
株式会社ウェルネスサポート

ウェルネスサポートのサービスご紹介



社 名 株式会社ウェルネスサポート

本社 東京都港区港南一丁目9番36号 アレア品川13階

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-25 イトザキビル6階

代表取締役 伊海 崇仁

TEL / FAX                 03-6712-8465 / 03-6712-8466

MAIL info@wellness-sp.co.jp

URL                           https://wellness-sp.co.jp/

事業内容 再生医療支援事業

メンタルヘルス対策（EAP) 事業

産業保健事業

福利厚生事業

採用支援及び復職支援事業

研修・人材育成事業

会社概要
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◆ストレスチェック制度の運営
労働安全衛生法の改正により2015年12月から事業主に実施が義務付けられたストレスチェック制度。
ストレスチェック運用準備から受検後の面接指導の運営や労基署への報告書類作成まで、運営に必要な要件を全て外部委託で行う
「完全ワンストップの制度運営」を行うサービスを提供しています。

お陰様、実績として全国350社以上の企業様から委託を受けストレスチェックの運営を行っています。

※さらに、ストレスチェック後の組織改善コンサルティングや管理職・担当部署向け研修、セルフマネ
ジメントe-ラーニングなども提供しています。

◆EAPの提供
従業員様の心身の健康を維持・向上させるべく、導入効果の高い保健師や看護師、臨床心理士等による
「現場対面型」にこだわった従業員支援プログラムや相談窓口の提供、各種教育を提供しています。

◆産業保健運営受託事業
産業医の選任（ご紹介）から、労働安全衛生体制の構築・運用を受託し、法令遵守と従業員様の心身の
健康増進のための業務を行います。

◆リワーク
メンタル問題により休職中の方の復職プログラムを提供しています。

サービス紹介
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ストレスチェック

集団分析

組織コンサル

メンタル

ドック

セルフケア

動画コンテンツ
各種研修

全体的なイメージ
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★ 実施者提供および実施事務従事者の提供

当社社内の医師を実施者として提供いたしますので、自社にて選任することなく運営が可能です。

また、当社の専門部署が企業様の実施事務従事者となり、従業員様からのお問い合わせ対応や各種勧奨、

面接指導の申出受付や予約・手配、データ管理など制度運営に必要な業務をすべて代行いたしますので、

貴社内に実施事務従事者を選任していただく必要がありません。

★ ストレスチェックの受検方法

WEB受検と紙受検をご用意しており、もちろん併用も可能です。

対応言語は日本語の他に、英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語からお選びいただけます。

★ 面接指導の運用

全国に張り巡らされた自社医療機関ネットワークにより、申出受付から実施まで面接指導医以外に情報を開示

する事なく、安全に運用を行います。

★ 抜群のコストパフォーマンス

実施者・実施事務従事者の提供および運営に必要な実務の請負、窓口応対、多言語対応などなど、

完全外部委託（丸投げ運営）でも、お一人様あたり365円～ご導入いただけます！

WSストレスチェックサービスの主な特徴
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①外国語対応英語、中国語等5か国語対応）

②受検期間の延長対応（受検率の向上サポート）

③受検勧奨メールを複数回配信（受検率の向上）

④QRコードからWEB受検可能（メールが無くても受検可能）

⑤スマホ・タブレット受検可能（場所を選ばない）

⑥代表実施者・実務従事者の選任代行費無料（MBCが代行）

⑦最短1週間で受検開始可能（人事D受領後）

◆ 標準仕様の無料オプションが豊富 ◆

◆ 受検後のセルフケア動画の視聴（オプション） ◆

WSストレスチェックサービスの主な特徴

© 2021 Wellness Support All Right Reserved.
6



© 2021 Wellness Support All Right Reserved. 7

※WEB受検の場合の費用です

900円/名・年間
・ストレスチェック

・集団分析データ作成
＋ 医師面接指導

一部付帯サービス

ベーシックプラン – サポートプラス -

・ストレスチェック

・集団分析データ作成
＋ 全10種を超える

付帯サービス※WEB受検の場合の費用です

1,950円/名・年間

アドバンスプラン

ご提供プラン（年間費用/名）

・ストレスチェック

※別途オプションで、集団分析データ作成、医師面談指導を追加可能。※WEB受検の場合の費用です

365円/名・年間

ライトプラン

・ストレスチェック

・集団分析データ作成
＋ 医師面接指導

（無制限）※WEB受検の場合の費用です

765円/名・年間

ベーシックプラン
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集団分析データ作成
（事業所数、対象人数問わず）

※別途、オプションとなります。

ライトプラン

ストレスチェック
（57項目）

医師面接指導（無制限）

※別途、オプションとなります。

お一人様あたり365円/年 ※税抜、WEB受検の場合の費用です

【分析可能項目】
・所属（5階層まで設定可）
・年代（5歳単位）
・入社経年
・職位（役職）
・職種
・性別
・残業時間

・面接指導申出者管理
・各設問への回答履歴確認
・事前問診確認機能（Webのみ）
・面談所見確認

【業界最大規模】
全国各地に提携
医療機関を配備！
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集団分析データ作成
（事業所数、対象人数問わず）

ベーシックプラン

ストレスチェック
（57項目）

医師面接指導（無制限）

お一人様あたり765円/年 ※税抜、WEB受検の場合の費用です

【分析可能項目】
・所属（5階層まで設定可）
・年代（5歳単位）
・入社経年
・職位（役職）
・職種
・性別
・残業時間

・面接指導申出者管理
・各設問への回答履歴確認
・事前問診確認機能（Webのみ）
・面談所見確認

【業界最大規模】
全国各地に提携
医療機関を配備！
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ベーシックプラン（サポートプラス）

お一人様あたり900円/年 ※税抜、WEB受検の場合の費用です

TMS高ストレス状態
改善プログラム

医師面接指導（無制限）

【業界最大規模】
全国各地に提携
医療機関を配備！

ストレスチェック
（57項目）

集団分析データ作成
（事業所数、対象人数問わず）

・面接指導申出者管理
・各設問への回答履歴確認
・事前問診確認機能（Webのみ）
・面談所見確認

なお、本プログラム内には

メンタルドック
（光トポグラフィー + ストレス測定）

も入っております。
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専門医紹介（病院紹介）

・集団分析データ作成
（事業所数、対象人数問わず）

・集団分析種別毎レポート提供

アドバンスプラン

お一人様あたり1,950円/年 ※税抜、WEB受検の場合の費用です

ストレスチェック
（57項目）

医師面接指導（無制限）

カウンセリング支援プログラム
（心理士対面・電話・WEB）

リラクゼーションプログラム
（肩こり改善）

メンタルドック
（光トポグラフィー + ストレス測定）

TMS高ストレス状態
改善プログラム

従業員セルケア動画プログラム
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各種要件および対象条件

付帯サービス名 アドバンス
ベーシック

サポートプラス
ベーシック サービス概要

ご利用条件
（対象者）

サービス提供
エリア

医師面接指導 〇 〇 〇
ストレスチェック後の
医師による面接指導

1回
20～30分程

高ストレス判定の方 全国

専門医療機関紹介 〇 × ×
専門医療機関

（心療内科、精神科、神経内科）の紹介
1回

該当年度の
ストレスチェック受検者

全国

対面カウンセリング 〇 ▲ ▲ 心理士による対面カウンセリング
3回プログラム

（1回60分）
該当年度の

ストレスチェック受検者
全国

お電話又はWebでの
カウンセリング

〇 ▲ ▲
心理士によるお電話又は
Webでのカウンセリング

1回プログラム

（1回30分）
該当年度の

ストレスチェック受検者
全国

肩こり改善プログラム 〇 × × 肩こりによる各種症状の緩和 3ヶ月 高ストレス判定の方 全国

TMS高ストレス状態
改善プログラム

〇 〇 × 磁気刺激による脳疲労の回復 2～3ヶ月 高ストレス判定の方
東京・名古屋

・大阪

メンタルドック 〇 × ×
光トポグラフィー及び

ストレス測定による精神疾患の検査
2時間程 高ストレス判定の方

東京・名古屋
・大阪

従業員セルフケア動画
プログラム

〇 ▲ ▲
ストレスチェック後にセルフケアに関する

アドバイス動画の視聴環境の提供
約6分

該当年度の
ストレスチェック受検者

―

集団分析種別毎レポート ○ ▲ ▲ 部署、職位、年齢、性別毎の分析 1式 企業担当者 ―

※▲はオプションで追加する事が可能です。
※サービス提供期間はストレスチェック受検後の【6ヶ月】以内となります。
※他の付帯サービスとの複数併用も可能です。詳しくはお問い合わせください。
※サービス提供終了後も実費にてご継続いただけます。ご継続を希望される場合はサービス提供元にお申し出下さい。
※ストレスチェックには厚労省推奨の職業性ストレス簡易調査票（57項目）を使用いたします。
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集団分析データ提供 ※ライトプランは別途オプション対応となります。

あらゆる角度からのセグメントが可能な集団分析機能

【デフォルト項目】
・所属（5階層まで設定可）
・年代（※5歳単位 例：20～24歳／25～29歳／30～34歳）
・入社経年（0～3年／4～5年／6～9年／10～14年／15年以上）
・職位（役職）
・職種（例：営業／事務／エンジニア／清掃）
・性別
・残業時間（0～45時間／46～60時間／61時間以上）

集団分析オプション

通常の集団分析レポートをもとに、保健師さんのコメント入りの総括資料を
オプションとしてご提供させていただくことも可能です。
判定図の解説をはじめとし、全体の傾向、判定結果毎のストレス要因、心身
の反応、高ストレスストーリー、考えられる課題と対策等、様々な角度から
分析いたします。

▼提供プラン
・コメント入り資料作成＋研修2時間：150,000円（税抜）※3集団まで
・コメント入り資料作成のみ：20,000円（税抜）／ 1集団


