
NTTコム ソリューションズ株式会社

2015年度より働き方を変えていく全社運動
“スマイルワーク”に取組む
働き方の多様性につながる取組みのトライ
アル実施として、e-Work適用範囲等の拡大
の検討など

●

●

NTTコム ソリューションズはお客さま企業と社会の持続的成長に貢献
するため、新たなバリューを創造し提供する「イノベーションパートナー」を
目指しています。長年培ってきたICTソリューションの高度な技術力、豊富
な経験と実績、社員一人ひとりの高いモチベーションなど、私たちにはさま
ざまな強みがあります。お客さまとのコラボレーションを通じて、新たなビジ
ネスモデルやデジタルビジネス、イノベーションを共創し、先進かつ最適
なICTにより新たなビジネスをスピーディーに創出･展開してまいります。

2017年度においては、（1）“働きやすさ”の更なる拡充施策の推進、長時間
労働の撲滅 （2）“働きがい”のある会社・職場に向けた方策の展開を取組み
方針として施策展開を加速します。
具体的には、「服務管理ハンドブック」の作成・配布、休暇取得の推奨、定時
退社推進月間の設定、啓発ポスター作成・掲示、表彰制度、他社事例調査・
社員との意見交換会、深夜の時間外労働の原則禁止、等を実施していきます。

その他、働き方改革に関連する取組

“スマイルワーク”その他の取組み
●

●

全社運動“スマイルワーク”における、
働き方の多様性につながる取組みを実施し、

働き方改革を推進します！



テレワーク×フレックスタイムで、
時間・場所の壁を越え、時差Bizを推進します！

サントリーホールディングス株式会社

子供を持つ男性の約3割が5日間の育児休暇（有休）を取得して
います。 
対象者には、上司が「ちちおやになりました」カードを渡し、みんな
でお祝いをすることで休みを取りやすい雰囲気も作りだします。

フレックスタイム制度・テレワーク制度
を利用した多様な働き方を推進 
Web会議やITツールを活用した業務
効率化を推進
会議やメールを遮断し、集中して業務を
遂行する時間（集中タイム）を創出

●

●

●

サントリーホールディングス株式会社は、1899年創業。酒類・
食品などを製造販売する総合酒類食品企業です。サントリー
製品を提供する場としての国内外での外食事業のほか、健康・
自然・生活文化をテーマとしたさまざまな事業を展開しています。

その他、働き方改革に関連する取組

男性の育児休業100％取得に向けた取組みを推進
ＷＢＣ（Welcome Baby Care Leave）
●

●



全日本空輸株式会社

社員それぞれのニーズに合わせた多様な働き方
（フレックスタイム制度・テレワーク制度等）の活用により、
個人の力を最大発揮することで「働き方改革」を推進し、

出退勤時間のflexibilityを高めます。

働き方改革を機に、業務の取捨選択を進めます。例えば、会議の
時間やその内容についての見直し。社内資料では見せるだけの
資料よりも、より中身を重要視する作り方に変えていきます。
多くの方から注目を集めるプレミアム・フライデーでは、早めの退社
を促進することで、より効率的な時間の使い方に取り組みます。

フレックスタイムの効果的な運用を
徹底し、「働き方改革」を促進する。
ワークとライフの調和を目指して、
テレワーク制度を活用する。

●

●

日本国内最大の航空ネットワークを誇るANAは、航空機を運航する
オペレーション領域(運航乗務員、客室乗務員などの仕事を含む)、航空
機を使ってビジネスを展開するビジネス領域、会社を運営していくコーポ
レート領域など、航空事業にとどまらない事業展開に取り組んでいます。
これまで継承した努力と挑戦のDNAにより、これからも一人ひとりが
お客様、社会、そして未来のために自ら考え、実践し、グループ経営ビジ
ョンにある「世界のリーディングエアライングループ」を実現します。

その他、働き方改革に関連する取組

時間の中で成果を生み出す働き方への改革
●

●



損害保険ジャパン日本興亜株式会社

「時間あたりの生産性」を高めるための具体
策を各職場で設定し、ワークスタイルイノベー
ションチャレンジメニューとして取り組む

●部門や職場の特性、個人のワークスタイル
に応じてテレワークやシフトワークの制度
を積極的に活用し、生産性の向上を目指す

●

2014年9月に損保ジャパン社と日本興亜社が合併。SOMPOホール
ディングス傘下の事業会社として、収入保険料が国内最大規模の損害
保険会社となっています。規模だけでなくサービスと品質でも業界を
リードし、トップレベルの事業効率と収益性を安定的に維持し続け、
損害保険事業をメインとしながら、お客さまの「安心・安全・健康」を
支援する先進的なサービスを幅広く提供することで、真のサービス産業
へと進化しています。

年次有給休暇について、特別連続休暇（年間5日）および指定休暇
制度（年間4日）の取得を徹底しています。
上記の休暇とは別に年間5日間の有給休暇の取得計画を定め、
取得を推進。有給休暇の消化が当り前の風土にするべく、マネー
ジャーの評価制度にも取得推進が盛り込まれました。

その他、働き方改革に関連する取組

年間14日有給休暇取得必須の制度
●

●

働き方改革の先進企業として、テレワークやシフトワークを
活用し、時差Bizに取り組みます！

＜シフト勤務パターン＞
改定前
・午前9時から午後5時まで

改定後
・午前7時から午後3時まで

・午前8時から午後4時まで

・午前8時30分から午後4時30分まで

・午前9時から午後5時まで

・午前9時30分から午後5時30分まで

・午前10時から午後6時まで

・午前11時から午後7時まで

・正午から午後8時まで

・午後1時から午後9時まで





パナソニック株式会社

在宅勤務を更に活用していくと共に、出張時における直行直帰や空き時間に
おける業務への活用を推進し、時間の有効活用だけでなく、働く空間の自由度
拡大という観点からも、積極的にe-workを活用してまいります。
各職場で生産性向上に向けた業務の見直しを推進しながら従業員にとって働き
やすい職場づくりとワーク＆ライフバランスの実現を目指しています。

コアタイムなしのフレックスタイム制度 
プレミアムフライデーに合わせたフレックス、
年休・半日年休取得推進
定時退社日の設定
夏季休暇フレキシブル取得（7-9月）

等を活用した多様な働き方を推進

●
●

●
●

パナソニックは３つの事業領域（住空間、モビリティ、B2B）に注力し、
“A Better Life, A Better World”の実現を目指してまいります。
家の中から住宅、オフィス、店舗、自動車、航空機、さらには街まで、
お客様が活動する様々な空間で、お客様の暮らしに寄り添ってきた
パナソニックの強みとそれぞれの空間を知り尽くしたビジネスパー
トナーの強みを掛け合わせ、これまでにない新たな価値を生み出す
「Cross-Value Innovation」を推進してまいります。

その他、働き方改革に関連する取組

●

「A Better Workstyle」を合言葉に
フレキシブルな勤務を推進します！

e-work（テレワーク）の積極的な活用



東日本電信電話株式会社

NTT東日本では、全社シンクライアント化やオフィスの無線ＬＡＮ化、
異拠点での集合会議をＷｅｂ会議へ置換えるなど、ICTツールを活用
したテレワークや在宅勤務などを推進しています。
また、昨年からは、フレックタイム制や一年単位の変形労働時間制、
育児・介護のためのシフト勤務等を導入するなど、業務実態やライフ
スタイルに合わせた「勤務時間の効率的な活用と柔軟な働き方」も
推進しています。

柔軟な制度活用促進と、
テレワークの活用で時差Bizを推進します！

在宅勤務者の職場不在への不安感解消のため、分身ロボットで職場に通勤
（Wifi環境で手軽に接続）。職場の雰囲気をリアルに感じられる在宅勤務のトライ
アルを行っています。
在宅勤務中の急な社内打合せへの参加だけでなく、遠距離拠点からの研修参加
やチームメンバーとのコミュニケーションにも活用し、一歩進んだ新しい働き方への
チャレンジも推進しています。
本施策は自治体様にも共同実験でご協力頂いております。

その他、働き方改革に関連する取組

●

●

●

分身ロボット「OriHime」で会社通勤をトライアル！

フレックスタイム制や一年単位の変形労働時間制
を活用し、業務の繫閑に合わせた柔軟な働き方を
推進します
時間外勤務の朝型シフトを活用し、より効率的な
時間活用を推進します
在宅勤務やサテライトオフィス利用など、様々な
アイデアを試しながらテレワークを推進します

●

●

●

自宅 職場



ファイザー株式会社

全社員が有給休暇を２週間、もしくは１週間を２回、まとまった休暇と
して取得することを今年の目標にしています。このまとまった休みを
自己研鑚などに役立てている社員も多くいます。
周囲が仕事をカバーできるよう「仕事の見える化」が進みます。上司が
休んだ場合、上司の代役としてチャレンジする機会にもつながります。

在宅勤務制度（本社）の利用促進!!
フレックスタイム制度（本社）の活用促進!!
・7:30~10:00迄に出社、16:00以降は退社可
・業務が忙しかった翌週はオフデー（勤務免除の仕組み）を利用してリフレッシュ
・金曜日は16:00が標準終業時間。ときにはウィークエンドフレックスを利用して12:00に退社

時間内に効率良く高い成果を上げた社員を評価

●

●

グローバルな研究開発体制から生み出される革新的医薬品を通して、
患者さんの生活の改善に寄与する治療法を提供。医療用医薬品事業
は「イノベーティブヘルス事業部門」と「エッセンシャル事業部門」で
構成され、循環器系、中枢神経系、鎮痛・抗炎症系、筋骨格系、感染症、
泌尿器系、眼科系、がん、内分泌系、ワクチン、希少疾病と幅広い疾患
分野の医薬品を提供しています。多岐にわたる領域の製品で、患者さん、
医療関係者、ビジネス・パートナー、地域社会に貢献しています。

その他、働き方改革に関連する取組

欧米に倣った長期休暇で自分磨き
●

●

在宅勤務制度とフレックスタイム制度の活用で
時差Bizを推進します！



三井不動産株式会社

三井不動産で展開する法人向け
他拠点型シェアオフィス「ＷＯＲＫ
ＳＴＹＬＩＮＧ」を活用した時間効率化

在宅勤務制度を活用した育児・介護
などで働く時間や場所に制約の
ある社員の支援

時短勤務を含めたフレックスタイム
を活用した多様な働き方の推進

●

●

●

「３つのワークスタイル」で快適通勤を推進します 

専門部署を設置し、「意識改革」・「インフラ整備」・「組織単位での業務改革」を三本柱として一体的に「働き方変革」を推進しています。

１． シェアオフィス「WORKSTYLING」
２． 在宅勤務
３． フレックスタイム

WORKSTYLING八重洲

「働き方企画推進室」の取り組み

WORKSTYLING品川 WORKSTYLING新宿

三井不動産で展開する法人向け多拠点型シェアオフィス
東京都心を中心に現在まで10拠点を開設し、2017年度中に
日本国内の主要なエリアに約30か所の拠点展開を目指します

WORKSTYLING渋谷WORKSTYLING大崎 WORKSTYLING霞が関

「WORKSTYLING」とは

意識改革

インフラ整備

働き方に制約のある社員への支援

・ 在宅勤務制度
・ 事業所内保育所

・ 育児介護費用補助制度
・ マンスリー型時短制度

組織単位での
業務改革

インフラ整備

・ シェアオフィス
「WORKSTYLING」の利用
・ ビジネスチャット・社内SNS活用
・ スマートフォン、タブレット端末、
 ノートパソコン貸与
・ 社内WiFi整備

情報発信

・ トップメッセージの継続発信による
意識の醸成

・ 退社時間の意識付け
・ 育パパトレーニング休暇による
 本人・職場の意識改革

業務効率化

・ 働き方企画推進室による
部門サポート

・ 部門毎にカスタマイズされた
 働き方の確立、業務効率化推進



三菱地所株式会社

フレックスタイムやテレワークの活用で
時差Bizを推進します！

本社移転（2017年度中を予定）に伴い、新たに設置される社員
食堂において健康に配慮したメニューを提供。 
会社が予め設定したメニュー（スポーツ活動や保険適用外検診等）
から社員が希望するメニューを選択できるカフェテリアプラン
制度の導入。

フレックスタイム制度、時間単位有給
休暇制度、朝型勤務制度の導入により
働く時間の選択肢を拡大 
テレワーク制度（自宅勤務・サテライト
オフィス等）の試験的導入により、働く
場所の選択肢を拡大

●

　
●

三菱地所はオフィスビルや住宅、商業施設をはじめとする
不動産開発を通じたまちづくりのリーディングカンパニーです。
「人を、想う力。街を、想う力。」をブランドスローガンに、日本
で、海外で、新たな価値の創造に取り組み、持続的成長を
実現すべくチャレンジを続けています。

その他、働き方改革に関連する取組

社員のベストパフォーマンス発揮を支える健康経営の推進
●

●


