4つのSTEP

働き方改革応援プロジェクト

働き方改革推進のロードマップ

JTBならではの働き方改革
---- イキイキ社員へのロードマップ----

「働き方改革」推進ご検討の企業様。採用、退職防止、休職者早期発見、優秀人材の育成、長時間労働是正、雇用延長、
ダイバーシティ・女性活躍推進への対応等、様々な課題をお持ちではないでしょうか。
JTBグループは、設立以来100年以上、人の気持ちに寄り添ってビジネスを続けてきました。
そのノウハウから生まれた
「働く人の気持ち」
を高めるためのソリューションを数多く取り揃え、
総務・人事部門の皆様をサポートさせていただきます。

3

ST E P

JTBグループ各社の営業担当に、是非、お声掛け、ご相談ください。

1

ST E P

4

ST E P

2

ST E P

働きがい・満足度の向上
従業員ニーズに合わせた
多様な施策
働きやすい
職場環境の整備
業務効率化・経費削減・BCP・リスク対策
福利厚生・健康経営
● BTMソリューション
出張関連フローの業務改革

コンディションの見える化
コミュニケーションの促進
退職防止・休職者早期発見
エンゲージメント・行動変容
● 従業員コンディションの見える化サポート

● 企業内研修・セミナーの

内製化支援・全国ライブ配信
Deliveru

● 福利厚生サービス

スキルアップ・教養・モチベーションアップ・
組織力強化
● スキルアップ・教養
Habi*doを活用したSNS型
プログラム
Deliveruを活用した
ライブ配信型ビジネスセミナー

● 企業型確定拠出年金
（DC）
● エンゲージメント向上・行動変容を起こす

企業型DC導入支援サービス

● 確定拠出年金の情報提供

アプリケーションサービス
みらいナビ

● BCP実行支援サービス

● 健康支援サービス群
健康支援サービス

● 海外危機管理サービス

健康100日プロジェクト
減量キャンペーン

● 株主総会企画・運営サポート
● 日本企業グローバル

ビジネスサポート

LAPITA

株主総会の企画・運営

● 電力供給サービス
電気料金削減の提案

● モチベーション向上
モチベーションコンサルティング

● ホスピタリティの発揮
ホスピタリティマネジメント

● 組織の調査・分析から、

従業員満足度の可視化
インセンティブ・報奨
● 満足度の見える化
従業員満足度調査

● 組織の見える化
組織診断
やる気分析システム「MSQ」

企画・実施まで

● ヘルシー・カンパニーを

実現する旅

JTB健康経営への旅

社内コミニュケーションイベント
・表彰式
・キックオフ会議
・社内運動会

● 周年コミュニケーション

総合プログラム

組織力強化コンサルティング
・ビジョン/理念の策定、浸透
・ダイバーシティ推進
・マネジメント強化
・キャリア意識改革
・組織風土改革

● インナーコミュニケーション

周年事業サポート

● インセンティブ・報奨・目標管理

・周年式典
・記念品制作
・社内外プロモーション施策

第6回 HR EXPO に出展します！この機会に是非ご来場ください！
2018年7月11日(水)〜13日(金)10:00〜18:00 東京ビックサイト西2ホール
【西6-36】

HR EXPO 出展ソリューションの紹介

BTMソリューション

Bzit B+PLUS
チケット手配のオンライン化、ワークフローのシステム化を
通じて、出張者の立替負担や精算作業の軽減、管理部門に
とっては見える化を実施する事によって統制が図れ、出張に
関わる全ての人に優しいシステムです。

健康支援サービス群

健康支援サービス /健康100日プロジェクト/
減量キャンペーン

「健康経営を実現するには」
「健康診断受診率を上げたい」
「ス
トレスチェックはやっているけど…」
「健康意識はどう上げる
の？」
そんな課題を健康管理支援、健康づくり支援から解決
します。

組織の見える化

モチベーション向上

モチベーションコンサルティング
20年以上にわたるワーク・モチベー
ションに関するデータの蓄積と、独
自メソッドにより、最適なソリュー
ションをご提供。一人一人社員が
活き活きと働くことができる組織づ
くりと人財育成を支援します。

組織診断/やる気分析システム
「MSQ」

組織診断では、従業員の意識・行動・
労働環境とそのカギとなる指標やモ
チベーションの状態を可視化。
「やる
気」
分析システムＭＳＱでは、
「やる気」
を数値化。課題と次なる打ち手を明
確にします。

BCP実行支援サービス

従業員コンディションの見える化サポート

ホスピタリティの発揮

インセンティブ・報奨・目標管理

RECOVALUE

コンケア

ホスピタリティマネジメント

サンクスコレクト

RECOVALUEは、拠点移動型BCPを構築している企業様
に、移動先での宿泊手配・移動手段それに付随する危機管
理情報をご提供し、BCP実行力の向上に貢献させていただ
きます。

コンケアは、従業員一人一人のコンディション変化に気づき
やすくするための仕組みです。勤怠システムと連動して、毎
日の出退勤時にその日の気分を表すマークを選ぶだけで、
「い
つもと、ちがう」
を見える化します。

日本企業グローバルビジネスサポート

エンゲージメント向上・行動変容を起こす

組織の調査・分析から、企画・実施まで

インナーコミュニケーション

LAPITA

Habi*do

日本企業のグローバル化に欠かすことのできない外国人従
業員向けに、日本での生活の立ち上げを支援します。また、
彼らとともに働く日本人従業員、特に管理者向けに体験型
異文化理解セミナーをご提案します。

働き方改革の実現のために、
〇プロセス・取り組みの共有、
〇
ワークコミュニケーションの活性化、
〇働く意識・企業風土の
改革を通じて、従業員のエンゲージメントを高め、行動変容
を起こします。

組織力強化コンサルティング

社内コミュニケーションイベント

福利厚生サービス

企業型確定拠出年金
（DC）
/ 確定拠出年金の情報提供アプリケーションサービス

ヘルシー・カンパニーを実現する旅

周年コミュニケーション総合プログラム

えらべる倶楽部

企業型DC導入支援サービス/みらいナビ

JTB健康経営への旅

周年事業サポート

JTBグループのリソースを最大限に活
かした福利厚生サービスです。旅行、
エンターテイメント、自己啓発、育児、
介護、健康などの多彩なメニューで、
従業員とご家族をサポートし、組織を
活性化させます。

選択制企業型確定拠出年金（DC）
の導入支援を通じて、
「福
利厚生の充実」
と
「経費削減」
の課題を解決します。また、
DC導入済の企業様へは、従業員への
「継続投資教育の努力
義務」
の課題を解決します。

「6つのレベルのお客 様が 感じる
29のサービス価値」
という独自の
メソッドに基づいた調査・研修・浸
透化施策等を通して、自ら率先し
てホスピタリティの発揮に取り組
む組織・人財作りを支援します。

「経営ビジョンや理念」
の策定・浸透策、
「ダイバーシティ」
の推
進、
「マネジメント力」
の強化、
「キャリア意識」
の醸成、
「組織
風土」
の改革等、強い組織をつくるた
めの基盤づくりを、組織の調査・分
析から、企画、実施まで、総合的に
お手伝いします。

従業員の健康維持・増進は一人一人の意識改革から。旅の
チカラを使って無関心を関心へ変えることで活力を向上さ
せ、生産性の高いヘルシー・カンパニーへ。

従業員、代理店、お客様とのコミュニケーションを活性化し、
生産性向上を実現させる新たなＪＴＢインセンティブポイント
サービスです。貯めたポイントで旅行を含む多彩な商品と交
換が可能です。

表彰式やキックオフイベント、社員総会、社内パーティー、
社内運動会、チームビルディングイベント、ファミリーデ―な
どの、社内コミュニケーションイベン
トの企画・設計から会場手配・演出・
当 日 の 運 営 ま でト ー タル に プ ロ
デュースします。

社内外の様々なステークホルダーに対して、これまでの
「感
謝」
やその先の
「未来」
へ向けた企業メッセージを効果的に伝
達する機会である周年をチャンスの
年と捉え、周年事業全体のデザイン
から、周年イベントをはじめとしたさ
まざまな施策実行を支援します。

この他にも総務・人事部門の皆様の課題を解決するソリューションを多数展示しております！
ぜひJTBブースへお越しください！

[HR-EXPO]出展ソリューション一覧
NO

STEP1
働きやすい
職場環境の整備

ソリューション

製品・サービス

1-1

B+PLUS、Bzit

BTMソリューション

1-2

J's NAVI NEO

BTMソリューション

1-3

J's NAVI Jr

BTMソリューション

1-4

RECOVALUE

BCP実行支援サービス

1-5

Alert☆Star

1-6

1-7

□経費削減
□業務効率化
□経費削減
□業務効率化
□経費削減

経費の申請から支払いまでの一元管理

国内・国外の出張を知り尽くしたJTB-CWTだからできる、「出張手配システム」と「経費精算システム」を統合した出張・経費精算ソリューション。法人一
括契約なので立替の心配がなくなるなど、J'sNAVI NEOの導入で、出張関連業務の問題が一気に解決します。

既存システムとの連携により業務軽減

国内・国外の出張を知り尽くしたJTB-CWTだからできる、出張手配システムです。既にご利用中のワークフローや経費精算システムと連携できる為、出
張の申請、手配、精算等の出張関連業務を大幅に効率化します。

海外危機管理サービス

□リスク対策

海外出張者、海外駐在員の安全管理

海外出張者、海外駐在員をテロ、自然災害、伝染病などの様々なリスクから守りたい！渡航先、滞在先の様々なリスク情報（アラート）と被害を避ける為の
アドバイスを24時間・ピンポイントに配信します。渡航者の居場所管理及び事前の危機管理e-ラーニングも配備、海外危機管理の必需品です。

LAPITA

日本企業グローバルビジネスサポート

□グローバルビジネスのサポート

外国人従業員の雇用定着

日本企業のグローバル化に欠かすことのできない外国人従業員向けに日本での生活立ち上げ支援を致します。また、彼らとともに働く日本人従業員、特
に管理者向けに体験型異文化理解セミナーをご提案します。

えらべる倶楽部

福利厚生サービス

健康100日プロジェクト

健康支援サービス群

□福利厚生の充実

福利厚生の充実

□ワークライフバランス

ワークライフバランス

□従業員の健康改善

従業員の健康改善

□健康経営

健康経営

株主総会の企画・運営

株主総会企画・運営サポート

□企業ブランディング

1-10

電気料金削減のご提案

電力供給サービス

□経費削減

2-1

コンケア

従業員コンディションの見える化サポート

□離職防止・不調者の早期発見

2-2

Habi*do

エンゲージメント向上・行動変容を起こす

□エンゲージメント向上・行動変容

3-1

ホスピタリティマネジメント

ホスピタリティの発揮

□人財育成
□社員研修の充実

3-2

モチベーションコンサルティング

モチベーション向上

3-3

組織力強化コンサルティング

組織の調査・分析から、企画・実施まで

企業型DC導入支援サービス

企業型確定拠出年金（DC）

投資家満足度向上
企業ブランディング向上
経費削減
離職防止
不調者の早期発見
エンゲージメント
行動変容
モチベーションアップ
人財育成

□エンゲージメント向上・行動変容

エンゲージメント

□人財育成

人財育成

□企業ブランディング

一体感の醸成

□社内コミュニケーション

社内コミュニケーション進化

□一体感の醸成

企業ブランディング

□従業員の資産形成・継続投資教育

みらいナビ

確定拠出年金の情報提供アプリケーションサービス □従業員の資産形成・継続投資教育

継続投資教育

3-6

JTB健康経営への旅

ヘルシーカンパニーを実現する旅

□健康経営

健康経営

4-1

サンクスコレクト

インセンティブ・報奨・目標管理

□モチベーションアップ

モチベーションアップ

□インセンティブ・報奨

インセンティブ・報奨

4-2

社内コミュニケーションイベント

インナーコミュニケーション

□社内コミュニケーション
□一体感の醸成
□エンゲージメント向上・行動変容

4-3

4-4

4-5

周年事業サポート
組織診断
やる気分析システム「MSQ」
従業員満足度調査

周年コミュニケーション総合プログラム

組織の見える化

満足度の見える化

RECOVALUEは、拠点移動型BCPを構築している企業様に、移動先での宿泊手配・移動手段それに付随する危機管理情報をご提供し、BCP実行力の
向上に貢献させていただきます。

JTBグループのリソースを最大限に活かした福利厚生サービスです。旅行、エンターテイメント、自己啓発、育児、介護、健康などの多彩なメニューで、
従業員とご家族をサポートし、組織を活性化させます。

「健康経営を実現するには」「健康診断受診率を上げたい」「ストレスチェックはやっているけど…」「健康意識はどう上げるの？」そんな課題を健康管理支
援、健康づくり支援から解決します
私たちは、株主総会を単なる事業報告の場ではなく、投資家に満足していただく為のIRコミュニケーションを実現する場であると考え、会場手配から折
衝業務、スムーズな現場運営、株主様へのホスピタリティ等、多面的なお手伝いで『信頼と安心』をお約束するとともに、社員様の手間を削減いたしま
す。
JTBコミュニケーションデザインの電力供給は、独自の需給管理体制を構築し、より高い削減率と安心・安定の運営体制を実現しています。熟練の専門
スタッフがセキュアな環境で日々対応、2018年4月からは全国（沖縄除く）に電力供給しています。

コンケアは、従業員一人一人のコンディション変化に気づきやすくするための仕組みです。勤怠システムと連動して、毎日の出退勤時にその日の気分を
表すマークを選ぶだけで、「いつもと、ちがう」を見える化します。

働き方改革の実現のために、〇プロセス・取り組みの共有、〇ワークコミュニケーションの活性化、〇働く意識・企業風土の改革を通じて、従業員のエン
ゲージメントを高め、行動変容を起こします.

「6つのレベルのお客様が感じる29のサービス価値」という独自のメソッドに基づいた調査・研修・浸透化施策等を通して、自ら率先してホスピタリティの
発揮に取り組む組織・人財作りを支援します。

20年以上にわたるワーク・モチベーションに関するデータの蓄積と、独自メソッドにより、最適なソリューションをご提供。一人ひとり社員が活き活きと働く
ことができる組織づくりと人財育成を支援します。

「経営ビジョンや理念」の策定・浸透策、「ダイバーシティ」の推進、「マネジメント力」の強化、「キャリア意識」の醸成、「組織風土」の改革等、強い組織をつ
くるための基盤づくりを、組織の調査・分析から、企画、実施まで、総合的にお手伝いします。

将来の不安解消
資産形成

3-5

□モチベーションアップ

STEP4
働きがい・満足度の向上

チケット手配のオンライン化、ワークフローのシステム化を通じて、出張者の立替負担や精算作業の軽減、管理部門にとっては見える化を実施する事に
よって統制が図れ、出張に関わる全ての人に優しいシステムです。

拠点移動型BCPの実行力の向上

1-9

3-4

出張に関わる業務の効率化と一元管理

実行力が伴うBCP構築による企業価値の向上

□モチベーションアップ

STEP3
従業員ニーズに合わせた
多様な施策・制度

製品・サービスの特長

□BCP

減量キャンペーン

STEP2
コンディションの見える化
コミュニケーションの促進

□業務効率化

製品・サービス内容

□リスク対策

健康支援サービス
1-8

ご興味あるテーマ

一体感の醸成
モチベーションアップ
一体感の醸成

□モチベーションアップ

エンゲージメント

□一体感の醸成

モチベーションアップ

□モチベーションアップ

モチベーションアップ

□組織課題の見える化

組織上の課題抽出

□組織課題の見える化

組織課題の見える化

選択制企業型確定拠出年金（DC）の導入支援を通じて、「福利厚生の充実」と「経費削減」の課題を解決します。また、DC導入済の企業様へは、従業員
への「継続投資教育の努力義務」の課題を解決します。

従業員の健康維持・増進はひとりひとりの意識改革から。旅のチカラを使って無関心を関心へ変えることで活力を向上させ、生産性の高いヘルシー・カン
パニーへ。

従業員、代理店、お客様とのコミュニケーションを活性化し、生産性向上を実現させる新たなJTBインセンティブポイントサービスです。貯めたポイントで
旅行を含む多彩な商品と交換が可能です。

表彰式やキックオフイベント、社員総会、社内パーティー、社内運動会、チームビルディングイベント、ファミリーデ—などの、社内コミュニケーションイベ
ントの企画・設計から会場手配・演出・当日の運営までトータルにプロデュースします。

社内外の様々なステークホルダーに対して、これまでの「感謝」やその先の「未来」へ向けた企業メッセージを効果的に伝達する機会である周年をチャン
スの年と捉え、周年事業全体のデザインから、周年イベントをはじめとしたさまざまな施策実行を支援します。

組織診断では、従業員の意識・行動・労働環境とそのカギとなる指標やモチベーションの状態を可視化。
「やる気」分析システムMSQでは、「やる気」を数値化。課題と次なる打ち手を明確にします。

従業員満足度調査では、従業員の皆様にアンケートにお答えいただき、意識・行動・労働環境とそのカギとなる指標やモチベーションの状態を可視化し、
課題と打ち手を明確にいたします。

