアクションを明確にし、
達成に向けて日々歩ん
でいくことができる状態を
作り出す

事例2 結果
目指すべき姿（ヴィジョン）が
なく、またトップの推進力が乏
しいため、目標に対してのコミッ
トメント力が弱い
 工場組織は、「何を目指せ
ば良いのか」理解できてお
らず、一体感がないように感
じている
 工場長に周囲への影響力
を発揮させたいと考えている
 社員は自分たちが求められ
ている行動について、理解し
切れておらず、立ち返る場
所がない

工場全体の
一枚岩化
 自分たちが作成したヴィジョンに責任を持
ち、達成しようと同じ方向を向いている
 工場長は自分自身の役割・期待を認識
し、それに応えるための行動をとっている
 自部門の課題や取るべき行動に対して、
ヴィジョンから考え、行動をしている

組織としての執行力を強化すること。
目指すビジョンへの一歩が踏み出され、次のフローへと進む基盤となりました。

事前インタビュー工場見学
● 工場長・部長の思いを引き出し、講師と関係
性を構築することで、WS内での発言が活発にな
りました。
● 班長の思いを引き出し、講師と関係性を構
築することで、WS内での発言を活発にしました。
● 納得・合意・共感し、実行意思と浸透意思
の伴ったヴィジョンが策定されました。
● ヴィジョンから落とし込まれたアクションプランが
策定されました。

ヴィジョン策定
WS
 3日間通して、ほぼ全員の方が主体的に取
り組んで頂きました。
 ヴィジョンを決める段階では、楊工場長が中
心となり、ディスカッションする姿も見られ、ま
たご自身の考えを全体に述べる姿が印象的
でした。
 アクションプランを決める段階では、時折白
熱しすぎではないかと思うほど、意見が飛び
交い、皆様の今後の工場への考えをアウト
プットする良い時間になったと思っております。

事例集

■大手日系小売チェーンC社様

課題

激しい同業競争の
中、自社の地位を
確立するための強
みが必要。
企業理念を中国
人従業員に着実
に浸透させ、お客
様に対して競合他
社よりも高い質の
店舗サービスを提
供することが不可
欠。

1.新規に開店する店舗で質の高いスタッ
フを配置することができ、早期に高いサービ
スレベルを実現することができるようになった。

1.企業理念を反映した中国人
向け研修プログラムの開発
2.高い教育スキルを持った中国
人の社内講師の育成

打ち手

3.人材育成を社内主導で推進
するための教育の内製化支援

結果

2.既存店のスタッフについても再度理念か
ら教育し直すことでサービスレベルの変化
が見られ、市場調査で会社全体でブラン
ドイメージが向上した。
3.教育体系が完備されていることが中国
人求職者にとって魅力的要因であるため、
人材の採用においても有利に働くように
なった。

■大手日系食品メーカーD社様

課題

将来的に自社製
品を中国国民全
体に定着させること
目指す。
中国全体での更
なる事業拡大が
不可欠である中、
各拠点で主体的
に開拓できる営業
組織醸成が必須。

1.「点」ではなく「線」でとらえた営
業教育プログラムを実施

打ち手

個人課題 研修開始1ヶ月前
⇓
第1回研修 2日間
⇓
計画の実践 3～6か月間
⇓
第2回研修 １日間
⇓
実務 研修後

結果

1.意識面
「自分たちはただ会社が提供した商品を
売る」という意識から、自分たちに出来る
ことはまだ多く残っていることに気づき、より
高いレベルの成果を目指すようになった。
2.能力面
地域の市場全体を俯瞰したうえで具体
的な打ち手と優先順位を考えて実行性
の高い計画を立てられるようになった。

■大手日系自動車部品メーカーE社様

課題

製品毎に事業会
社を中国全土に
設立。これら事業
会社毎に製造販
売を別々で行って
いており、地域毎
の顧客ニーズに
迅速に対応しきれ
ない。
対応できる組織の
形が新たに求めら
れていた。

1.“地域間の縦と横の連携”の
中心にいる中間管理職に対し、
総経理を含む経営幹部参加型
の長期のアクションラーニング型プ
ログラムを実施

打ち手

2.新体制の正確な理解、期待
されている役割の正確な認識、
動機形成からはじまり、スキルの
付与およびそれらの実務適用を
繰り返し行い、組織の司令塔と
しての役割に対する自覚を形成。

1.自分たちに期待されている役割が劇的
に大きくなっていることを正確に理解し、周
囲との連動を強く意識したマインドが醸成

結果

2. そこに問題があり、変えられるのが自分
だけなら、自分が変われば良い。という思
考に変化
3.総経理を含む経営幹部は、「自らも変
わらなければならない」という意識を形成

