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■開発チームの発案で生まれた
ベルトラ・ベース

　立候補をした社員や有志メンバ

ーがオーナーになり，同僚である

他の社員をもてなす─部門を越

えたコミュニケーションの活性化

を目的とした社内制度「ベルトラ・

ベース」（社員発信自由基地）は，

昨年10月に開発チームのメンバ

ーの発案で生まれた。

　業務の性格上，営業チームやカ

スタマーチームのような顧客や取

引先との接点があまりない開発チ

ーム。「他部門の社員をもてなし

たい」との申し出を行った背景に

は，顧客をもてなすという視点を

持つことで，より高い顧客ニーズ

に合ったサービスを開発できるの

ではないか，との思いも働いた。

　さらに部門の壁を越えた交流を

深めることで「ナレッジの共有」

もできるのではないか。そんな期

待感もあった。

　「おもてなし」である以上，食

事やお酒も用意して気軽に会話を

楽しめるような雰囲気づくりが必

要。併せて「もっと自分たちの部

門のことを知ってほしい」という

理由から，ホスト役を務める開発

チームのメンバーは，参加者への

積極的な声かけを意識して行った。

　夜間での開催ということもあ

り，参加は自由。社内の会議室を

活用したイベント会場は，入れ代

わり立ち代わりで多くの社員が参

加した。

　仕事を終えた帰り際にちょっと

一杯だけで立ち寄る人，最初から

最後まで顔を出し続ける人，スタ

ンスも人それぞれ。

　イベント後には，他の部門から

も「うちもやってみたい」という

想定外の収穫もあった。

■「おもてなしの場」から
「メンバー紹介の場」へ

　ベルトラ・ベースは基本的には

立候補した社員や有志のメンバー

（オーナー）によって企画・運営

される。

　一定の予算内で飲み物やお菓子

などの食べ物を用意し，オーナー

が企画書で提案したテーマ（例え

ば各部門のプレゼンテーションな

ど）に関する演出を用意する。

　開発チームによる 1回目のイベ

ント後にも，有志メンバーによる

企画・運営は続けられている。

　趣向を凝らしたところでは，社

員のダイバーシティ化も進む同社

らしくオーストラリア在住経験者に

よる「ワインとチーズを楽しむ夕

べ」，外国籍スタッフによる「みん

なでサンタ」，さらに，出張で東京

オフィスを訪れているロンドンオ

フィス社員による「English Break 

Fast Cafe」などもあり，テーマ

設定はバラエティ豊か。

　同社の萬年良子代表取締役副社

長（以下，萬年氏）は，先日，あ

るベルトラ・ベースの企画の提案

を受け，とても感動した。

　それは業務上，海外の観光地を

飛び回る営業チームから，次のよ

うな主旨の提案がなされたからだ。

　「夏休みなど長期休暇前の繁忙

期には海外旅行をされる顧客対応

でカスタマーサービスのメンバー

─この業界の人事制度に学ぶ─
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取材・執筆：伊藤秀範

1万 4,000種類以上の海外および国内のオプショナルツアー予約サイト

を運営するベルトラ。同社の人事戦略は，Environment（職場環境），

Employee Friendly（社員に優しい会社），「Business」（仕事），

「Wellness」（健康）の4つの軸から，「社員の働きやすい環境づくり」や

「社員が健康に働ける仕組みの整備」を目的に，20以上のさまざまなユニー

クな人事施策が導入されている。その取り組みにスポットを当てたい。

【会社概要】

会社名：ベルトラ株式会社

代　表：二木　渉

本　社：東京都中央区八重洲1－6－6　

　　　　八重洲センタービル2F

設　立：1991年 11月

事業内容：海外オプショナルツアー（アクティ

ビティ）予約サイトVELTRA運営
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は大忙しとなります。自分たち営

業チームがヨーロッパなどに商談

のための出張で出向いている間

も，カスタマーサービスの社員は

同じ仕事場で顧客サポートを続け

てくれている。

　そんなカスタマーサービスチー

ムの仲間に対して，ベルトラ・ベ

ースで日頃の感謝の思いを伝えた

いと。そんな企画内容を聞かされ

たときは，ちょっとほろっとさせ

られました」。

　現在もオーナーへ立候補するメ

ンバーは後を立たない。

　一方でイベントはすべて有志で

企画運営され，そこに強制力はな

い分，全く手を挙げない社員とい

うのも存在する。また，イベント

が夜間に開催されることで，なか

なか参加が難しい社員というのも

存在している。

　「取り組みもそろそろ 1回転し

てきたタイミングであり，イベン

ト内容も社員へのおもてなしとい

う主旨から，少しずつ変化も生ま

れてきています。

　むしろ，今は自分たちのチーム

のことをもっと知ってもらうこと

を目的に，メンバー紹介というプ

レゼンテーション形式の演出のほ

うが目立つようになりました。最

近ではランチタイムの時間帯を活

用し，誰もが参加しやすくする工

夫も見られます」（萬年氏）。

　そうした「チームによるプレゼ

ンテーション（メンバー紹介）の

場」という新たな方向性も加味し

ながら，今では毎月 1回程度のサ

イクルでベルトラ・ベースは実施

されている。

■人事戦略の見取り図
　ベルトラ・ベースは，「社員発

信自由基地」の役割も含んでいる。

　その理由について萬年氏は「社

員がいつでも原点に戻れる場所で

あり，新たな出発点になれる場所

というニュアンス，子供の頃に自

分たちの基地をつくって，自由に

好きなことをして遊ぶ。あのイメ

ージです」と語る。

　同社の人事戦略という大きな見

取り図（次頁図参照）で見たとき

のベルトラ・ベースの位置づけは，

Environment（職場環境）の軸と

Employee Friendly（社員に優し

い会社）の軸の間のカテゴリーに

含まれる。

　同じカテゴリーには他にも以下

のような人事施策がある。

○フリーアドレス：固定デスクが

ない。プロジェクト単位での効

果を重視した場所での作業が可

能

テーマ設定はバラエティ豊かな「ベルトラ・ベース」
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○My PC：一番仕事をしやすい

PCを，自分で決めることがで

きる

○指紋認証：入室時は指紋認証。

カードや社員証の提示など必要

なし

○Dear CEO：社長宛の意見，要

望を直接メールで伝える窓口

　つまり，ベルトラ・ベースは「社

員に優しい職場環境づくり」の取

り組みの中の人事施策の 1つ，と

して位置づけられている。

■生の声を拾うスキップ・ランチ
　人事戦略の軸には他にも

「Business」（仕事）と「Wellness」

（健康）があり，「社員の働きやす

い環境づくり」，そして「社員が

健康に働ける仕組みの整備」など

の人事施策が見取り図からもうか

がえる。

　この中から同社の人事トピック

スとして今，特に注力しているも

のをいくつか萬年氏に挙げてもら

った。

　「今非常に注力して取り組んで

いるのは，スキップ・ランチとい

う社長と社員のランチセッション

です。 4， 5人のグループの社員

が社長と一緒にお昼を食べに行っ

て，フェイス・トゥ・フェイスで

直接，社長に何でも話せる環境を

つくりたいという思いで始められ

ました」。

　社員に風通しのいい環境を用意

することで， 1人ひとりの仕事上

のモチベーションを上げていくよ

うにしたいとの経営者の思いも，

そこには反映されている。

　もちろん，ランチセッションと

はいえ，社長に面と向かって社員

が本音で話ができるのかどうかに

ついてはさまざまな見方もあろ

う。「そんなの経営者の自己満足

に過ぎない」などという辛口の意

見もありそうだが。

　そこでスキップ・ランチの実施

にあたっては，社長自ら，ある発

案をしたという。

　「当社では顧客ロイヤリティを

把握するために，NPS（ネット

プロモータースコア）という企業

やブランドにどれだけの愛着や信

頼があるかを数値化する指標を活

用しています。

　社長からは『自分のスキップ・

ランチにおいてもNPSを活用し

てほしい』という申し出がありま

した。ランチが終わるたびに，参

加した社員が付けた 1から10ま

での10段階評価の結果に一喜一

憂しています」（萬年氏）。

　そうした「社長の真剣度」に呼

応するかのように，ランチでは率

直な自身の悩みを発言する社員も

少なくない。それに対して即座に

対応する社長の行動に「本当に動

ベルトラの人事戦略の見取り図

萬年良子代表取締役副社長
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いてくれたのですね」と涙を流し

た社員もいるという。

　「動くに決まっているじゃない

ですか（笑）。人事としては社員

にもっと声を出してほしいと思っ

ているのです。『こんなことを言

うのは何ですけど……』という 1

人ひとりの悩みをもっと発信して

もらいたい。そんな課題感もスキ

ップ・ランチの企画背景にはあり

ます。

　人事施策においても，会社側か

ら社員に伝えるための取り組みは

やりやすいものの，双方向性のコ

ミュニケーション，特に社員の生

の声を拾うというのは簡単ではあ

りません。そのための会社として

の取り組みは，このスキップ・ラ

ンチやDear CEOが始まる以前は

存在していませんでした」。

■「性善説」で在宅勤務を拡大
　このスキップ・ランチと同じカ

テゴリーには，他にも以下のよう

な人事施策がある。

○在宅勤務：個々の環境に応じ，

在宅勤務が可能。東京オフィス

スタッフは週 1日

○業績評価制度：ゴール（KPI）

達成度とコンピテンシーによる

公平かつクリアな総合評価制度

○フレックスタイム制：コアタイ

ムを11 ～ 15時としたフレック

ス制

○ベルトラ・アカデミー：社員に

よる社員のための勉強会

○eラーニング：オンラインによる

ビジネスマナー，マーケティン

グ，英語などが学べるシステム

○朝礼：社長から社員へのダイレ

クトメッセージ，ビジネスアッ

プデートの共有

　在宅勤務は，東京オフィスでは

例えば「水曜日は毎週，在宅で業

務を行う」などのサイクルで，社

員は週に 1回実施している。

　もちろん職種によっては，部門

長がパフォーマンスの低下を懸念

するなどで，在宅勤務には慎重な

ところもある。

　カスタマーサービスもその 1

つ。ところが最近，社員からの「カ

スタマーサービスにおいても，在

宅勤務はできませんか？」という

声をきっかけに，試験的に在宅勤

務を採り入れた。すると，意外な

結果が─。

　「eメールでの顧客対応において

は， 1週間のトライアルで実施し

た在宅勤務で対応の効率が20％

増しというパフォーマンスが確認

できました。

　トライアルに参加したカスタマ

ーサービスの社員に感想を聞く

と，在宅のほうが業務に集中でき

たという声が返ってきました。そ

の結果を得て，在宅勤務に疑心暗

鬼だった部門長の信頼も高まり，

導入する方向に決まりました。性

善説の発想も大切ですね」（萬年

氏）。

　在宅勤務に関しては，例えば東

社員による社員のための勉強会「ベルトラ・アカデミー」
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京オフィスの海外担当チームの場

合，現地時間に合わせた業務時間

に設定していることもあり，出退

社の時間が他のセクションとずれ

るケースもあり，今，在宅勤務の

活用が検討されている。

　もちろん育児中の女性社員，家

族の転勤など，ワークライフバラ

ンスの観点からの在宅勤務の活用

にも積極的に取り組んでおり，社

員からも好評を得ている。

■「朝礼」を海外オフィスへ翻訳配信
　同社はハワイのホノルル，パリ，

ロンドンなど，海外に 8つの営業

拠点を持っている。

　人事戦略の見取り図にある施策

においても，遠く離れた海外オフ

ィスとの共有促進の観点は大きな

人事的なテーマではある。

　例えば社長から社員へのダイレ

クトメッセージの場でもある「月

曜朝礼」も，海外オフィスに向け

て配信している。

　｢月曜日の朝礼の内容はビデオ

録画し，英語に訳したスライドも

挿入して水曜日に海外オフィスに

配信しています」と萬年氏。

　月曜朝礼のビデオ映像によるグ

ローバルな共有は，海外オフィス

からも強い要望があったという。

　「社長からのメッセージだけで

なく，個々の社員の取り組みの事

例紹介に関しても，現地ではかな

り関心を集めています。

　例えば高いパフォーマンスを上

げている日本の営業チームの取り

組みから，何かノウハウを学びた

いというニーズもあります」。

　月曜朝礼の共有は，国内におい

ても，例えば沖縄で在宅勤務によ

り 1人で業務を担当している社員

などからも好評を得ているという。

　｢自分にも情報が共有されたと

いう喜びと併せて，会社では今，

何が起こっているのかという様子

がよく見えたという声が伝えられ

ました。そうした反響の大きさか

ら，実は誰もがそうした情報に飢

えていることに気づかされるとい

うのはありますね」。

■人事から見た導入効果
　自分たちが楽しくなければ，顧

客を楽しくさせられない─同社

の 1つひとつの人事施策からは，

そうした社員 1人ひとりが日々感

動し，楽しく仕事ができるように

するための「楽しさ」が感じられ

るのも，大きな特色であろうか。

　それはこれまでに見てきた人事

施策だけでなく，例えば社員の「健

康」に配慮した福利厚生の取り組

みからもうかがえる。

　費用を会社が半分負担してくれ

る「オーガニック弁当」は，無農

薬野菜を利用した化学調味料無添

加と，社員の健康にも配慮してス

タートした施策の 1つ。

　「塩分控えめで500キロカロリー

とダイエット効果もあります。個

人負担は300円なのでとても社員

最近は好評のオーガニック弁当を

収容するための冷蔵庫も増設

体調不良，睡眠不足の際などに休憩できる仮眠室
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に人気があり，最近，お弁当を収

容するための冷蔵庫も増設しまし

た」（経営サポート本部・人事総

務部の伊藤幸子氏）。

　取材の後の撮影では，オフィス

内を案内してもらったが，有機野

菜やフルーツが山のように積まれ

ていたのには驚いた。フルーツは

会社負担で常時，食べ放題である。

　人事の立場から見た，そうした

取り組みをしてきたなかでの変化

についてたずねると，伊藤氏は「社

員が明るくなって，活き活きとし

てきた印象はあります」と述べた。

　また，「社員の働きやすい環境

づくり」における効果としては，

｢時給制で契約社員としてパート

タイムで就業されていましたが最

近，正社員になった方や，子育て

中の女性がフレックスタイム制や

在宅勤務を利用して，子供が生ま

れる前と同様に引き続き社内で活

躍されている方もいます。それも

働きやすい職場づくりの効果の表

れなのかな，という気はしていま

す」と伊藤氏。

　そうした手応えは，人事部の石

田良彦マネージャーも感じている。

　「会社の歴史が長くなるに伴い，

産休制度を活用して，出産，育児

のために一時的にお休みしていた

方が職場に戻ってくるというケー

スが増えてきました。また，定着

率もかなり改善し，昨年は出産・

育児を理由とした退職者が 1人も

いませんでした」。

　見取り図にあるような人事戦略

の取り組みは，改善を重ねつつ，

1つも廃止されることなく継続さ

れている。

　これだけの数の人事施策を継続

させるというのは決して容易なこ

とではないが，萬年氏は「やはり

取り組みが 1つなくなることで社

員の夢も 1つなくなる，というこ

とにはしたくないとは思っていま

す。社員数の増加に合わせてかか

る経費は大きくなりますが，なる

べくなくさない方向で頑張りたい

ですね」と笑う。

　人事戦略は，社員の夢を乗せる

箱舟─同社の取材を終えて，ふ

と，そんなイメージが頭の中で膨

らんだ─。

経営サポート本部・人事総務部の伊藤幸子氏

野菜やフルーツが豊富に用意されているオフィス


