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この事例集は、経団連の観光委員会に所属する企業が提供する
ワーケーション関連の商品やサービスの概要をとりまとめたものです。

「企業向けワーケーション導入ガイド」とあわせてご活用いただくことで、
ワーケーションの導入を検討する企業の皆様の参考に供することを目的
にしています。

※掲載内容は2022年7月現在の情報です。変更が生じている場合がありますので、最新情報は
各企業にご確認ください。
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企業名索引（五十音順）

あ

な

ＡＮＡ ･･･P.３～７

か
コングレ ･･･P.８～９

さ

ＪＲ東日本 ･･･P.10～11

ＪＴＢ ･･･P.12

セガサミーホールディングス ･･･P.13

た

は

ま

旅工房 ･･･P.14～16

東武グループ ･･･P.17～18

日本航空 ･･･P.19～21

ＢＩＰＲＯＧＹ ･･･P.22～26

富士通 ･･･P.27～29

三菱地所 ･･･P.30

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ ･･･P.31～35
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商品・
サービス
内容

CATV普及率10年連続日本一の徳島県 全国屈指の「光ブロードバンド環境」を活かし、大自然の中で

”キッチリ働ける”徳島ならではのアワーケーションをお勧めします。

“ 徳 島 な ら で は ” の コ ン テ ン ツ を 盛 り 込 ん だ 、 本 業 （ ビ ジ ネ ス ） を 見 つ め 直 す 機 会 に 繋 げ る

「アワーケーション共創プログラム」をご用意しております。

「 持 続 可 能 性 を 体 現 す る 徳 島 」 な ど 、 テ ー マ に こ だ わ り 、 地 域 関 係 者 と の 交 流 を 通 じ て 、

地域課題の解決策や事業創造を考えるきっかけに繋げていただくプログラムです。

関連サイト https://awarkation-tokushima2022.hp.peraichi.com/

問い合わせ先 ＡＮＡあきんど（株）徳島支店 MAIL：ml_oth_tks@ana-akindo.co.jp

徳島ならではの『アワ（阿波）ーケーション』
ＡＮＡ
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いろどり山整備
（もみじや柿の木に肥料を与える作業）

ゆず農家さんの収穫のお手伝い

企業向け「アワーケーション共創プログラム」

https://awarkation-tokushima2022.hp.peraichi.com/


商品・
サービス
内容

「心の豊かさ」や「ウェルビーイング（良く生きる）」を志向するビジネスパーソンに着目し、多様な「ライフスタイ

ル」に合わせたワーケーションプログラムの充実を図っています。

徳島県の先駆的な「SDGs」への取り組みをはじめとした、「学び」、「自然」、「文化」など、徳島県の魅力を

「アワーケーション」を通して体感いただけます。

①地域の営みを学びながらワーケーションを行う、若年層向け【スタディーケーション】

②冒険を通じてＳＤＧｓを体感する親子・ファミリー向けの【親子ワーケーション】

③持続可能な新たな人のつながりを体感する移住検討層向けの【移住体感ワーケーション】

関連サイト https://awarkation-tokushima2022.hp.peraichi.com/

問い合わせ先 ＡＮＡあきんど（株）徳島支店 MAIL:ml_oth_tks@ana-akindo.co.jp

徳島ならではの『アワ（阿波）ーケーション』

ＡＮＡ
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若年層・親子層・移住検討層向け
各種体験プログラム＜プログラムイメージ＞

【移住体感ワーケーション】【親子ワーケーション】【スタディケーション】

地元の方との交流（三好市） 筏釣り教室（鳴門市） 農家の方との交流（小松島市）

https://awarkation-tokushima2022.hp.peraichi.com/


商品・
サービス
内容

コンシェルジュが山口県のワーケーションをトータルサポートします！

山 口 宇 部 空 港 内 に あ る コ ワ ー キ ン グ ス ペ ー ス 「 YY ！ GATEWAY 」 に ワ ー ケ ー シ ョ ン の

専従コンシェルジュを配置しており、山口県内でのワーケーションをトータルでサポートしています。

山口県内でワーケーションをされる際に、コワーキングスペースや宿泊等、お困りごとがあれば、

お気軽にご相談ください。

関連サイト https://yamaguchi-workation.com/

問い合わせ先 ＡＮＡあきんど（株） YY!GATEWAYコンシェルジュTEL:0836-33-6678（9：00－18：00・月曜定休日）

YY！GATE WAYのコンシェルジュが
トータルサポート！

ＡＮＡ
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山口ワーケーションプラン

https://yamaguchi-workation.com/


商品・
サービス
内容

地域事業者とつながるミニイベント「山口県ワーケーション塾」基礎編と応用編を開催します！

令和３年度観光庁新たな旅のスタイルアドバイザーである細川氏にコーディネートいただき、山口県内で

活 躍 さ れ て い る 地 域 事 業 者 様 と 大 都 市 圏 の 企 業 人 を 結 び つ け 、 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 通 じ て

「山口県らしいワーケーション」を創出していきます。

ミニイベントは2022年８月～11月頃に計5回、約20名の方にご登壇いただく予定です。

ご興味がある方はぜひご参加ください。

関連サイト https://yamaguchi-workation.com/

問い合わせ先 ＡＮＡあきんど（株） YY!GATEWAYコンシェルジュTEL:0836-33-6678（9：00－18：00・月曜定休日）

ＡＮＡ
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山口ワーケーションプラン
地域事業者とつながるミニイベントを開催!

日本ワーケーション協会

入江 真太郎

コーディネーター

細川 哲星

株式会社おてつたび

永岡里菜

https://yamaguchi-workation.com/


商品・
サービス
内容

航空券や旅行商品が購入頂けるＡＮＡ ＳＫＹ ＷＥＢサイト内に、「旅をしながら働こう！」をテーマに

ＡＮＡワーケーションの専用ページをご用意しております。

お客様の過ごし方に沿ったプランを複数提案し、お得なクーポンやキャンペーン商品もご用意しております。

是非、この機会に「ＡＮＡワーケーション」をご利用ください。

関連サイト https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/workation/

問い合わせ先 ＡＮＡX(株）旅行事業推進部 MAIL:ml_notice_jigyosuishinA@ana-x.co.jp

ＡＮＡワーケーションWEBサイト

ＡＮＡ
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お客様のテーマに沿った
ワーケーションプランをご用意！

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/workation/


商品・
サービス
内容

• 2020年にオープンした羽田イノベーションシティの中にある、会議施設「コングレスクエア羽田」にて、解放

感にあふれたコワーキングスペースを提供します。

• コワーキングスペースをハブに、羽田イノベーションシティ内のアクティビティや飲食店や

ライブ参加者同士の交流を楽しみながら、ライブ参戦前の時間を有効活用できます。

関連サイト https://congres-square.jp/haneda/

問い合わせ先 メール info-workcation@congre.co.jp

ライブワーケーションプラン（個人向け）

コングレ
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終業後にすぐにライブ会場へ
物販にも中抜けできる

足湯などの
アクティビティ利用

飲食店の利用

ライブ参戦のために休暇を取らなくて良い！
開演に間に合わないなんてことがない！

実施期間 今年秋ごろより期間限定で実施予定 席数 約30席（予定）

開催日 ライブ開催日 サービス 電源・Wi-Fi・個室貸出・足湯用タオル販売など

営業時間 9:00-18:00（予定） 予約方法 事前にオンラインにて予約受付

開放的なコワーキングスペースで、
仕事に集中でき、人との交流が生まれる！

羽田イノベーションシティ周辺マップ

スポーツカフェ

足湯

窯焼きピザ

フライング
シミュレーション

ブックカフェ

◁京急線/東京モノレール
天空橋駅直結

https://congres-square.jp/haneda/


問い合わせ先 メール info-workcation@congre.co.jp

コングレ
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コングレスクエア羽田フロアマップ

商品・
サービス
内容

• 2020年にオープンした羽田イノベーションシティの中にある、会議施設「コングレスクエア羽田」にて、オフサ

イトミーティング用の会議室を提供します。

• 思わず空を見上げたくなる場所で、気分爽快・フレッシュなミーティングを。

• 足湯などのアクティビティでリフレッシュでき、きっと新しいアイデアが生まれてくるはずです。

関連サイト https://congres-square.jp/haneda/

オフサイトミーティングプラン（企業・団体向け）

レイアウトなどご相談ください。

東京の空を見上げながら
アイデアを生み出す

空を見上げたくなる場所

芝生で寝ころびながら

足湯に浸かりながら

最先端技術に触れながら

カンファレンスルーム コンベンションホール

会場数 5会場 2会場

シアター形式 28名～266名 最大621名

スクール形式 12名～180名 最大462名
同じ建物内の「京急EXイン羽田イノベーションシティ」の
宿泊をセットにした研修パックプランも活用可能です。

https://congres-square.jp/haneda/


商品・
サービス
内容

■ワーケーション法人商品「JRE Workation Pass」

新幹線・宿泊・ワークスペースが繰り返し利用でき、有識者講演などもセットになり、ニーズに応じて地域への訪問意義が生まれるワー

ケーション商品を企業向けに期間・数量限定で販売します。また、ご購入いただいた企業と共同でマーケティング調査を実施、活用する

ことにより、企業のワーケーション導入に向けたサポートを行っていきます。

■販売期間：2022年７月１日～2022年12月23日 ・販売サイト：JRE MALL

■コース・宿：仙台：ホテルメトロポリタン仙台イースト 軽井沢：軽井沢プリンスホテル 那須：那須高原 TOWAピュアコテージ

■商品内容：１口あたりの基本商品として新幹線往復100回、宿泊30回、STATION WORK利用150時間に加え、地域で

の体験や二次交通などを提供します。その他、スポット開催する講演会などへの参加も可能となります。

関連サイト https://www.jreastmall.com/jre-workation

問い合わせ先 東日本旅客鉄道株式会社 ワーケーション担当 Mail:workation@jreast.co.jp

JRE Workation Pass
JR東日本

繰り返し利用できるコンテンツ ・その他オプション（貸出ツール）
・ビジネスに役立つ動画のアーカイブ配信
・地域への訪問意義が生まれるメニュー（一部有料）
・有識者貢献会、異業種交流会

バイタルデータ計測ツール二次交通(駅レンタカー割引)ワークスペース利用券宿チケット新幹線往復チケット

100回 ３０回 １５０時間

10

https://www.jreastmall.com/jre-workation


商品・
サービス
内容

• JR東日本びゅうダイナミックレールパックとは、旅行のスタイルに合わせて、往復列車と宿を自由に組み合

わせる価格変動型旅行商品です。

• 最短、出発当日までWEBで簡単に予約可能で、自分のスタイルに合わせたプランが作れます。

• 中でも「ロングステイプラン」は、早い時間にチェックイン＆遅い時間にチェックアウトできる長時間滞在可能

なプランなので、個人でのワーケーションにおすすめです。

関連サイト https://www.jre-travel.com/feature/longstay/

問い合わせ先 東日本旅客鉄道株式会社 ワーケーション担当 Mail:workation@jreast.co.jp

ロングステイプラン（JR東日本びゅうダイナミックレールパック）

JR東日本／JR東日本びゅうツーリズム＆セールス
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https://www.jre-travel.com/feature/longstay/


企業と地域を結ぶ 「ジョブケーション」

サービス
（商品）

内容

ＪＴＢ

問い合わせ先 ツーリズム事業本部事業推進部 地域交流チーム TEL:03-5796-5785 担当：鈴木（m_suzuki003@jtb.com）

地域側企業

JTB
都市側コーディネーター

企画・運営

都市側企業

連携
地域課題解決
ワーケーション

地元金融機関
自治体・商工会議所等参画企業の募集

ワーケーション
プログラム提供

提供スキーム

受入調整
受入前研修

地域側コーディネーター

プログラムの概要
地域の中小企業の経営改革を都市部の大手企業社員が持っているノウハウなどを活かして支援する業務型の
ボランティアプログラム（ジョブケーション）。

実施による効果
都市側企業の社員が地域の中小企業と社員と関わりを持つことが、地域の中小企業経営者・社員の変革につながる。
都市側企業は地域企業への支援を通じて地域課題への貢献による持続可能な地域づくりというSDGsの取組になると
同時に地域課題解決という越境学習を通じた社員のモチベーション・スキルアップ効果が得られる。

プログラム期間
３日間～２週間程度（参加企業の意向によって決定）
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商品・
サービス
内容

◆ 用途に応じた様々なワーキングスペース

（シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートは全客室に無料有線LAN及び無料Wi-Fi完備）

（Sheraton CLUB会議室 / 焚火のリビング / 風待ちテラスなど多彩なワーキングスペース有）

◆ リゾートならではのバケーション環境

（フェニックスカントリークラブ / トム・ワトソンゴルフコース / フェニックスゴルフアカデミー）

（乗馬体験 / セグウェイツアー / レンタサイクル / ノルディックウォーキング）

（最高のスパ・ブランド 「バンヤンツリー・スパ」）

◆ 宮崎の「食」とリゾートの「夜」を愉しむ

（宮崎を味わい尽くす料理や全面ガラス張りのバーで美味しいお酒をお楽しみいただけます）

◆ 暮らすように過ごすリゾートステイ

（ディユース / 日帰り ～ イヤーユース / 365日 までリゾートを満喫出来るワーケーションプラン）

関連サイト https://seagaia.co.jp/facilities/sgor/guests/684

問い合わせ先 フェニックスリゾート株式会社 PHOENIX RESORT CO., LTD. 【営業本部】0985-21-1315

Seagaia Resort Workation

セガサミーホールディングス（フェニックス・シーガイア・リゾート）
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「風待ちテラス」

ホテル内会議室

Wi-Fi完備の客室

フェニックスカントリークラブ

バンヤンツリー・スパ

「THE LIVING GARDEN」焚火のリビング 乗馬体験

https://seagaia.co.jp/facilities/sgor/guests/684


商品・
サービス
内容

【各メデイアで報道されました、今注目の群馬県南牧村】

高齢化市区町村全国NO１ 消滅する可能性のある市区町村全国NO１の

群馬県南牧村での古民家ワーケーション！

自然満喫、すき透るような川で自然Ｆｅｅｌｉｎｇ

信号無し、コンビ二無しの村で ワークライフバランスを体験して視野・視座を広げませんか？

月間貸切！日別貸切！環境完備！村での木材伐採お手伝いプラン！森でのクラシック体験等

仕事を通じて様々な体験を通して人間の幅を成長させましょう！

（詳細は問い合わせ先まで）

関連サイト https://www.tabikobo.com/

問い合わせ先 株式会社 旅工房 第１法人営業本部 TEL03－5956-3005 担当 石野・今井

地方創生＆古民家ワーケーション
旅工房

標高870㍍群馬県南牧村黒瀧山不動寺

写真提供：南牧村
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https://www.tabikobo.com/


商品・
サービス
内容

• 主要都市に面しているので働き方が自由！

• 何かあっても即出社、ホテルライフを堪能しながら自由に働きリフレッシュ！

効率！感性を上げて忙しい毎日より解放され 視野・視座を広げませんか？

ホテル・宿泊施設は全国主要都市のホテルの中よりご要望に応じてご提案・調整致します。

精算も個人精算・会社纏め精算等多種多様な企業様毎のご要望にお応え致します。

（詳細は問い合わせ先まで）

関連サイト https://www.tabikobo.com/

問い合わせ先 株式会社 旅工房 第１法人営業本部 TEL03－5956-3005 担当 石野・今井

都市型ワーケーション
旅工房

写真提供：ヒルトン小田原
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https://www.tabikobo.com/


商品・
サービス
内容

連泊することで疲れを癒して心も体もリフレッシュ！日常では体験できない

環境に身をおいて心も体もリフレッシュさせ家族サービスも致しませんか？

家族サービスも出来て仕事の効率UP！ 心も体もリフレッシュ！

宿泊施設は温泉旅館よりリゾートホテル迄全国各地様々な施設を

ご要望に応じてご提案・調整致します。

精算も個人精算・会社纏め精算等多種多様な企業様毎のご要望にお応え致します。

（詳細は問い合わせ先まで）

関連サイト https://www.tabikobo.com/

問い合わせ先 株式会社 旅工房 第１法人営業本部 TEL03－5956-3005 担当 石野・今井

滞在型ワーケ－ション

旅工房

写真提供：軽井沢プリンス
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https://www.tabikobo.com/


商品・
サービス
内容

関連サイト https://www.kanayahotel.co.jp/news/workation/

問い合わせ先 金谷ホテル予約センター 0288-54-0007 / reservation@kanayahotel.co.jp

東武グループ
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Nikko Kanaya Hotel リゾートワーケーション

➢ 多彩なレイアウトが可能なワーキングルーム
コワーキングスペース（個人）からオフサイトミーティング（企業）まで、使い方は利用者次第。

➢ 世界遺産「日光の社寺」まで徒歩15分
パワースポット満載の地で新たなる発想が生まれる。

➢ チーム力強化
役職や肩書にとらわれない参加者同士の理解が深まる
オリジナルクラフトビール醸造体験やゴルフで連携強化

➢ ホテルならでは設備品
360度WEBｶﾒﾗ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝﾝｸ(ｺｰﾋｰ)

https://www.kanayahotel.co.jp/news/workation/


商品・
サービス
内容

関連サイト https://www.kanayahotel.co.jp/news/workation/

問い合わせ先 金谷ホテル予約センター 0288-54-0007 / reservation@kanayahotel.co.jp

東武グループ
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➢ 奥日光 中禅寺湖畔 森林に囲まれてのワーケーション
乳白色の温泉と大自然に囲まれて過ごす、非日常的な時間

➢ 「新たなる旅のスタイル」ワーケーション＆ブレジャー
ご家族と大切な時間を長く持ちたい方に最適です

➢ 日光国立公園で行う多彩なアクティビティ
ハイキング（トレッキング）、サイクリング、カヤック、カヌー、SUP、釣り、バードウォッチング
スノートレッキング、スキー、スノーシュー等、四季をとおしてお楽しみいただけます

➢ ホテルならでは設備品
WEBｶﾒﾗ、ｽｸﾘｰﾝ、超単焦点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｱｸﾘﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝﾝｸ(ｺｰﾋｰ)

Chuzenji Kanaya Hotel リゾートワーケーション

https://www.kanayahotel.co.jp/news/workation/


商品・
サービス
内容

• 2つの拠点をもつ2地域居住。移住につなげる2地域居住をはじめませんか？

例えば平日は都市部で暮らし、仕事をし、週末は地方部で日常を離れ、豊かな自然に触れ合いなが

ら静かに暮らす。その地域ならではの楽しみ方を味わうといった新しいライフスタイル、旅のカタチです。

• JALは、2地域居住を検討している方向けに体験ツアーを展開しています。

• 各自治体と連携したツアーを企画し、就労環境や生活環境といった実際の2地域居住をイメージしなが

ら、現地を確認いただく機会を提供しています。

• Webマガジン「OnTrip JAL」では、現地で訪問可能なスポットやツアー体験、実際に2地域居住を実

践されている方や移住された方のインタビューなどもご紹介しています。

関連サイト
https://www.jal.co.jp/domtour/jaldp/new_journey/2chiiki/

https://ontrip.jal.co.jp/_tags/2%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%B1%85%E4%BD%8F

問い合わせ先 日本航空 観光推進室観光企画グループ tyopsp@ml.jal.com 

２地域居住をはじめる旅
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日本航空

https://www.jal.co.jp/domtour/jaldp/new_journey/2chiiki/
https://ontrip.jal.co.jp/_tags/2%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%B1%85%E4%BD%8F


商品・
サービス
内容

農山漁村滞在型 短期地域研修「JAL農業留学」

• 農山漁村において、農林水産業の体験研修及び、地域における社会活動にも参加することで、

理解を深め、関心をも持つ人材を発掘する事業。 参加者を募集し、研修生を派遣。

• 2021年は、4県(岩手/秋田/宮城/長崎)5市町へ、73名が参加。

多様な農業実習に加え、農泊や6次産業化など地域の新しいビジネスの取り組みを学ぶなど、

テレワークを実施しながら、地域暮らしの魅力を体験していただきました。

• 2022年度は、「JALふるさとワーキングホリデー」として、引き続き、地域課題解決の一助になるような取

り組みを進めてまいります。詳細についてはHPにて改めてご案内します。

関連サイト JALふるさとプロジェクト https://japan.jal.co.jp/

問い合わせ先 jalchiiki@jal.com

交流人口拡大支援 「JAL農業留学」

就農と地方移住を目指す方を応援！
農山漁村の関係人口増に向けた交流機会創出

※ 今年度は、「JALふるさとワーキングホリデー」として実施
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https://japan.jal.co.jp/


概要

設立目的： ワーケーションを軸とした新しい働き方の普及・推進による企業価値向上と地域活性化

組織規模： 17企業、31自治体、社外有識者2名(アドバイザリー)

活動概要：

・企業、自治体双方の課題を議論し、互いのニーズに合わせた実証実験等の実施

・社会への活動事例発信による、多様な働き方が受け入れられる風土の醸成

→ 4月に鬼怒川でのキックオフイベントを実施、 今後も定例会合(月1回程度)を開催予定

取組みを通じて目指すもの：

・各地域における受入環境整備の促進、制度導入企業の増加

・リモートワークを通じた新たなライフスタイルの浸透による地域経済の活性化(多拠点居住、地方移住等)、

新たな価値創造など企業の持続的な成長

関連サイト https://press.jal.co.jp/ja/release/202202/006540.html

問い合わせ先 ワークスタイル研究会事務局 workstyle@ml.jal.com

ワークスタイル研究会 (2021年12月設立、22年2月発足)

日本航空
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https://press.jal.co.jp/ja/release/202202/006540.html


運用サービス

商品・
サービス
内容

• 『楽DaaS』（ラクダース）は、Azure上に構築された仮想クライアント環境とその運用を月額料金でご

利用いただけるサービスです。

• 『楽DaaS』をご利用いただくことで、移動中や旅行先でも、普段利用しているクライアント端末と同じよう

に社内システムなどにアクセスできます。

• 手元のクライアント端末には、仮想クライアント環境から画面の画像情報のみが転送されるため、端末に

データが残りません。端末を紛失した場合の情報漏洩リスクを低減できます。

• 『楽DaaS』の導入にあたっては、アセスメントでお客さまに最適なサービスを提案します。

関連サイト https://pr.biprogy.com/solution/tec/thinclient/solution/rakudaas.html

問い合わせ先 https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=279

マネージド仮想デスクトップサービス 楽DaaS

BIPROGY
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楽DaaS

出張先 自宅

旅行先

社内ネットワーク、
システム

移動中

SaaS

https://pr.biprogy.com/solution/tec/thinclient/solution/rakudaas.html
https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=279


商品・
サービス
内容

• Microsoft 365は、企業の働き方改革を推進し、オフィスや自宅のほか、出張先や旅行先など、従業

員がどこにいても円滑なコミュニケーションができる柔軟で効率的な働き方を実現します。

• Microsoft 365エンタープライズサービスでは、お客さまの利用状況にあわせ、Microsoft 365導入の

評価・トライアル、構築、運用・保守、利用拡大まで、一気通貫で支援します。 Microsoft 365 導

入・運用に伴う情報システム部門の作業負荷を低減します。

• BIPROGYが自社の導入経験で得たノウハウや、オンプレミスからハイブリッドへの移行実績と技術力を活

かし、お客さまに最適な環境を提案します。

関連サイト https://pr.biprogy.com/solution/tec/microsoft/o365es/index.html

問い合わせ先 https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=256

Microsoft 365向けエンタープライズサービス
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BIPROGY

評価・トライアル 構築 運用・保守 利用拡大・利活用

本格導入前にまずは試してみた
いというお客さまに対して、
BIPROGY推奨構成のPoC環
境を提供するサービスです。

要件
確認

設計 構築 保守 利活用PoC

Microsoft 365 向け
PoC環境導入支援サービス

導入に必要な要件の確認から設
計、構築、テストまでを提供する
サービスです。

Microsoft 365向け
導入支援サービス

システム稼働後の技術質問に対
する回答、および障害発生時の
技術支援を提供するサービスで
す。

Microsoft 365向け
技術支援サービス

Microsoft 365導入後、
PowerPlatformを活用し、お客
さまの業務効率化および働き方
改革を支援するサービスです。

業務デジタル化支援サービス

for Microsoft Power Platform

https://pr.biprogy.com/solution/tec/microsoft/o365es/index.html
https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=256


商品・
サービス
内容

• 「LearningCast (ラーニングキャスト)」は企業のeラーニングと集合型研修の受講管理業務を統合的に

サポートするSaaS型サービスです。

• 集合研修の管理はもちろん、各種オンライン会議システムと連携したオンライン研修、動画を使った eラー

ニングにも対応します。

• 研修型のワーケーションでの利用や、 個人が旅行先から参加する研修など、さまざまな状況で幅広く利

用できます。

• テストやアンケートで受講者の習得状況や理解度を把握できます。

• 受講履歴を一括管理でき、人材育成部門や組織長の教育管理が容易になります。

関連サイト
https://pr.biprogy.com/solution/biz/hrd/learningcast/

https://knlg.unisys.co.jp/lc/

問い合わせ先 https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=775

企業向け学習管理システム LearningCast®

BIPROGY
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集合研修 オンライン研修 eラーニング

研修申込

研修終了後
・テスト
・アンケート
・アーカイブ動画
・結果集計・分析
・受講履歴管理

研修準備
・スケジュール
・コンテンツ登録
・受講者管理

https://pr.biprogy.com/solution/biz/hrd/learningcast/
https://knlg.unisys.co.jp/lc/
https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=775


商品・
サービス
内容

• 「TradingSquare (トレーディングスクエア)」 は、SaaS として提供されるオンライン商談会・展示会のた

めのプラットフォームです。 商品を紹介する文書ファイルや動画の掲載、商談予約、来場者に対するアン

ケートなどが行えます。

• 地方や観光地で開催されるリアル会場での商談会・展示会を補完するオンライン会場として、あるいは社

内における商品担当者と営業間の円滑なコミュニケーションに利用できます。

• イベント時のスポットでの利用のほか、サブスクリプション契約で常設展示として利用できます。

• 「TradingSquare」 上のチャットや閲覧データ、アンケート結果を分析し、商品の改善や新商品の企

画・開発に活用することができます。

関連サイト
https://pr.biprogy.com/solution/biz/ts/

https://knlg.unisys.co.jp/ts/

問い合わせ先 tradingsquare-box@biprogy.com https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=1189

バーチャル見本市 TradingSquare™
BIPROGY
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商談会・展示会での利用 社内での利用

・イベント期間中だけの
スポット利用も、常設
展示として継続利用
もできます。

・地方や観光地での商
談会・展示会などの
イベント開催時、リア
ル会場の展示に加え、
オンライン商談会・展
示会として利用できま
す。

・ 社内で常設の商品
情報提供サイトとし
て利用できます。

・ 営業はインターネッ
トが利用できれば、
いつでもどこからで
も商品情報を参照で
きます。
チャットやオンライン
会議システムで、商
品担当者とコミュニ
ケーションできます。

チャット 商談予約・
管理

オンライン
商談

閲覧者
レポート

アンケート データ
分析

出展企業

来場者

商品担当者

営業

https://pr.biprogy.com/solution/biz/ts/
https://knlg.unisys.co.jp/ts/
https://pr.biprogy.com/inqsys/inquiry_form.html?product_id=1189


商品・
サービス
内容

• 電子契約サービス WAN-Sign は、PDF 文書と電子署名で契約締結し、クラウド上で契約書の管理

を行うシステムです。 ”脱ハンコ“ を実現し、テレワークや外出先、ワーケーション先での契約書の確認・締

結手続きが行えます。

• 電子契約を利用すると、郵送費・印紙税などコストの削減、郵送時間削減などによる契約の迅速化、

改ざん防止や災害による紛失リスク低減などコンプライアンス対応が実現できます。

• Uni-ContRact は、電子契約サービスと社内承認ワークフローをシームレスに連携させ、業務の効率化・

迅速化に貢献します。

関連サイト https://pr.biprogy.com/solution/biz/connectedwork/cotract.html

問い合わせ先 WAN-Sign 担当：wan-sign_info_box@biprogy.com 、 Uni-ContRact担当： Uni-ContRact@biprogy.com

電子契約サービス（WAN-Sign & Uni-ContRact®）

BIPROGY

WAN-Sign

契約相手 自社

印

外出先でも契約確認、
捺印可能

電子契約・契約管理システム

Uni-ContRact

社内承認ワークフロー
・電子契約サービスWAN-

Sign (ワンサイン) を利用す
ると、オンラインで契約締結で
きます。

・Uni-ContRact (ユニコント
ラクト)は、社内承認ワークフ
ローと電子契約サービスを
シームレスにつなぐ仕組みで
す。

印

印
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https://pr.biprogy.com/solution/biz/connectedwork/cotract.html


富士通

働き方変革コンサルティングサービス

商品・
サービス
内容

• 商品概要：実践知を活用し、お客様の働き方変革をご支援するコンサルティングサービス

• 商品詳細

○コンサルティングサービスメニュー
-組織戦略コンサルティングサービス:人材戦略に基づいた組織変革コンサルティングサービス
-働き方変革コンサルティングサービス：働き方のツール・マインド・カルチャー変革コンサルティングサービス
-人材変革コンサルティングサービス：DX人材育成コンサルティングサービス

○定着化支援：施策の定着化に向けたKPI策定や定着化サポート/PMO支援

関連サイト https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/

問い合わせ先 https://contactline.jp.fujitsu.com/contactform/csque03910/158866/

※「WorkLifeShift」

富士通が実践する、ニューノーマルにおける
新たな働き方のコンセプト

働き方改革コンサルの
豊富な実績

WorkLifeShift※
実践知

2

1 弊社実践施策を活用した現場の声の収集

働き方のビジョン浸透のご支援

導入効果の可視化

ワークショップ活用したビジョンの具体化

コミュニケーションルール策定のご支援

具体的なご支援例
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https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/
https://contactline.jp.fujitsu.com/contactform/csque03910/158866/


問い合わせ先 https://contactline.jp.fujitsu.com/contactform/csque03910/158866/

富士通

人材育成プログラム「DX人材育成型ワーケーション」

商品・
サービス
内容

・商品概要：

「異なる場所（地域）」で、「異なる人（プログラム参加者や地域住民）」と協業し

地域課題の解決によりDX人材を育成する実践型プログラム

・商品詳細：

○人材育成プログラム：
富士通のDX人材育成の実践ノウハウを盛り込んだ研修プログラムのご提供

○DX実践ノウハウ・技術:

富士通のDX実践ノウハウ・デジタル技術のご提供

○デジタルツール：

ホワイトボードやチャットツールなど、デジタルツールによりコラボレーションの効率化

関連サイト https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/

地域の課題を題材に体験型の学びの場を提供

都市圏企業様 地方自治体様

人材育成
プログラム

DX実践
ノウハウ・技術

デジタルツール

・次世代リーダーの育成
・変革人材の育成
・モチベーション向上

ヘルスツーリズム顧
客獲得 参加者同士の

NW構築

地方副業

実証実験

連携パートナー獲得

人脈の獲得

・関係者人口の獲得
・課題解決のノウハウ獲得
・人脈の獲得
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https://contactline.jp.fujitsu.com/contactform/csque03910/158866/
https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/


商品・
サービス
内容

• 商品概要：よりよい働き方・働きがいのある環境を実現するためのサービス・プロダクトを提供。

• 商品詳細(*)

○働き方サポートサービス・ツールをSaaSサービスでご提供（WorkLife Platform F365 ）

-ボーダレスコミュニケーションサービス（翻訳・議事メモ作成・タスク整理）

-働き方の可視化サービス

関連サイト https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/

問い合わせ先 https://contactline.jp.fujitsu.com/contactform/csque03910/158866/

富士通

Work Life Platform
～オフィスでもリモートでも、どこでもストレスなく働ける環境をICTで実現～

※ 現在開発・検討中のものであり、実際のサービスとは異なる場合があります。

事務所に戻らず
会議

社内SNS上
繋がるきっかけ

どこにいてもチームで
仕事が出来る

どこからでも必要な
情報にアクセス可能
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商品・
サービス
内容

VACATIONに限定しない WORK ×「･･･」ATION

・Location ・Communication ・Innovation  ・Motivation

場所を変えることで、普段生まれない深い会話が生まれ、それがイノベーションの創出に繋がり、

結果モチベーションの向上に繋がる。

・社内横断チームを作ったが、なかなか成果が出ない…

・都心を離れ、非日常性を感じる場所で働きたい！
様々な ❝ation❞ を生み出す施設「WORK×ation Site」を活用した
三菱地所のワーケーションプランがこのような企業の課題を解決します！

関連サイト https://workxation.mec.co.jp/

問い合わせ先 三菱地所株式会社 フレキシブル・ワークスペース事業部 03-3287-3164 workxation@mec.co.jp

WORK×ation Site
南紀白浜・軽井沢・熱海・伊豆下田・箱根湯本

三菱地所

南紀白浜

熱海

軽井沢
箱根湯本

伊豆下田
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https://workxation.mec.co.jp/


商品・
サービス
内容

• 対象ホテル：軽井沢マリオットホテル、伊豆マリオットホテル修善寺、富士マリオットホテル山中湖、琵琶

湖マリオットホテル、南紀白浜マリオットホテル、コートヤード・バイ・マリオット 白馬

• プラン構成：朝食付き、2食付き、3～6泊素泊

• 特典：●オリジナルスケッチブック・色鉛筆セット（お子様用） ●持ち運び可能なテーブル（貸出）

●アーリーチェックイン 14:00 ●レイトチェックアウト 12:00

• その他オプション：●定期的にお子様にお楽しみいただけるホテル内外アクティビティ・イベントのご案内

●ご当地食材をふんだんに使用したワンプレートメニューもご用意（連泊宿泊者限定）

関連サイト
https://www.mthr-promo.com/workation/index.html （プラン紹介ページ）

https://mthr-promo.com/workation/monitor/ （モニターツアー体験記）

問い合わせ先 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ マーケティング部 担当/角田（ツノダ） TEL:03-6409-2805

宿泊プラン「Play & Work ファミリーワーケーションプラン」

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ

コース料理が退屈なお子様にも
嬉しいワンプレートメニュー
（連泊宿泊者限定）

Wi-Fi完備で仕事に専念できる環境 ホテルオリジナルスケッチブックやペン
をプレゼント
（お子様限定）

家族と一緒に体験できるプログラム
をご用意
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https://www.mthr-promo.com/workation/index.html
https://mthr-promo.com/workation/monitor/


商品・
サービス
内容

• 対象ホテル：軽井沢マリオットホテル、伊豆マリオットホテル修善寺、富士マリオットホテル山中湖、琵琶

湖マリオットホテル、南紀白浜マリオットホテル、コートヤード・バイ・マリオット 白馬、リゾートホテル ラフォー

レ那須

• プラン構成：朝食付き、素泊

• 特典：●持ち運び可能なテーブル（貸出）●滞在中利用できる１ドリンク

• その他オプション：●一部ホテルにてオリジナル特典あり（連泊割引、アーリーチェックイン・レイトチェックア

ウトなど）●ご当地食材をふんだんに使用したワンプレートメニューをご用意（連泊宿泊者限定）

関連サイト https://www.mthr-promo.com/workation/index.html （プラン紹介ページ）

問い合わせ先 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ マーケティング部 担当/角田（ツノダ） TEL:03-6409-2805

宿泊プラン「おひとりさまワーケーションプラン」

「ウェルネス」をテーマにした
ホテルシェフ特製ワンプレート
メニュー（連泊宿泊者限定）

Wi-Fi完備で仕事に専念できる環境 宿泊者限定のワークラウンジ
「Cozy Works」に高性能空気清
浄機を設置

特典の持ち運び可能なテーブル
(貸出）でストレスなく仕事に集中

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ
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https://www.mthr-promo.com/workation/index.html


商品・
サービス
内容

• 対象ホテル：南紀白浜マリオットホテル

• 概要：ワーケーションの聖地として名高い南紀白浜で働きながら快適に過ごすJALダイナミックパッケージ

• プラン構成：朝食付、2食付（いずれも時間指定可能なJAL便往復航空券とセット）

• 特典：ホテルのラウンジアクセス権またはテーマパーク「アドベンチャーワールド」入園券

関連サイト https://www.shirahama-marriott.com/air/jal.html （プラン紹介ページ）

問い合わせ先 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ マーケティング部 担当/角田（ツノダ） TEL:03-6409-2805

宿泊プラン「JAL×Marriott ワーケーションデビュープラン」

絶景とともに堪能する
南紀白浜温泉

宿泊者限定ワークプレイス
「Lounge（Cozy Works 
NANKI-SHIRAHAMA）」が
滞在中ご利用可能

羽田空港発の朝便でのフライトで、
南紀白浜で始業を迎えることも可能

ホテルでの仕事をより充実したい方に
おすすめのホテルのラウンジアクセス権
付きプランもご用意

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ
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https://www.shirahama-marriott.com/air/jal.html


商品・
サービス
内容

• 対象ホテル：シェラトン沖縄サンマリーナリゾート、軽井沢マリオットホテル、伊豆マリオットホテル修善寺、

ホテルラフォーレ修善寺、富士マリオットホテル山中湖、琵琶湖マリオットホテル、南紀白浜マリオットホテル、

コートヤード・バイ・マリオット 白馬

• ホテル宿泊者は宿泊したホテルの「Cozy Works」を滞在期間中、ご利用可能。都心で展開している

「Cozy Works」のご契約者は宿泊時に割引を受けることができる。

関連サイト https://www.karuizawa-marriott.com/facility/index.html （軽井沢の施設ご紹介例）

問い合わせ先 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱ マーケティング部 担当/角田（ツノダ） TEL:03-6409-2805

宿泊者限定のワークラウンジ「Cozy Works」の運営

Cozy Works 
NANKI-SHIRAHAMA Lounge
（南紀白浜マリオットホテル内）

Cozy Works 
KARUIZAWA Work Lounge
(軽井沢マリオットホテル内）

Cozy Works 
LAKE YAMANAKA
Work Lounge
（富士マリオットホテル山中湖内）

Cozy Works 
HAKUBA Work Lounge
（コートヤード・バイ・マリオット

白馬内）

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ
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https://www.karuizawa-marriott.com/facility/index.html


商品・
サービス
内容

中長期滞在が可能な居住空間と専有ワークプレイスを併せ持つ法人向けワーケーション施設。最短1か月

から施設を賃借することで、1階ワークプレイスに加え、2階の4部屋の寝室もご利用可能。

平日はチームメンバーでワークに専念、週末はレジャー利用など、様々な用途でアレンジできる。

別途1階ワークプレイスの時間貸し提供も行っている。

• ご利用場面

✔ 社内小規模グループの団結力を高めたい

✔ 職場とは異なる環境で社内コミュニケーションを活性化させたい

✔ 社員の福利厚生を充実させたい

関連サイト
https://www.mt-hr.com/cottage-karuizawa/ （施設紹介ページ）

https://mthr-promo.com/workation/monitor/ （法人モニター体験記）

問い合わせ先 ◆https://www.mt-hr.com/cottage-karuizawa/inq_hojin.html

ワーケーションコテージ「Workation+ Cottage KARUIZAWA」

デザイン性に富んだ1階ワーク
プレイスには、包括的に室内環境を
清浄化するプログラム「Pure
wellness room」を導入

共同ワークスペースとプライベートな
個室居住スペースが一体化した
Wi-Fi完備のコテージ

コテージには軽井沢マリオットホテル
が隣接。温泉大浴場、レストラン
などホテルサービスも気軽にご利用
可能

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ
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