
株式会社ウェルネスサポート

Corporate Profile

～会社概要・サービス紹介～



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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企業

法務

健康経営

産業保健

労務

各種

調査

内部

監査

人材

育成

働き方

改革

貴 社 ウェルネスサポート
（産業保健コンサルタント会社）

ストレスチェック・
集団分析

産業医・保健師派遣

健康診断事務代行

研 修

健診結果管理システム

職場環境改善

電話・面談相談窓口

産業カウンセラー

産業医

保健師

メンタル
カウンセラー

健康経営
アドバイザー

社労士

研修講師
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健康経営を目指す企業のコンサルタント



生産性を損なう『負のスパイラル』

休職者や健康不調者が多い

企業イメージ低下

従業員の満足度低下

新規採用↓・離職率↑ 他の従業員の負担増

従業員全体のストレス増

従業員の生産性低下

顧客の満足度低下

離職率が高い、定着率が低い

経費増・業績悪化

人手不足

不満増

業務過多

モチベーションの
低下

サービスの低下

顧客離れ

採用に影響

従業員への負担増



見えていないプレゼンティーズム（休職者予備軍）
をいかにに減らすかが重要

アブセンティーズム
（休職者・欠席者）

プレゼンティーズム
（休職者予備軍）

従業員の生産性の問題



生産性を向上させる『正のサイクル（好循環）』

企業の健康経営を推進

企業イメージアップ

企業へのエンゲージメント向上

新規採用↑・離職率↓ 働きやすい環境

健康意識の向上（健康不調者減）

従業員の生産性アップ

顧客の満足度向上

経費減・業績向上

労働環境の整備

従業員（人財）を意識

健康管理を推進

働きがいやモチベーション向上
サービス品質の向上

顧客増・売上増

採用力向上

安定経営へ



休職者や健康不調者が多い

企業イメージがあまり良くない
健康経営優良法人等の取得による
企業イメージの向上

従業員の満足度が低い

企業の悩み 健康経営によるメリット

1

2

3

健康管理による休職者等の防止

職場環境改善による満足度の向上

離職率が高い、定着率が低い 従業員の健康を大事にすることによる
エンゲージメントの向上

4

人材採用ができない５ 健康経営が内外に浸透することにより、
企業ｲﾒｰｼﾞが向上、採用力強化へ

→健康経営は【コスト】ではなく【投資】と考えるべき

健康経営を目指すべき理由

生産性

業務効率

所属意識

所属価値

取引先との
関係

企業イメージ

人材採用



①PLAN（目標設定・活動計画） ②Do（健康診断・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ）

③Check(分析・評価）④Act(改善施策の実施）

例）健康経営優良法人を目指す
離職率を下げ、定着率を上げる
健診受診率100％を目指す

従業員の健康及び、
ストレス状態のチェック
医師面接指導
メンタル・健康相談対応

改善施策の実施 集団分析データに基づく検証
データ結果に基づく改善施策立案

WSが健康経営を
コンサルタント

健診・ストレスチェック
相談窓口・医師面接指導

職場環境改善ｺﾝｻﾙ・研修・
ｱﾝｹｰﾄ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等を実施
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾁｪｯｸﾂｰﾙの導入

集団分析・健診結果
データ等の提供・解析、

課題の洗い出し

健康経営プロジェクト立案

例）職場改善調査アンケートの実施
メンタルヘルス研修・健康講座
人間関係向上セミナー

部署別、年齢別、職種別、男女別、
職級別等、細分化して分析

PDCAサイクルによる健康経営
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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。

お陰様で、今まで受検者数４０万人、全国エリアで350社以上の企業様から委託を受けてサービスをご利用頂いている実績があります。

ストレスチェックサービスの提供・実績



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

ストレスチェックサービスの全体イメージ

© 2021 Wellness Support All Right Reserved.
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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）

⑥WSオリジナル１４０問検査を受検が可能

⑦代表実施者・実務従事者の選任代行費無料（WSが代行）

⑧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

11
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※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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集団分析データ提供
（事業所数、対象人数問わず）

14

ストレスチェック
（57項目）

医師面接指導
（無制限）

※高ストレス者・1従業員1回・6か月内

【セットプラン】3つのサービスを含めて、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！

【WSおすすめ】ベーシックプラン
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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。



各種サービス：産業医業務サービス



各種サービス：保健師業務サービス



各種サービス：健康診断事務代行（アウトソーシング）サービス

健診対応の手間



各種サービス：健康結果管理システム



各種サービス：インフルエンザ出張予防接種の手配



各種サービス：従業員コンディション管理ツール『メンタル天気予報コンケア』

↑動画視聴はこちら



24

医療専門職医師

健康経営
アドバイザー

産業カウンセ
ラー

管理職向け

・医学に基づく人間関係改善
の秘訣

・生産性向上（業績向上）
・職場の人間関係改善

・マネジメント力アップ
・部下のやる気を引き出す
・ラインケア
・パワーハラスメント

一般職向け

・ストレス耐性を高める
・レジリエンスの鍛え方
・セルフケア
・モチベーションアップ

経営層向け

・戦略的マネジメント力養成研修
・経営幹部レベルアップ研修
・経営計画策定研修
・リスクマネジメント・コンプライアンス研修

共 通

・若手とベテラン社員の相互理解
・アンガーマネジメント
・アサーション
・コミュニケーション力アップ
・モラルハラスメント

改善が必要な原因が想定される場合、目的に応じた研修やEラーニングによる学習に
より、必要な情報の提供、問題意識の共有、具体的な改善への意識付けを図ります。

各種サービス：研修・セミナー



各種サービス：健康支援商品ラインナップ（一部抜粋）



【助成金活用】

WS特別プランのご案内



おすすめの助成金活用の組み合わせ
項目 金額

①ストレスチェック実施促進のための助成金
ストレスチェック１従業員につき500円（税込）

医師による活動１回21,500円（税込）上限３回

②小規模事業場産業医活動助成金

【直接健康相談環境整備】コース

６か月当たり１律10万円

１事業場２回限り

③小規模事業場産業医活動助成金

【保健師コース】

６か月当たり上限10万円

１事業場２回限り

小規模事業場産業医活動助成金

【産業医コース】

６か月当たり上限10万円

１事業場２回限り

職場環境改善計画（事業場コース）の助成金
1事業場当たり上限10万円

１事業場１回限り

上記①～③を組み合わて進めることにより、
→健康経営を始めるきっかけ作りになり、

→できる限りコストをかけず、すぐにスタート可能であり、
→健康経営優良法人の適合要件に該当する取り組みにも繋がる



【提供サービス】
・WEB受検によるストレスチェック ※紙受検はオプション
【プラン概要】
・プラン費用（受検費用）：500円×人数分 ※消費税込、2年目以降は50人未満/事業所は一律3万円（税別）

・初期費用：無し
・医師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・医師面接指導：申し出・受付～医師の手配、面接実施、報告まで対応可能
※費用：35,000円/回（税別）、助成金21,500円/日×3回（１事業所単位）活用可能

・実施時期：人事データ受領後最短1～2週間で実施可能（契約手続き後）

①『ストレスチェック』助成金活用プラン ※後述②プランをセットでご利用頂く前提のプランです

★受検後のセルフケア動画の視聴環境も無料提供→



【提供サービス】
・保健師によるオンラインと電話直接相談窓口の設置
希望者30分/回・人×3枠/月 ＊予約サイト活用
・健診異常所見者に対する保健指導、健康相談（オンライン）
【プラン概要】
・プラン費用：198,000円（16,500円×12か月） ※消費税込み

・初期費用：無し
・保健師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・実施時期：契約手続き後、2週間～1か月後に提供可能

②『直接健康相談環境整備（直接相談窓口）』助成金活用プラン

オンライン相談 電話相談



【提供サービス】
・健診異常所見者に対する保健指導、健康相談
・健康ニュース発行（ニュースレター）
・健康管理対策会議（衛生委員会ないため）担当者と打合
・衛生委員会の委員として意見を述べること
・健康講話・健康教育
【プラン概要】
・プラン費用：198,000円（16,500円×12か月） ※消費税込み
※月1.5ｈ稼働を想定した費用。稼働時間や実施内容により料金は異なります。

・初期費用：無し
・保健師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・実施時期：契約手続き後、2週間～1か月後に提供可能

③『保健師コース』助成金活用プラン



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ストレスチェック

健康支援

各種講座・研修
（WEB・動画等含む）

健康診断

相談窓口

安全衛生委員会
運用支援

衛生講話
社内通知

5月病
健診結果の

見方
熱中症 禁煙 食中毒 SC

インフル
エンザ

ストレス ノロウイルス 飲酒 花粉症 睡眠

衛生委員会/衛生管理者との面談/職場巡視/健康診断チェック等

新入社員
講座

管理職講座
経営層向
講座 従業員講座

集団分析
フィードバック研修

受診管理・勧奨、二次検査対応

保健指導

定期健康
診断実施

予約、手配

職場のメンタル不調者への対応・職場復帰支援（随時）

長時間労働対象者支援（随時）

ストレス
チェック

集団分析

医師面接指導事前
準備

導入スケジュール（サンプル）

健康・メンタルヘルス直接相談窓口

女性向け
健康講座

※上記は一例です。ご依頼内容や稼働時間等により、料金は異なります。詳細は別途ご相談下さい。



貴社の課題やご要望に応じて、ご提案させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。


