株式会社エデンレッドジャパン・株式会社 KOMPEITO・RIZAP 株式会社

日本の経営陣に提言！福利厚生の概念を変え、戦略人事で根本的な組織改革を！
エデンレッドジャパン・KOMPEITO・RIZAP の 3 社が「働く人の生産性向上委員会」を発足
〜機械化や IT 化だけでは解決できない、
「人」の生産性を上げることに着目しプロジェクトをスタート〜

株式会社エデンレッドジャパン（東京都千代田区、代表取締役 マリック・ルマーヌ）
・株式会社 KOMPEITO（東京都渋谷区、代表取
締役社長 川岸亮造）
・RIZAP 株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 瀬戸 健）は 2018 年 4 月 19 日（木）、
「働く人の生産性向
上委員会」を発足いたしました。本委員会は、健康に関する企業向けソリューションを提供する 3 社が、
“人＝従業員”の生産性に
着目して立ち上げました。具体的には 2020 年までの 3 カ年計画を立て、段階的に企業と働く人にアプローチし、「食事・運動・教
育」という 3 つの視点から、複数のプロジェクトを推進いたします。
まずは「食場改善プロジェクト」と題し、食環境の改善に特化して、働く人のパフォーマンスを引き上げるため、理想的な食生活
を送るための食事・栄養・運動指導や、ランチや間食をより豊かでヘルシーにする商品の提供など、各社の既存サービスを連携さ
せて展開します。また、経営層や人事・総務・労務担当者を対象としたセミナーも定期開催いたします。
「生産性向上」を大テーマ
とし、健康経営や働き方改革、戦略的人事といった各分野において、第一線で取り組まれる方々をゲストに招き、講演やパネルデ
ィスカッションを行います。

労働時間に対する生産性が圧倒的に低い日本
諸外国と比較し、労働時間に対する生産性が著しく低い日本。政府主導のもと、多くの企業が「働き方改革」に取り組
んでいる（もしくは取り組んだことがある）にも関わらず、グローバルな視点で見ると圧倒的に労働生産性が低く、
委員会はもちろんのこと、その現状に対する危機感は社会全体に広がりつつあります。
生産性の点で日本が劣る理由は、大半の企業が「労働時間」に主眼
を置いた対策に偏っている点にあると言えます。例えば、適切な労
働時間を守り出勤していたとしても、寝不足や疲労、二日酔いなど、
能力発揮を阻害する要因があれば「労働成果」を出すことができず、
生産性はあがりません。このように、欠勤してはいないものの、健
康問題によって業務に支障をきたすことをプレゼンティーズムと
いいます。プレゼンティーズムによって、企業が損失しているコス
トを「プレゼンティーズムコスト」と呼びますが、その損失割合は
他の健康関連コストと比較してとても高く、問題意識も徐々に高
まっています。
生活リズムを整える意味では、残業を削減して適切な労働時間を守ることは大切ですが、時間に対する成果を図る“目
線”を持つことが、生産性を向上させるためには重要だと考えます。
生産性の高い欧米では戦略人事が定着しており、組織開発において、個人のパフォーマンスを引き出すことに注力
されています。そのため、前述のプレゼンティーズムコストに対する企業側の対応のほか、福利厚生など従業員が利
用できる制度についての考えも、日本とは大きく異なります。
「働く人の生産性向上委員会」では、国内外の先進事例に倣い「労働成果」に着目する重要性を伝え、4 月 19 日よ
り定期セミナーとプロジェクト活動をスタートいたします。また、自社の労働生産性に関する現状をわかりやすく指
標化する方法を確立し、広く推奨することで、本取組の必要性に対する理解を促したいと考えています。

「生産性向上セミナー」実施概要
開催日程：4月19日・6月20日・8月・9月・11月予定の全5回
参加対象：働き方改革/健康経営の推進を担っている経営者、人事・総務・労務担当者など
募集人数：50名（第3回・第5回は100名）
第1回

※都内のセミナー会場にて実施予定

＜4月19日（木）＞
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企業成果に影響する、社員の心身コンディショニング
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〜本質的な働き方改革とは〜
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※パネルディスカッションは上記講師にもご参加いただきます

「生産性向上委員会」が取り組む「食場改善プロジェクト」3 つのアクション
▶︎アクション①「Ticket Restaurant® meets OFFICE DE YASAI」
福利厚生として、食事補助サービス「Ticket Restaurant®」とオフィス向け野菜提供サービスをセットなった企業向けサービス
プランです。今後は食育をサポートするコンサルティングサービスが加わったプランも展開予定です。

▶︎アクション②「RIZAP 法人向け健康セミナー」＋ 「OFFICE DE YASAI」セット商品のテスト販売
オフィス向け野菜提供サービスと、健康増進についての講義とトレーニングがセットになった企業向けサービスプランです。
⑴

OFFICE DE YASAI のトライアル（3 ヶ月） ＋ RIZAP 健康セミナー（1 回）

⑵

OFFICE DE YASAI のトライアル（1 年） ＋ RIZAP 健康セミナー（2 回）

▶︎アクション③「推奨メニュー100」
「Ticket Restaurant®」の加盟レストランにおいて、期間限定でヘルシーな特別メニューを提供します。
「Ticket Restaurant®」を
利用している企業の従業員はもちろん、それ以外の方でも期間内はランチをお召し上がりいただくことが可能です。
（食数限定）ま
ずは食生活改善の第一歩として、また“ランチ”という“食事とリフレッシュの時間をしっかりと確保”し、バランスの良い食事
を通じてパフォーマンス低下を防ぐとともに社内コミュニケーションの活性化を促すために実施いたします。

第 1 弾 実施店舗「LE PETIT TONNEAU（ル・プティトノー） 虎ノ門店」

実施期間：2018 年 4 月 23 日（月）〜7 月末日予定
実施店舗：「LE PETIT TONNEAU 虎ノ門店」
東京都港区虎ノ門 2-1-1 商船三井ビル 1 階
提供時間：平日のみ 11:30〜15:00（L.O.）

Menu

LE PETIT TONNEAU シェフフィリップ・バトン氏

小 前 菜：ニース風のミニトマトファルシ 、魚介とミントのタブレ（キヌア・セモリナのサラダ）
メ イ ン：①スモークチキンとドライフルーツのグルテンフリースパゲッティ
②スパイスを効かせたトマトとグリーンピースと子羊のリゾット ※メインは週替わりでいずれかが提供される予定です。
デザート：レモンとピスタチオのプディング （既存メニューからも選べます）

都内で「働く女性のかかりつけ医」として女性の健康をトータルにケアする都市型クリニックを開業している
宗田医師より、このメニューをオフィスワーカーへお勧めする理由について伺いました。
「今回提供されるメニューについて、それぞれの料理ごとに、使用食材や調理法などにも注目しながら拝見させていただ
きました。現代人が不足しがちな野菜が各料理に含まれ、使用している食材の品目も多く、栄養素のバランスがとれた献
立といえるでしょう。特に、食後の血糖値を急激に上げないような食材や調理が行われている点は、オフィスワーカーに
認定産業医

とってはとても大切なことです。このメニューのように野菜を中心にビタミンやミネラルの多い食事は、心身の調子を整

宗田

えて、仕事の効率もあがります。ぜひ、オフィスワーカーの皆さんには積極的に利用していただきたいですね。」

聡 医師

今後はモニタリングや企業調査も
「生産性向上セミナー」では、モニター企業を募ることを計画しています。モニターになられた企業には、社内の現状
調査に協力いただくとともに、セミナー聴講と、委員会が提供するサービスを実際に利用いただくことで、どの程度、
生産性の向上に影響を及ぼしたかを約 1 年かけて検証してまいります。調査により得られた結果は、
「働く人の生産性
向上委員会」の今後の活動推進に役立てたいと考えております。

【株式会社エデンレッドジャパンとは】http://www.edenred.jp
株式会社エデンレッドジャパン（旧バークレーヴァウチャーズ）は、日本における食事補助ソリューション『チケットレストラン
（Ticket Restaurant®）』のパイオニア、およびマーケットリーダーで、エデンレッド（Edenred）の 100%子会社です。エデンレ
ッドは、企業、従業員、店舗向けトランザクションソリューションの世界的リーダーです。カード、モバイルアプリ、オンライン
プラットフォーム、紙のヴァウチャーのいずれを提供する場合も、これらのソリューションはすべて、従業員の購買力向上、企業
の経費管理最適化、店舗の付加価値ビジネス向上を意味します。
グループは、77 万社の企業・公共団体において 4,400 万人の会社員と 150 万店の店舗をつなぐ特有のネットワーク築いておりま
す。NYSE ユーロネクスト・パリ証券取引所 CAC Next 20 以内に上場しており、日本を含む世界 45 か国で 約 8,000 人の従業員を
擁し事業を展開しております。2017 年度グループ納品額は 260 億ユーロで、その 78％は、カード、モバイルアプリ、およびウェブ
ソリューションによる取引によるものです。

所在地

： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-21-1

設立日

： 1987 年 1 月 5 日

資本金

： 10 億円（資本準備金含む）

代表者

： 代表取締役

マリック・ルマーヌ

事業内容：・Ticket Restaurant®Touch および Ticket Restaurant®食事券の発行代行
・Ticket Gift®の発行

【株式会社 KOMPEITO とは】http://www.officedeyasai.jp
「農業と地域を豊かに、そして、企業とオフィスワーカーを元気に」をミッションに 2012 年９月に設立したベンチャー企業です。
2014 年より、働く人と企業の健康を促すオフィス向け野菜提供サービス【OFFICE DE YASAI】をスタート。東京都心を中心に大手
企業から IT ベンチャー、外資系企業、官公庁等が導入しています。オフィスワーカーのコンディションを整えることで、企業の生
産性向上にチャレンジしています。

所在地

： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-26-8-4F

設立日

： 2012 年 9 月 3 日

資本金

： 2 億 4395 万 5000 円（資本準備金含む）

代表者

： 代表取締役社長

川岸 亮造

事業内容：・日本のオフィスを健康にする「OFFICE DE YASAI」の企画・運営
・企業向け飲食系新商品の企画支援・調査

【RIZAP 株式会社とは】 http://www.rizap.jp/
「結果にコミットする。
」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ) 」を運営。2012 年 2 月の 1 号店オ
ープン以来、店舗拡大とともに急成長を続ける「RIZAP」は、一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本
気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選。
「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレ
ーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現を全力でサポートするプロ集団です。黒と金のロゴと rise up には、どんな
に暗闇の中でも必ず光り輝くことができ、そして高く高く昇っていける、という想いを込めています。その輝きであり、輝きを与
える存在が RIZAP です。大きな変化の中での苦難にも立ち向かい、更なる高みを目指し、一致団結してゲストの結果にコミットし
続けます。 現在、合計 124 店舗を運営。新規獲得会員数は累計 10 万人を超えています。
（2018 年 3 月時点）

所在地

： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F

設立日

： 2010 年 5 月 7 日

資本金

： 8 億 8500 万円(2016 年 9 月 30 日現在)

代表者

： 代表取締役社長

瀬戸 健

事業内容： 健康に関する研究、ボディメイク事業等
▼本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先▼
株式会社エデンレッドジャパン

マーケティング＆コミュニケーション部

Tel. 03-3233-8151 Email ERJP-PR@edenred.com

