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編集方針
当レポートはCSR活動の取り組みをステークホルダー
の皆様にご理解いただくとともに、皆様とのコミュ
ニケーションを促進していく重要な媒体と位置付けて
います。ISO26000をCSR活動のガイダンスとして活用
し、組織の社会的責任における7つの中核主題を中心
テーマとして活動しています。また、サステナビリティ レ
ポーティング ガイドライン2006を参考として、サステ
ナビリティに関係する、社会、環境、経済の3分野に関
する報告書としても対応させています。

対象範囲と期間
【対象範囲】
H.I.S.グループを対象としていますが、一部対象範
囲が異なる箇所は、その旨を明記しています。
【対象期間】
2015年 10月期 （2014年11月1日～2015年10月31日）
一部この期間外の情報が含まれている箇所は、その
旨を明記しています。
【発行】
2016年1月
【参考にしたガイドライン】
ISO26000：
2010（Guidance on social responsibility）第1版
GRI（Global Reporting Initiative）：
「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3
版（G3.1）」

免責事項
本レポートに記載されている表やグラフの数値は、四捨五入して表記
しているため、合計値と異なる場合があります。また、対象範囲の拡
大や算出方法の見直しに伴い、一部過年度データを修正している箇
所があります。

業績情報

H.I.S.グループ概要

CONTENTS
■売上高の推移（連結）

■経常利益の推移（連結）

■営業利益の推移（連結）

■当期純利益の推移（連結）

名 称 株式会社エイチ・アイ・エス
（東証1部：会社コード 9603）

登録番号 観光庁長官登録旅行業第724号
資 本 金 11,000百万円（2015年10月31日現在）
設 立 1980年12月19日

本 社 〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 
新宿オークタワー29階

売 上 高 5,374億円（2015年10月連結業績）

従業員数 13,612名
(グループ全体　2015年10月31日現在）

加盟団体 日本旅行業協会（JATA）
国際航空運送協会（IATA）

取引銀行 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
東京都民銀行 その他

関係会社

【旅行事業】
株式会社オリオンツアー
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC. 
他67社
【テーマパーク事業】
ハウステンボス株式会社　他５社
【ホテル事業】
THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY LTD
他9社
【その他】 
九州産業交通ホールディングス株式会社 他23社
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企業概要

寄付活動
項目 金額（百万円）

文化・芸術 30

教育・社会教育 13

地域社会の活動 3

スポーツ 1

その他 3

合計 51

ステークホルダー 金額（百万円） 内容

株主 1,426 配当金

社員 36,316 給料・賃金、賞与、
退職給付費用の総額

債権者（金融機関） 265 支払利息

行政機関（国、自治体） 8,447 法人税・住民税・事業
税等の納税総額

企業（内部留保） 10,537 剰余金の増加額

ステークホルダーへの価値分配

H.I.S. グループ CSRレポート2016

H.I.S.グループは、株式会社エイチ・
アイ・エスとその子会社、98社および
関連会社11社により構成されている
企業グループです。主な事業は旅行
事業、テーマパーク事業、ホテル事業、
運輸事業、九州産交グループ等で
あり、事業活動を通じて地域コミュ
ニティへの貢献、世界の文化遺産や
自然・環境の保全に努め、持続可能
な未来への発展を目指しています。

旅行事業
88.6％
世界各国現地法人、
オリオンツアー、

ジャパンホリデーなど
計 70社

エイチ・エス損害保険など
計 9社

その他
0.0％

THE WATERMARK HOTEL 
GROUP PTY、GUAM REEF 
HOTELなど計10社

ホテル事業
1.0％

ハウステンボス、
ラグーナテンボスなど計 6社

テーマパーク事業
5.0％

九州産業交通ホールディングス、
熊本フェリー、産交バスなど計11社

九州産交グループ
4.8％

H.I.S.グループ　事業セグメントと売上構成比（2015年度）

ASIA ATLANTIC AIRLINES、
HTBクルーズなど計 4社

運輸事業
0.6％

2015年10月現在
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創業以来H.I.S.は、旅行業が担う大きな役割の自覚に立ち、
世界で最も大きく、最も信頼できる旅行会社になることを
目指して努力を重ねてきました。世界の平和に貢献し、一
人でも多くの人に笑顔と感動をお届けするために、私たち
は、当時の海外旅行がもっていたさまざまな制約や不自由
さを1つひとつ解決し、誰もが気軽に旅行を楽しむことがで
きる新しい時代を切り開きました。そのことに私たちは大
きな自負をもっています。しかし、私たちの挑戦に終わり
はありません。
今世界は大きく変わりつつあります。
世界の国際観光客数は、前年比4.7％増の11億3,800人

（2014年）と拡大を続けています。アジアを中心にアフリカ、
中南米など、世界中で新たな大航海時代が始まっていると
いえます。訪日外国人も、私たちの予想をはるかに超える

スピードで増加しています。旅行産業は世界中で急成長し、
さらに大きく発展していくでしょう。その中で、200を数
える海外拠点を有するH.I.S.グループが果たすべき役割は非
常に大きいと思います。
情報通信技術（ICT）の進歩も目をみはるものがあります。

H.I.S.がスタートしたとき、インターネットもパーソナルコン
ピューターもありませんでした。しかし今、世界は隅々まで
インターネットでつながり、ICTの急速な進歩により、誰も
がその恩恵を受け、それを便利に活用しながら生活を楽しむ
ことができるようになりました。世界人口に対する携帯電話
の普及率は100％を超え、スマートフォンの販売台数もすで
に10億台をはるかに超えています。今後も急速に普及して
いくでしょう。世界はボーダーレス、グローバルに結ばれ、
人々のライフスタイルも急激に変化しています。

▲ ▲ 世界平和に貢献する▲ ▲ 大きく変わりつつある世界

▲ ▲ グローバルな視座で

代表取締役会長　

澤田秀雄

日本という枠を超えたグローバルな視座をもち、ICTが
次にもたらすものを予測し、先取りしながら、私たちの
事業を貫く理念である世界平和・相互理解の促進を実現
していかなければなりません。そのためにはまず、私た
ち自身が、日本という狭い市場にとらわれず、時代の変
化に対応し、変わっていかなければならないのです。企
業の成長は、飽くなきチャレンジを続け、常に変化して

いくことを抜きにあり得ません。H.I.S.ポリシーや企業理
念、さらにそれを具体化した行動憲章に則りながら、1人
ひとりが勇気をもって決断し、実行していくことが重要
です。その積み重ねが、H.I.S.らしい企業文化をつくり、
たとえ時代が変わり、世代が変わり、経営者が変わって
も、100年、200年、そして300年と脈々と受け継がれ
ていく企業へと成長していく力となります。

今、未来都市への壮大な実験場でもあるハウステンボ
スにおいて、電力エネルギー事業、ロボット事業、環境・
省エネ技術開発、さらに食料生産、健康事業などへの取
り組みを進めています。サービスロボットを駆使したス
マートホテル「変なホテル」はすでに開業し、第二期棟
の工事を進めています。今後も運用を通じてさまざまな
データを取得し、改良を進め、国内・世界へと展開しま
す。また、電力小売事業にも2016年4月の完全自由化に
合わせて参入します。「世界一生産性の高い
農業工場」の実験も着々と進んでいます。ロ
ボット活用、エネルギー供給、食料生産は、
その1つだけでも今世界が直面する課題の解
決に向けた大きな力になるものであり、世界
平和と社会の持続的な発展に貢献することが
できるものです。改めて歴史を振り返るまで
もなく、労働力の確保やエネルギー・食料の
奪い合いは、世界の紛争のもととなってきま
した。今もその偏在や不公平は解消されず、
常に争いを引き起こしています。しかし、ハ
ウステンボスで進めている実証実験や研究の
多くは、これらの課題への解決に大きな展望
を開くものです。すでに国内のみならず世界
の注目を集め、この分野の最先端の知見や技
術、そして人が集まっています。特にロボッ
ト技術は、ICTの集大成であり、きわめて大

きな可能性を秘めています。
私たちH.I.S.グループは、新しいことにチャレンジする
熱い気持ちと、将来への高い目標をもって、日々の仕事
に取り組んでいきます。旅行業は平和産業です。人々が
顔と顔を合わせ、お互いを尊重する気持ちをもてば、そ
こに戦争は起きません。H.I.S.グループは未来創造企業で
す。世界の平和と持続可能な社会の実現に貢献するため
に、若々しく、力強くチャレンジを続けていきます。

世界平和と
豊かな未来の創造に
貢献する企業として、
チャレンジを続けます。

▲
 H.I.S. グループ会長インタビュー

4 H.I.S. Group CSR Report 2016 5H.I.S. Group CSR Report 2016



今、世界は急速にその姿を変えています。世界人口は拡
大を続け、2050年までにさらに約23億人が増加し、96億
人に達すると予測されています。所得の向上などによって、
海外旅行を楽しむ人の数は、アジア主要国を中心に急拡大
し、訪日外国人数も、2014年は1,300万人を数え、2015
年は､ 一気に1,900万人へと急増しました。アジアを中心
に、アフリカ、中近東、中南米などを巻き込んだ大航海時
代が始まり、ICTの急速な発展が、さらに世界を一つに結
び、激しいスピードで変化し続けるグローバルな市場が生
まれています。地球を丸く、ひとつの市場とする考えが重
要となります。
自らを変え、時代に先がけた新たな挑戦を開始しなけ
れば、この市場の中で役割を果たすことができません。
H.I.S.グループが築き上げてきた自由で質の高い旅行事業を

世界の市場でさらに展開していくのはもちろん、旅行業に
とらわれず、｢世界平和と相互理解に貢献する｣という企業
理念のもと、その社会的使命を果たすために、さらに挑戦
していきます。

そのためには、まず私たち自身がグローバルな視座
を獲得し、世界の人々のために、グローバルな市場で
何ができるかを考え、事業に取り組む必要があります。
日本に生まれ、発展してきたH.I.S.を「ONE GLOBAL 
H.I.S.Group」として再確立し、真にグローバルでイノ
ベーティブな組織へと変革していきます。現在H.I.S.グ
ループは、世界62か国130都市に200拠点を展開してい
ます。それらの拠点で得られる最新の情報を集約・分析
した分かりやすい新たなサービスや商品を開発し、ICTを
活用しながら世界市場に向けて発信します。そして、世
界の人々に、より快適で安全・安心な旅を提供していき
ます。

その取り組みの中で、今私たちが最も注目しているのが、
インターネットとモバイル端末を駆使した情報サービスです。
旅行契約後、旅に出発したお客様の、現地滞在中の“旅ナカ”
の動きをリアルタイムで追いながら、状況に応じたタイムリー
な情報サービスを提供。旅をより快適で楽しいものにしてい
きます。たとえば、ホテルへのチェックイン、オプショナルツ

グローバルな市場に
新たな決意で挑戦し、
地域の発展と人々の交流に
貢献します。

アーやガイドの現地での手配、出国手続きなど、まるで旅に
同伴しているかのように細やかに対応します。
また、H.I.S.グループが独自に開発し、日本人の海外旅行を
より身近なものとしてきたFIT型パッケージツアー「Ciao」の
世界市場への展開も積極的に進めます。アジアを中心として
急増する多くの旅行者に、「Ciao」は新しい旅の可能性を提供
することができます。
旅行商品の造成においても、世界の市場で ｢着地型観光
開発」をさらに強化します。旅先（着地点）において、独自
の風土や文化、歴史、特産品、隠れた名所などを折り込ん
だ旅行商品を企画。拠点を有するからこそ可能となる、よ
り魅力ある旅をご提供するとともに、地域の振興にも貢献
していきます。そのためには､ より現地の事情に通じた旅
行事業者などに対するM&Aも視野に入れ展開します。さ
らに、その考えから、専門的なツアーも強化していきます。
その1つであるスタディツアーの「カンボジア孤児院交流
＆アンコールワット6日間」は、「ツアーグランプリ2015」
で、観光庁長官賞を受賞しました。若者の海外体験促進に
寄与する新しい取り組みであり、旅そのものが学習となっ
ていることが評価されたものです。今後もスタディツアー
を通して、地域の課題解決にも貢献していきます。
また、従来のバリアフリーデスクを2015年11月から｢ユニ
バーサルツーリズムデスク｣へと発展させました。これまで十
分に旅を楽しむことができなかった多くの人に、快適な旅を
提供していきます。

これらの施策をさらに推進するためには､ 徹底したお
客様志向と、そこに誇りとやり甲斐を感じることができ
る組織づくり・人財育成が同時に進められなければなり
ません。私たちはこれまで、安全品質管理の徹底として
の ｢いい旅研究室｣設置や ｢サービススタンダード」の導
入とその世界各拠点への徹底など多くの改革を進めてき
ました。今後は、お客様満足の発想や行動、それを基準
とした評価方法を社内で標準化し、お客様満足を生み出
す力の根源の改革を通じて、「人にすすめたくなる旅行
会社」として、グローバルな視野で新たなH.I.S.グループ
をつくりあげていきます。
H.I.S. グループは、創立40周年を迎える2020年までの
5年間を貫くスローガンを「Change & Create 挑戦者で
あれ」と定めました。中長期をみすえ、私たちは、ワクワ
クと感動を提供する者として、グローバルな視座で未来
を創造する者として、そして誇りとやり甲斐を胸に挑戦
する者として、行動していきます。そして、世界市場の
真ん中で創造的な未来を描き、すべてのステークホルダー
の皆様と共に発展を続ける企業として、さらに挑戦を
続けます。今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜ります
よう、心よりお願い申し上げます。

急速に変化する市場に
先がけて変化してゆく

ワングローバルH.I.S.グループとして
世界でチャレンジを続ける

ICTを駆使して旅ナカを支援し、
世界の旅をさらに快適なものに

お客様へワクワクと感動を提供し、
スタッフのやり甲斐につなげていく

▲
 トップ・メッセージ

地域の発展と人々の交流に地域の発展と人々の交流に地域の発展と人々の交流に

代表取締役社長　

平林　朗
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世界の国際観光客数11.3億人、年率4.7％増（2014年度）
と、世界の旅行需要は拡大を続けています。特にアジア
において、中国やタイ、インドネシアなどを中心に、多
くの人々が旅行を楽しむようになりました。訪日外国人
の数も急増。2013年に初めて1,000万人を超えました
が、2015年は年間では1,900万人以上となることが確実
となっています。　
こうした訪日外国人の増加やアジア域内の旅行需要の

拡大に対して、安全・安心で感動的な旅を提供し、世界
の人々の見識を高め、世界平和と相互理解を実現するこ
とは、H.I.S.グループの使命の1つです。
H.I.S.グループは現在、旅行業において世界進出国数第

1位となる62カ国130都市に200拠点（2015年10月31
日現在）を開設しています。このワールドワイドなネッ
トワークを活かし、現地駐在のスタッフならではの最新
情報に基づく旅行商品の造成や、航空券、各種チケット、
ホテルのスムーズな手配、滞在中のお客様へのさまざまな
サポートを行っています。また、訪日旅行についても、

受入側のH.I.S.日本が企画するオリジナルのツアーを
含めた数多くの商品を、海外拠点を活かして世界各地
の人々にダイレクトに伝え、旅の準備や実施に関するさ
まざまなリクエストにも応えています。送客側も受入
側も同じH.I.S.グループであることが、より安心で魅力
ある旅を可能にしています。H.I.S.グループは、誰もが
もっと自由に世界中の旅が楽しめるよう、今後も海外
ネットワークを充実させます。
またH.I.S.グループでは、この海外拠点を有効に活か
すため、2015年秋から「グローバルプチ商社サービス」
（G.P.S.）を開始しました。これは日本の中小企業が海外
におけるビジネスを展開する際に、海外での簡単な調査
や支援をするサービスです。日本のH.I.S.が窓口となり、
海外200拠点が調査・支援を実施します。まだ海外拠点
をもっていない中小企業の、事前の進出計画立案などに
役立てていただくことを通じて、日本企業のグローバル
展開をサポートします。

H.I.S.グループは、国内外の拠点に加え、航空会社、ホテル、
テーマパークの各事業を展開しています。同一グループ内
で旅行全体をカバーする「垂直統合型」サービスのシナジー
効果によって、より自由で楽しく、リーズナブルな旅行を
実現しています。グループ会社のアジア アトランティック 
エアラインズ（HB）は、自由な航空路線の設定が可能な国
際チャーター便専門の航空会社として、定期便未就航の都
市と都市をダイレクトに結び、新しい旅行需要に応えてい
ます。ホテル事業では、2015年5月、バリ島にグループで

9番目となる「ウォーターマークホテル＆スパ バリ ジンバラン」
を開業しました。テーマパーク事業では、ハウステンボス
とラグーナテンボスを拠点に、上質な癒しとエンターテイ
メントを提供しています。さらにグループ内でお客様の情
報を共有することで、お客様の要望に沿ったより質の高
いサービスをワンストップで提供することが可能です。グ
ループならではの一貫したシームレスなサービスによるス
ケジュール管理やリーズナブルな価格設定、連携の取れた
対応がお客様の大きなメリットとなっています。

H.I.S.グループの
グローバル事業展望

H.I.S.のグローバル経営

垂直統合型事業でシナジー効果を発揮特集

サイパン

グアム
パラオセブ

台北

ハイナン島

マカオ
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上海

釜山

ウラジオストック
ソウル

済州島

成都

ダッカ
カトマンズ

デリー

モルディブ

ナイロビ
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ホーチミン

ケアンズ
ヌーメア

シドニー

フィジー
パペーテ

カンクン

オーランド

トロント

マイアミ

ラスベガス
ニューヨーク

ボストンシカゴシアトル

ウイスラー
バンクーバー

サンフランシスコ
ロサンゼルス

コスタメサ

サウスベイ

サンディエゴ

メキシコシティ

マウイ
コナ
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オークランド
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シラチャー
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パタヤ
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ミラノ
ドバイ

パリ
ジュネーブ

アムステルダム
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デュッセルドルフ

モスクワ

イスタンブール 
カッパドキア

フィレンツェ

ベルリン
ワルシャワ

プラハロンドン
ダブリン

ローマ
ベニス

ミュンヘン
ウィーン

ブラテスラヴァ
ブダペスト

オスロ

カイロ

ヤンゴン

62カ国
130都市
200拠点

海 外

303店舗
国 内

――未来創造室はどのような目的で設置されたのですか？
赤尾　H.I.S.グループとして、社会に貢献できる新たな事
業を立ち上げることを目的に、2015年10月に発足しまし
た。旅行分野に限定せず、また従来のビジネスモデルにと
らわれずに発想し、実施の体制をつくっていきます。
――具体的には、どんなことをしていくのですか？
赤尾　ハウステンボスでは、発電、ロボット、農業などにつ
いての、研究開発や実証実験、商用化を進めています。特に
その中でも、すぐに実用化が可能で、H.I.S.グループの拠点を
活かせるものとして、電力事業に焦点を絞り、2016年4月に
スタートする電力の小売自由化に合わせて販売を始めます。
販売にあたっては、店舗網やコールセンター、オンラインシ
ステムなど、H.I.S.グループが所有している幅広いネットワー
クを駆使していきます。

――電力事業の特徴は何ですか？
赤尾　安定的に供給できる電力を、できるだけ低価格でお
届けするということです。将来は、太陽光や地熱など、再
生可能エネルギーやクリーンエネルギーを使った電力の販
売も計画しており、H.I.S.グループで発電所建設の構想も
もっています。
――他にも事業計画があるのですか？
赤尾　すぐに事業化するものはまだありませんが、たくさ
んのアイディアがあります。「未来創造室」の設立を知って
もち込まれた話もあります。新しいことに挑戦し、事業化
への道筋をつけるのが「未来創造室」の大きな仕事であり、
提案も大歓迎です。飽くなきチャレンジの精神でH.I.S.グ
ループに貢献していきたいと思っています。

▼ ▼運輸事業

● 日本人の国内旅行、海外旅行
● 海外からの訪日旅行
● 海外から第三国への旅行

自由な航空路線の設定が可能な
国際チャーター便専門航空会社

▼ ▼テーマパーク事業▼ ▼ホテル事業

▼ ▼旅行事業

▼ ▼

自由な航空路線の設定が可能な自由な航空路線の設定が可能な
国際チャーター便専門航空会社国際チャーター便専門航空会社国際チャーター便専門航空会社

挑戦を続けるH.I.S. グループの起爆剤として 未来創造室（会長室）
室長兼秘書室 室長　赤尾 昇平INTERVIEW

シナジー効果
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旅は自分のイメージが

体験をする ためにある。
裏切られ るという

hh日本という環境から物理的に出ることが重要 hhチェルノブイリに行くことで見えてくるもの
行方：日本人出国者数が減少傾向にあり、若い人では、海
外に行く人と行かない人の二極化が進んでいます。海外に
行くことの意味や面白さを、東さんはどう考えますか。
東：「弱いつながり」にも書きましたが、日本にいたらずっ
と日本語があります。コンビニもいっぱいあって、その店
内は北海道でも沖縄でもまったく同じ景色です。国内旅行
をしている限り、違う体験をしているようで、コンビニに
入ればいつも見ている商品をみつけるなど、実は自分の生
活している“近所”に戻ってしまう。切り離されるためには
国境を越える必要があるのです。たとえばお隣の韓国に
行っただけでも、何がこの国で話題になっているのかとい
うことも分からないまま、ポスターを見、看板を見、街の
風景を見る。それがすごく頭を刺激し、新鮮な気持ちにさ

せてくれます。人はた
とえば俳優の顔を見る
ときに、その顔自体を
見るのではなく、その
俳優の名前を知ったう
えで、その人がどうい
う人なのかを見ていま
す。つまり記号として
見ている。裏を返せば、
顔は見ていないとも言
える。よその国だと、
その俳優が誰かという
ことは知らないから、
純粋に顔だけを見るこ
とができるわけです。
行方：それだけその人

そのもの、ありのままをしっかり見るわけですね。
東：ものを見るためには、先入観のない状態で見ること
が必要です。そのためには言葉や情報からいったん身を
引き離さなければいけない。海外に行くことの意味は、
日本語の環境から脱出することで頭をリフレッシュする
ということです。特に日本は、日本語の範囲が国境と重
なっていて、日本の民族もその内側にしか住んでいない。
外に出るということが、特に大きな意味をもっています。
行方：しかし、海外のことは行かなくてもテレビやインター
ネットで分かる、という感覚の人が増えていますね。
東：確かにインターネットで調べれば外国のことも分か
るし、情報や物も手に入るからいいじゃない、と言われ
たら、はいそうですと言わざるを得ない。しかし、分かっ
ていると思っていること自体が勘違いであることもあり
ます。本当の意味で理解するためには、行くしかない。
新しいことを始めるときはいつもそうですが、出発点は
知識ではなく、何かを知らなかったということを知ると
いうことです。そこに知のスタートがある。そして、知
らなかったということに気付くためには、現場に行くし
かないのです。

行方：チェルノブイリツアーも、まずは現場を見に行く
ということで始められたものですね。
東：私自身、初めて行って非常に驚きました。原発とか
事故という言葉でイメージしているものが、現地に行く
と全然違った。
行方：『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』で
も書かれていましたが、たとえば自然の美しさや発電所
や、廃墟群のソ連風デザインが非常に印象的だと。
東：原発がいいのか悪いのか　チェルノブイリが安全なの
かどうか、最初はツアー参加者の方々は、みんなそういう
問題意識をもっています。しかしツアーが終わって印象的
なシーンをあげてほしいというと、8割の人は原発に触れ
ません。びっくりするけれども、考えてみれば、原発事故
は単独で起きたのではなくて、ある歴史的・文化的背景が
ある場所で起きたのであり、それに気付くと興味はどんど
ん他にも広がっていきます。もともとチェルノブイリは、
森と水に恵まれた地域で､ 自然が実に美しい。そこにソ連
の威信をかけた巨大発電所がつくられた。発電所やその周
囲の建築は、今は廃墟となっていますが、当時のソ連の理
想社会観を投影した前衛的で未来的なデザインです。現地
に行けば、チェルノブイリのイメージは一変します。興味
が拡散し、いろいろな感想が出てくる。何も分かっていな

かったということが分かる。この体験は貴重です。
行方：海外旅行に興味のない人に、「分からないというこ
とを知るために旅に行こう」と言うのは、なかなか伝わり
にくくないですか。
東：確かに、とにかく行ってみろというしかない。でも、場
所そのものへの関心の導線をどうつくるか、そこはまだ工夫
の余地があると思います。チェルノブイリも、2011年の福
島の事故があったから、原発への関心がおこりツーリズムの
対象に浮かび上がった。場所そのものの情報はインターネッ
トでいくらでも出てきてしまうけれど、新しい入口をつくる
のは価値があることだと思います。コンテンツツーリズムと
いうと、ハリウッド映画とかアニメの世界の話ばかりになっ
ている。しかし、たとえば日本には、各地に歌碑や句碑がた
くさんあります。あれはコンテンツツーリズムそのものだと
思います。物語と旅を重ねて消費する。松尾芭蕉の後を追
うように旅をする。しかし現地に行くと、実際に句碑は立っ
ているけれども、期待したものと何か違っている。裏切られ
る。それが旅というものの本質だと思う。旅行は自分の期待
を裏切られるために行く、そういうものだと思います。
行方：そうですね。これからも東さんと魅力ある旅をつ
くっていきたいと思います。今日はどうもありがとうご
ざいました。

ゲンロンカフェは東 浩紀氏が運営する東京・
五反田のイベントスペース。思想、美術、情
報社会、政治、ジャーナリズムなどを中心の
話題として定期的にトークイベントを開催。

東
あずま
 浩
ひろ
紀
き
 氏

1971年生まれ。哲学者・
作家。株式会社ゲンロン
代表。著書に『一般意志
2.0』（講談社）、『弱いつ
ながり』（幻冬舎）など。
2015 年に新しい批評誌
『ゲンロン』を創刊。

特 別
対 談

株式会社エイチ・アイ・エス
取締役相談役

行 方　一 正 氏

哲学者
ゲンロン代表

東　浩 紀 氏

「いかに情報化が進んでも、日本を出て、その場に身を置か なければ分からないことはたくさんある」という東 浩紀さん。
3年前から実施している「チェルノブイリツアー」でも、帰国 した人の8割は、原発ではない別のことを、現地で最も印象に
残ったこととして語るといいます。東さんと海外旅行の意味に ついて対談しました。

「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」著者同行の旅！
チェルノブイリ原発内視察 東浩紀といくチェルノブイリとキエフをたどる７日間
2015年度のツアーは大好評！　2016年もツアー実施予定です。
受付開始に関しましてはWebページで発表致します。 乞うご期待！
● 問い合わせ先
H.I.S.スタディツアー営業所 03（6836）2551 H I S スタディ

Gottingham
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「H.I.S.企業理念」および「企業行動憲章」は、H.I.S.グ
ループが事業を通じて果たすべき社会的使命とその意義
を明確に表現しています。この哲学をすべての意思決定
と企業行動の基準とし、あらゆる場面で守りぬくことを
目指して、周知・徹底を図ってきました。そのため、外
国人スタッフを含めた全スタッフに、H.I.S.ポリシーや企
業理念、企業行動憲章、企業スローガン、H.I.S. DNAな
どが記載されたポケットサイズのクレドカードを配布。
常に携行し、日々の業務の中で注意を喚起しています。
さらに、各部署・支店・営業所の毎日の朝礼時には必

ずその一節を唱和することをルールとし、全スタッフが
日々、内容を振り返るよう徹底しています。

H.I.S.グループはこれまで「H.I.S.企業理念」「企業行動
憲章」をもとに事業経営の根幹に社会的責任を織り込ん
だ事業活動を行ってきました。しかし一方で社員や支店・
営業所の自主性を重んじる社風の中、個々にCSRとして
意欲的な取り組みをしていても、社内にも社会にも十分
情報が伝わっていない部分もありました。2012年より
全社的に統合したCSR活動を開始して、2013年よりCSR
レポートを発行。ステークホルダーの皆様とのコミュニ
ケーションを深めています。また、JATA※の一員として、
JATA主催の社会貢献活動を推進しています。
 ※一般社団法人 日本旅行業協会

同憲章は、観光分野における
人間（特に子ども）の搾取の撲滅、
自然環境の保護、観光客に対する
誠実な情報提供、労働者の基本的権利の保障、文化遺産
の価値向上への貢献、受入国や地域社会に有益な活動の
実践など、責任ある持続可能な観光を実現するために
各国政府、観光業界、地域社会、旅行者等の観光産業の
発展に携わる関係者が自発的に取り組む事項が定められて
います。H.I.S.は、2014年9月、同憲章への誓約に対して
署名し、社内外への啓蒙活動に努めています。
 ※国連世界観光機関

2012年よりCSR事務局を設置し、全社横断的に
CSR活動をスタートさせました。2016年は、グルー
プ横断の連携を強化し、CSR事務局の体制拡大や、
より実践的なCSR研修を社内に導入していきます。

H.I.S.グループでは、「企業行動憲章」を踏まえ、高い機
動性と透明性を確保した組織統治体制を意思決定システム
として築いています。また、代表取締役社長を委員長と
して、CSR委員会を2012年に設立。CSR委員会のもとに
人事、総務、CS・ES管理本部、各地区営業、海外拠点
などの代表者からなるCSR推進委員会を設置しました。
2015年度はCSR推進委員会を毎月１回定期開催し、

ISO26000をガイダンスとして抽出したH.I.S.グループと
しての優先課題と、それに関する各部署の短期・中期目
標について実施状況を確認、PDCAサイクルを取り込んだ
活動を行いました。また、国内外の各拠点に配置した約
100名のCSR担当スタッフを核にCSRの推進を図り、新入
社員を対象としたCSR研修も新たに開始しました。2016

年度は、グループの拡大に合わせ、CSR担当スタッフも
300人を目指し、グループ会社・海外支店・国内支店へ
積極的に啓蒙活動を展開。CSR推進委員会の毎月開催の
継続、推進委員の拡充を進めます。グループ内外への広
報活動の強化や推進体制の確立を通じ、CSR活動をより
一層拡充し、コーポレートブランドの向上を目指します。

H.I.S.グループはCSR活動を創造的CSRと基本的CSRの
2つに分けて考えています。「基本的CSR」は、お客様の安
全・安心、社員の健康・生きがい、人権の尊重、公正な
取引をはじめとするコンプライアンス活動など、業務プ
ロセスの中に社会的責任を織り込む活動です。一方、「創
造的CSR」はお客様やコミュニティに学び、働きかけ、多
様なステークホルダーの皆様と協働でさらに大きな社会
的価値を生み出す（ソーシャル・イノベーション）活動で
す。地域振興や地域開発のための観光開発、コミュニティ
の伝統文化の継承、文化交流・国際平和に貢献する活動、
地球環境の保全、エコツアー・スタディツアーの普及な
どがこれにあたります。

マネジメント

企業理念とCSR CSR推進方針と体制

創造的CSRと基本的CSR

CSR推進の方針 UNWTO※

世界観光倫理憲章への誓約

CSR事務局から

CSR推進体制の整備

ツーリズムを通じて、
世界の人々の見識を高め、

国籍、人種、文化、宗教などを越え、
世界平和・相互理解の促進に

貢献する。

H.I.S. 企業理念

H.I.S. 企業行動憲章

1. 社会に有用な旅行商品・サービスの提供
2. 公正・透明・自由な取引
3. 適正な情報の管理と開示
4. 快適で安全な職場環境の確保

5. 地域・社会との共生
6. 地球環境の保全
7. 世界平和への希求
8. 役員・幹部社員の責務

共生
社会 自然

H.I.S.

創造的CSR
攻めのCSR

基本的CSR
守りのCSR

・H.I.S.ポリシー
・企業理念
・H.I.S. DNA
・H.I.S. 企業行動憲章

・社会変革
・イノベーション
・社会的課題の解決

・サービススタンダード
・内部統制
  ガバナンス
・コンプライアンス
・CS ES

企業
理念 委員長（社長）

CSR担当スタッフ（各部署・各社から約100名※）

CSR委員会
（役員、執行役員、本部長）

CSR推進委員会
（各部署リーダーで構成）

※拡大予定

CSR事務局

CSR推進
体制図

優先課題の抽出
各部署の短期・中期目標設定

CSR推進委員会にて進捗確認
CSRレポート発行
第三者意見の受領

CSR委員会に
報告・改善
指示

施策の推進
社員教育
意識浸透

P

A D

C
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H.I.S.グループは、人類の創造的発展と世界平和に貢献する未来創造企業として、CSR
経営をますます推進しています。特にハウステンボスでは、「観光ビジネス都市」を目指し
さまざまな取り組みを進める中で、旅行業を超えた新しい事業の芽を育んでいます。

2015年7月、ハウステンボス内にスマート
ホテル「変なホテル～変わり続けることを約束
するホテル～」が開業しました。このホテルは、
滞在時の快適性と世界最高水準の生産性を両立
させたまったく新しいローコストホテルです。
「変なホテル」には、多くの場面でサービスロボットが導入されています。
フロント、ポーター、クロークなどの各業務でお客様情報に応じて対応。
また、チェックインからチェックアウトまですべて自動で、顔認証での
入室や、人感センサー対応の照明などスマートな空間を実現。
2016年3月には第二期棟が完成し、グランドオープンを迎えます。
従来型の送風による冷暖房ではなく、先進技術である輻射パネルで、
ムラのない快適な室内環境をつくりだしています。

H.I.S.グループ未来
　「世界の人々に喜びと感動を提供し、新しい観光都市
を創造する」ことを理念とするハウステンボスでは、「オ
ンリーワン、ナンバーワン」にこだわった戦略を実践。大
規模なイルミネーションイベント「光の王国」や季節の花
が咲き誇る「花の王国」など、5つの王国で来場者の期待
を超える感動を提供するイベントを展開しています。こ
れらにより、お客様満足を高め、入場者数の安定化を実
現するとともに、長崎県や佐世保市における観光事業の
活性化や雇用の拡大、地域経済の発展に貢献しています。
公益社団法人日本マーケティング協会は「第７回日本
マーケティング大賞」において、全国183 の対象活動の
中から、ハウステンボスを地域賞に選出しました。社会
に新しく需要を喚起、あるいは市場を再活性した優れた
マーケティング活動であり、経営資源が地域にあって地
域活性化に資すること、地域の特徴を活かした事業であ
ることが評価されたものです。

さらにハウステンボスでは、テーマパーク事業の推進と同
時に、未来を見据えたさまざまな挑戦を行っています。その1
つは、徹底した自動化やロボット化によって世界最高の生産性
を実現すると同時に、積極的な再生エネルギーの活用でラン
ニングコストを極限まで抑えた次世代ホテルの建設です。すで
に「変なホテル」の名称で2015年7月に第一期棟が開業しました。
また、ハウステンボス内では、新しい取り組みとして「世界一
の生産性」「ロボット導入による自動化」「五感を刺激し興味を
もって楽しめる」をコンセプトとした野菜工場をスタートさせま
した。第一段として、すでに収穫物を「変なホテル」の朝食
会場でもある健康レストラン「オーラ」で提供しています。

自動化・ロボット化や野菜工場

マネジメント

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制

財務報告の信頼性の確保

H.I.S.グループが展開する旅行事業は、世界平和・相互
理解の促進に貢献する事業です。私たちはその社会的責
任を果たすため、ステークホルダーの皆様から信頼され
る企業を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の中に
CSR推進活動を組み込んでいます。
コーポレート・ガバナンス体制は、これまでの株主総会

のもとに取締役会と監査役会を置く体制から、2016年1月
の定時株主総会での承認を受け、取締役会と監査等委員会
を置く体制へ移行しました。この移行は、継続的な成長と
中長期的な企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガ
バナンスの一層の強化を図ることを目的としています。
新しい体制は、取締役13名で構成する取締役会が経営方針

や重要な業務執行を決定し、取締役監査等委員として株主総
会で選任された取締役3名が、監査等委員会を構成して、取
締役や取締役会の職務執行を監査・監督する役割を担います。
監査室は、社長に直属して内部監査を行い、さまざまな

会社の業務運営の適正性と健全性が確保できるように
努めています。新しい体制のもとでは、監査室は監査等
委員会に対してもレポートすることになり、監査等委員
会による監査を支援する役割も果たすことになりました。
従業員に対しては、社内情報サイトを通じてH.I.S.ポリ

シー、H.I.S.DNA、企業行動憲章、行動指針を周知し、コ
ンプライアンス意識を高めています。同時に、提案や相談

「業務の有効性と効率性の確保｣と並んで内部統制の重
要な要素である「財務報告の信頼性の確保」については、
内部統制体制の整備を推進する内部統制チームと、その
実施状況の確認・評価を行う監査室が協力し、財務報告
に関する重要な業務プロセスの可視化と、不適正な報告
などが生じないような適切な確認と評価を行うための仕
組みを構築しています。そして、その整備・運用状況を
「内部統制報告書」としてまとめています。
会社法の改正等でグループ全体の統制がより求められ
るようになったことを受け、グループ各社の内部統制につ
いても積極的に関わり、実効性のある内部統制体制の構築
を推進しています。経理部門では、海外で旅行事業を営む
関係会社を統括する統括管理会社を米国、マレーシア、中
国、オランダ、UAEの5カ国に設立し、経理体制の構築、
人財の開発･育成、リスクヘッジおよびモニタリング等を
行い、グループ全体の経理体制強化を図っています。

ハウステンボスの挑戦

コーポレート・ガバナンス体制図

自動化・ロボット化や野菜工場

がしやすいよう、いい職場推進室が運営する社内相談窓口
「ご意見･相談BOX」や社外通報窓口「さわやかホットライ
ン」が設置され、社内の自浄体制を確保しています。
2015年6月に東京証券取引所がコーポレート・ガバナン

ス・コードを導入したことに合わせ、当社でも、当社独自
のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインの策定に向けて
2015年6月にプロジェクト・チームを発足させました。

選解任

監査等委員でない取締役（10名） 選解任
解任・一時会計
監査人の選任

選解任

代表取締役

指示・報告

指示・報告

指示・報告

監査室
（内部監査室）

取締役の
監査・監督

会計監査人の選解任・不再任の議案決定

連携

連携

会計
監査

業務執行の
監査・監督

指示・報告

報告

報告

内部監査

いい職場推進室
（ご意見相談BOX）
（社内相談窓口）業務執行部門

取締役会（取締役13名）

執行役員・本部長

監査等委員会
監査等委員である取締役（3名）

株主総会

会計監査人

さわやかホットライン
（社外通報窓口）

PICK
UP ｢変なホテル｣ 開業！

世界初！ フロント
は

ロボットスタッフ

ソーラーパネルが設置された場内

「変なホテル」（外観）
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1：場内の汚水処理を担う下水処理場／
2：「変なホテル」は客室ユニットを採用／3：九州・長崎産の木材を使ったCLT構
造／4：地下に張り巡らされたインフラ動脈の共同溝／5：ハウステンボス東明太
陽光発電所／6：HTBエナジーによる地熱発電の準備

ハウステンボスは、国が認定する「次世代エネルギーパー
ク」として、さまざまな取り組みを進めています。その1つ
が、パーク内でエネルギーの供給や消費が完結する「地産地
消のクローズドシステム」です。1,500kWの大規模太陽光
発電※1を設置し、また天然ガスによる発電では、発生する熱
を有効利用して冷暖房に使用するコージェネレーションシ
ステムを採用しています。さらに、下水も行政基準値であ
る20ppm※2をはるかに下回る5ppm以下まで浄化して、散
水やトイレの洗浄水などに再利用しています。
また、新たに同じ佐世保市内に所有する駐車場の跡地

にメガソーラーを建設し運転を開始しました。メガソー
ラーの名称は「ハウステンボス東明太陽光発電所」で、
テーマパークから北西に約2キロメートル離れた場所に
あります。2万7,000平方メートルの敷地に、8,400枚
の太陽光パネルを10度の角度で設置。全体の発電能力は
2.1MW（メガワット）にのぼっています。
2015年2月、ハウステンボスとスマートエナジーなど

が出資し「HTB エナジー株式会社」を設立しました。新会
社は九州の地熱発電をはじめとする、再生可能エネルギー
等、新規電源の開発・保守・運用を目的として事業を展
開していきます。2016年には大分県別府市にて地熱発電
設備の稼動を開始し、発電・売電事業を開始する計画です。
さらに、2015年8月に着工した「変なホテル」第二期

棟の建設にあたっては、九州・長崎産の木材を活用した
CLT構造を、国内ホテル建築としては初めて採用。持続
可能な木質資源の活用を通して地域の林業振興、さらに
は山の保全にも貢献していきます。また、高断熱や個別
操作重視の設備システム、自立型水素エネルギー供給シ
ステム（太陽光発電によって水素を製造し、年間を通じて
効率的に水素を貯蔵・利用することにより、ホテルに電
気と熱を供給するシステム。12部屋の年間電力需要量を
100％供給することができる）の採用などにより、一部を
省エネルギーでエネルギー自立型の建物とします。
「観光ビジネス都市」を目指すハウステンボスは、さま
ざまな取り組みを通して、旅行業を超えた新しい事業に
挑戦し続けています。

観光ビジネス都市を目指して

九州産業交通ホールディングス株式会社は、熊本県
を中心に、地域に密着した路線バス事業、高速バス事
業、国内・海外旅行事業、レストラン・売店事業など
を展開しています。現在、熊本市中心市街地の活性化
に向け、桜町地区における市街地再開発事業に取り組
んでいます。
九州産業交通ホールディングスでは、その業務の多
くが、暮らしへの結びつきが強く、地域社会・経済の
発展の基礎となることから「お客様本位のサービスを
提供することにより、地域とともに繁栄し、社会の発
展に貢献する」ことを企業理念として各種事業に取り
組んでいます。また、地域の一員として、日常的に各
種ボランティア活動も展開。熊本交通センター近隣公
園の清掃（隔月）をはじめとして、月1回のバス営業
所周辺の清掃、年1回の国道沿線の清掃活動を実施し
ています。
また、九州産交バス株式会社では、熊本運輸支局主
催で行われる小学生を対象とした「路線バスの乗り方
教室」の出前講座を年に4回実施するとともに、県内小
学校や支援学校などにも独自の講座を毎年開催してい
ます。九州産交ランドマーク株式会社では、地域行事
「みずあかり」設営ボランティアとして、毎年、竹灯篭
の製作・設置への参加の他、熊本フェリー株式会社で
は、毎年小学生を対象に熊本運輸支局主催の「海事教
室」を実施しており、通常は立ち入ることのできない操

舵室の見学や造船所の見学などを行っています。
 今後も、より積極的に地域社会とのコミュニケー
ションを深め、地域の繁栄および社会の発展に貢献し
ていきます。

株式会社オリオンツアーは、日本国内各地へのさまざ
まなツアーを企画しています。中でも沖縄県の離島への
観光に力を注ぎ、沖縄観光の新たな展開を先頭で担って
います。
具体的には観光協会、青年部、農園とタイアップし、

イベントツアーのお客様と地元の方とのふれあいの実
現、名産の農作物の紹介など、通常の旅行より一歩踏み
込んだ島の素材のアピ－ルによって、島の魅力の周知、
地域経済の発展に取り組んでいます。さらに2015年度
は、離島での音楽・文化イベントへの協賛、オフィシャ
ルツアーでの送客など、島民との交流やイベントの周知
に力を入れました。
また、従来、他の離島と比べて知名度が低かった久米

島の観光に引き続き力を入れ、夏のイベントツアー企画
を含め、年間を通して訪問されるお客様の増加に努めま
した。また、観光振興だけでなく、島の特産品の紹介に
も力を入れ、総合的に久米島の活性化を支えています。

PICK
UP

PICK
UP

九州産交グループの挑戦

オリオンツアーの挑戦

路線バスの乗り方教室「出前授業」

阿蘇中岳の火山灰でつくられたフィギュアとキーホルダー「わが灰（くまモン版）」

ビーチで開催される地元の方との運動会※1　 年間発電量は343,000kWh。77,800ℓ（18ℓのポリタンク4325本分）の原油節約効果（発電量1kWhあたり0.227リットルとして算出）と114.5t分の二酸化炭素削減効果
（予想年間発電量（kWh）×0.334kg-CO2/kWh）をもたらす

※2　 長崎県水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく、排水基準を定める条例（「県排条例」）に定められた生物化学的酸素要求量の許容限度

1：場内の汚水処理を担う下水処理場／

 1

 2
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H.I.S. グループは、早稲田大学産学官研究推進センター
インキュベーション推進室が主催し、毎年、在学生や若手
研究者等がオリジナルのビジネスプランを発表して競い合う
「早稲田大学ビジネスプランコンテスト」に協賛しています。
問題、課題を見つけ出し、解決するアイディアを考え、それを
ビジネスとして実現するプラン
を競うこのコンテストは、まさに
今の日本の社会が必要としている
力を鍛える絶好の機会だと考え
るからです。
ベンチャー魂を応援し、イノ

ベーティブな人財と風土を育て
ていくことは、H.I.S. グループの
使命であり、社会貢献活動の1つ
であると考えています。

H.I.S.グループでは、立教大学経営学部の1年生が、ビジ
ネス・リーダーシップ・プログラム（BLP）の基礎として最
初に受講するリーダーシップ入門（BL0）のクライアントと
して、4月にテーマを出題、7月のプレゼン大会のサポート
と審査を実施しました。出題テーマは「若者が世界を旅
するためにH.I.S.のグローバルリソースを活用した新しい
ビジネスモデルを立案せよ！」というもの。H.I.S.グループ
はこのプログラムに参画することを通じて、新たなビジネ
スリーダーの育成
に寄与すると同時
に、多くの学生が
H.I.S.グループの理
念に触れ、旅の魅力
を知ることになり
ました。

早稲田大学ビジネスプランコンテストに協賛 立教大学BLPに参画

H.I.S.グループでは、全国81校、約1万人の中高校生
が企業のインターンとなり1年間ミッションに取り組む
キャリア教育プログラム「クエストエデュケーション」に
2015年度も協賛しました。未来を担う子どもたちの育成を
通じて、教育現場や地域社会へ貢献しています。またこの
活動は、旅行が人々の相互理解につながり、人間形成に
役立つということを、H.I.S.グループの事業活動を通して
伝える役割を果たしています。
2015年度の取り組みでは、先生方の会社見学会を実施。
実際に働く社員の姿を通して、H.I.S.グループの理解をさら
に深めていただきました。また、2月に開催された「クエス
トカップ2015全国大会」でH.I.S.グループが第1位とした企
画について、生徒自身が実際に旅行商品としてビジネス化
する取り組みを進めました。当然、さまざまな壁がありま
したが、H.I.S.グループで商品企画を担当している社員がた
びたび学校に出向いてアドバイスを行いました。実際に旅
をつくりあげていく醍醐味と難しさを知ってもらうと同時
に、指導したH.I.S.グループ社員も、生徒たちの新鮮な発想
やアイディアに大きな刺激を受け、業務の振り返りの機会
とするなど、新たな成果を生みました。
H.I.S.グループはこの協賛を通して、高校生が、日頃学校
で受ける授業とは違った視点で「世界平和・相互理解」を考
える機会を提供しています。同時に社員に対しては、高校
生への指導や議論を通じて、企業理念を再認識し、自らの
仕事の価値を改めて確認する機会としています。

キャリア育成プログラム「QUEST EDUCATION」

長期的視野で海外へ行く若者を増やしたい
近年、日本の若者は地元志向が進行中。日本は国

際社会から取り残されてしまう。この現状を打破し
たい。ならば生徒がH.I.S.に出会うことで旅に興味を
持つはず。この想いがスタートでした。生徒たちは
H.I.S.の理念や創業精神に触れていきながら、旅の魅
力だけでなく、夢を見つけ、未来を考えるって楽し
いと関わった人たちから気づかされます。プロジェ
クトメンバーの矢吹さんは「クエストエデュケーショ
ンに携わることで、営業（利益面）以外で、会社が
社会に貢献していることが誇らしいと思えるように
なった。 普段の業務プラス“こんな活動もしている”
と、誇りをもって働くことができるようになった」と
言います。クエストは生
徒だけでなく、大人も共に
学ぶ場として、継続して
いきたいと考えています。

本社人事本部 クエスト担当 
深谷 奈美子（右）
矢吹 利奈（左）

INTERVIEW

次世代を担う若者の育成
H.I.S.グループでは2015年度から、新たに社内ベンチャー制
度を設けました。この制度は、新たな発想で新事業を創造し、
H.I.S.の事業領域を拡大することを目的としています。同時に、
H.I.S.グループ社員が自らの大きな夢・目標にチャレンジする機
会を提供し、自己成長を遂げることを促す狙いがあります。特
に応募資格は設けず、また、企画内容もツーリズムに関連する
ものを広く受け入れることにしており、社員は誰でも、自由な
発想とアイディアで応募することが可能です。提案内容は、書
類選考を経て役員に対するプレゼンテーションと面接を実施
し、採用されたものについては、役員とともに詳細な事業計

画書を作成。その後、事業のスタートとなります。
2015年度の募集には、入社前の中国滞在経験を活かした
新たな富裕層向けビジネスや、個人的に長年夢見ていた宇宙
旅行ビジネス、さらに旅行とカフェを合体した事業、ガイド
と旅客のマッチングサービス事業、旅に関連する写真事業な
ど、多くの意欲的な企画が提案されました。一部は、すでに
詳細な事業計画作成に移行しています。「長年の夢を叶える
チャンスだと感じた」「アイディアを計画書にまとめる中で、
自分の頭が整理できた」といった感想も寄せられ、社員の自
己啓発や成長の機会としても成果を生んでいます。

2015年4月より、澤田経営道場が新たにスタートしまし
た。この道場は「志高く、夢大きく、判断力と人間力を養い、
経営者としての実務的な知識と見識を習得し、H.I.S.グルー
プのみならず、世界で活躍できる人財を育て上げる」ことを
目的に創設したものです。初代道場生としては10名が合格
しました。カリキュラムは、2015年4月から同年9月まで座
学研修、2015年10月から2017年3月まで長崎・ハウステ
ンボスでの実地研修の二本立てとなっており、現在は実地
研修に入っています。座学研修では、澤田会長の講話や全
480コマ・100名以上の講師陣による経営講話、経営の実務
講座、経営シミュレーション、ビジネス英語講座を実施しま
した。実地研修ではハウステンボスを舞台に、学んだことを
実践し、経験を積んで
いきます。常に目標に
向かってチャレンジを
続けていくH.I.S.DNA
を受け継いだ経営者を
目指して、現在も研修
が続いています。

人々を笑顔にするため、経営者を目指す
私の夢は経営者になることです。学生時代に世界
一周をした際、笑顔の少ない国が想像以上に多いと
感じました。アフリカのスラム街では子どもも大人
も、悲しい顔を浮かべていました。自分の存在の小
ささを実感するとともに、少しでも多くの笑顔を生
み出したいと思いました。社会貢献度の高い大企業
の一員としてでも、その目的は果たすことができま
す。しかし、人々を笑顔にす
ることができる事業を自らの
手で創り出し、成長を継続さ
せながら社会に貢献していく
ためには、経営という責任が
必要だと感じています。その
ために私は必ず経営者になる
という夢を成し遂げます。 澤田経営道場 一期生 

沖杉 大地さん

INTERVIEW

次の経営者を育てる

澤田経営道場講義の様子
「早稲田大学ビジネスプラン
コンテスト」のチラシ 立教大学BLP参画メンバー

社内ベンチャー制度で新規事業を創る

澤田経営道場で経営者を育成

夢を実現できる制度だと思った

大学三年の夏、祖父を肺がんで亡くしました。その
後、勉強でがん治療の湯治場を知り、祖父を連れてい
きたかったと後悔。この経験から、“健康になるため”の
旅行へのニーズを感じました。他方、日中の交流を深め
たいという想いから「入社月選択制度」を活用し、入社
前に中国へ渡来。「中国人対象のメディカルヘルスツー
リズム」実現のための現状理解、語学スキル取得などの

土台作りのためです。そして
入社後「社内ベンチャー制度」
の誕生を知り、これだ！と思い
応募しました。「健康になるた
めの旅行」を事業化し、健康＋
ツーリズムを通じて世界平和
と相互理解に貢献したいと思います。

メディカルツアープロジェクト
責任者　横山 ひろ美さん

INTERVIEW

澤田経営道場で経営者を育成

社内ベンチャー制度で新規事業を創る
役員へのプレゼンテーション

QUEST CUP2015全国大会

早稲田大学ビジネスプランコンテストに協賛
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誰もが、いつでも自由に
ユニバーサルツーリズムデスクにお問い合わせを
いただくお客様の多くは、旅に不安を抱えているケー
スが多く、私たちはそのお客様の旅の想いに向き合
い、旅行の手配や提案をさせていただいております。
バリアフリールームのある温泉宿の手配や、福祉車
両、航空券、観光ガイドなどの手配旅行から、パッ
ケージツアー、添乗員付き団体旅行、施設旅行などの
グループ旅行など、さまざまなお客様の声にお応えし
ています。このような取り組みから、取り扱い業務内
容はバリアフリー旅行業界の中では日本一です。
今後もお客様のより多くの声にお応えすべく、介
護旅行や医療旅行など業務取り扱い内容を広げなが
ら、変化し続けていきます。
“誰もが、いつでも自由に”
旅に出かけられる世の中を目
指して、これからもお客様目
線を忘れずに、業務を行って
いきます。

INTERVIEW

旅
2016年4月に予定されている「障害者差別解消法」の施
行を前に、H.I.S.では、ユニバーサルツーリズムデスクで業
務に従事する社員だけでなく、一般の店舗スタッフや商品
の造成を担う企画担当者、さらにはお客様相談室のスタッ
フに対して社内研修会を開催しました。そもそも「障が
い」とは具体的にどのようなことを指すのか、車いすを利
用する方の旅行とはどういうものであり、どんなことに不
安や負担を感じられているのか、さらに聴覚障がいのある
方の旅の不安は何かなど、その理解を軸にした研修です。
H.I.S.のスタッフの誰もが、お客様の障がいの内容や程度に
合わせたご案内・対応ができるようになることを目指した
ものです。また、研修会用に作成した資料では「ワンポイ
ント手話講座」を写真入りで掲載。手話での簡単なご挨拶
もできるようにと考えています。

ユニバーサルツーリズムデスクは、手話による旅のご
案内や、聴覚障がいがある方が安心して楽しめる旅の企
画も推進しています。聴覚障がいがあり手話を使うこと
もできる社員が、専任添乗員として同行しツアーのご案
内をしています。これまで、筆談のために思うように意
思が伝わらず、十分に旅が楽しめなかったり、手話通訳
による観光案内はあっても、添乗員ではないため旅の細
かいことまでは相談できないという不自由のある方の旅
を大きく変えてきました。
また、ツアーの実践を重ね、お客様の声を直接伺う中から

「しゅわ旅なかま」という会員組織を創設。これは、旅を通じ
て新しい出会いを創造する取り組みです。モンゴルを訪ねる
ツアーでは、モンゴルの聴覚障がいがある方たちとモンゴル
相撲を楽しみ、トルコではろう学校を訪問して交流をしてきま
した。「しゅわ旅なか
ま」が、世界中の障が
い者に対し、旅に出
ることで自信をもち、
自立を促すメッセー
ジを運んでいます。

株式会社ミライロとの共同企画で、「アメリカの
先進的バリアフリーを学ぶスタディツアー ハワイ
5 日間」を実施しました。ハワイでは、1990 年に
ADA 法（障がいによる差別を禁止する公民権法）
が施行され、日常生活にバリアフリーやユニバー
サルマナーの考えが根付いています。ツアーでは、
ショッピングモールやワイキキビーチなどの観光ス
ポットを巡りながら、ご自身も車いすを利用してい
る日本ユニバーサルマナー協会講師の岸田ひろ実さ
んの案内で、交通公共機関や道路などのハード面だ
けでなく、 現
地の人たちの
障がい者への
対応といった
ソフト面も学
びました。

H.I.S.のユニバーサルツーリズムデスクが独自に企画してい
るブランド商品「たびのわ」は、加齢・ご病気・お怪我・後
遺障害などで旅に不安を感じている方を対象にした、添乗員
同行の旅行商品です。誰でも気軽に旅を楽しむことができる
よう、個人旅行では訪れにくい観光地を専任添乗員や現地係員
がサポートすることで、旅の感動や喜びを体感することができ
ます。また「たびのわ」では、「旅行介助ボランティア」の紹介
も行っています。１人で旅行に参加することに不安がある方、
同行する家族に介助の手間をかけたくないと考えている方へ、
旅行に参加する気持ちのハードルを下げて、お一人でも安心し

て旅行にご参加
いただきたいと
いう思いからの
取り組みです。
紹介するボランティアの皆さんは介護の資格・経験をもち、
ユニバーサルツーリズムデスクが実施する面談と試験、研修
を経て登録されています。より安全・快適に旅を楽しんでい
ただくことができる取り組みです。

日本ユニバーサルマナー協会と
コラボレーション

社員研修も強化

企業理念に「ツーリズムを通じて、世界の人々の見識を高め、国籍、人種、文化、宗教など
を越え、世界平和・相互理解の促進に貢献する」ことを謳うH.I.S.グループ。旅を通じて世界
中の人々とふれあい、グローバルな視点で地域・社会の問題に触れ、その解決を一緒に考え
ることで地域社会の発展にも寄与する、新しい旅の形を提案しています。

ユニバーサルツーリズム
旅をサポートするバリアフリー「たびのわ」ツアー

しゅわ旅なかま　

のチカラ

ユニバーサルツーリズムデスク 
薄井 貴之

んの案内で、交通公共機関や道路などのハード面だ

研修用資料手話を操る社員による研修

「しゅわ旅なかま」の旅

専用の車いすで青い海を楽しむ

■国内旅行
＜バス旅行＞
●高山植物に彩られる夏の立山黒
部アルペンルート（扇沢～室堂間
往復）＆白馬岩岳ゆり園3日間
●大相撲観戦（両国国技館）・宝塚
干渉・浅草演芸ホール、東京・
下町の食と文化を堪能する3日間
●河津さくら祭り＆稲取温泉つるし
雛＆伊豆半島桜花めぐり2日間

＜国内旅行（飛行機）＞
●神秘の島「利尻島」高山植物が
咲き誇る花の浮島「礼文島」北
海道・道北花めぐり4日間
●紅葉の白川郷・合掌造りの村内散
策と飛騨高山の古い町並を巡る3
日間
●嵐山・嵯峨野エリア＆大原・比
叡山エリア完全攻略！京都ガイド
と巡る！紅葉の京都3日間
●日本が誇る神々が眠る地の歴史と文
化を学ぶ旅 世界遺産 屋久島4日間

●北海道・冬の風物詩、さっぽろ雪
まつり＆流氷、タンチョウに出会う
旅！北海道感動・大自然紀行5日間

●長崎ハウステンボス「光の王国」＆期
間限定・チューリップ祭り3日間

■海外旅行
●【周遊型】氷河特急（1等）・全ルー
ト制覇！4大名峰スイス周遊8日間
●草原が最も美しいベストシーズン！！
遊牧民と家族になろう大草原の国
モンゴル遊牧民文化交流5日間

●真夏のサンクトペテルブルグに4
連泊、ゆったりロシア世界遺産
紀行8日間

●迫力の野生動物を間近で体験。
3大国立公園・保護区を制覇！決
定版！！ケニア満喫8日間

●充実のヴァチカン市国＆ローマ、
トスカーナの小さな町（塔の町・
サンジミニャーノ、古都シエナ、
ピサの斜塔）を巡る8日間

●直行便で行く！世界遺産の美しい
町・チェスキークルムロフに滞在、
中欧4カ国周遊8日間

●メープル街道をめぐる！ロレンシャン高
原＆カナダの紅葉周遊8日間

●地球の息吹と鼓動を感じる、極
北のアイスランド6日間

●台湾が誇る美しい湖の景勝地
「日月譚」、ノスタルジックな
雰囲気が漂う街「ナイト九份観
光」、天燈上げが体験出来る「十
份」を訪れる。台湾周遊4日間

バリアフリー「たびのわ」 ツアーカタログ

H.I.S.ユニバーサルツーリズムデスク
TEL　03（5360）4761　　FAX　03（5360）4733

URL　http://www.his-barrierfree.com/

お問い合わせ先

て旅行にご参加
いただきたいと
いう思いからの
取り組みです。

ることで地域社会の発展にも寄与する、新しい旅の形を提案しています。

専用の車いすで青い海を楽しむ

H.I.S. ユニバーサルツーリズムデスクは、ホノル
ルマラソンやレースディウォーク（10km）に参加
できるツアーを企画・実施しています。ご参加さ
れるお客様の中には、毎年目標を掲げ、ホノルル
マラソンに向けてリハビリやトレーニングを重ねて
運動機能をさらに向上させ、新しいチャレンジへの
きっかけにされている方も多くいらっしゃいます。
毎年新しい目標を掲げて、繰り返し参加している
方も少なくありません。H.I.S.スポーツセクション
の全面協力を得て、現地での応援体制も充実し、
毎年、旅のなかまの輪が広がっています。2015年
のホノルルマラソンのツアーには、昨年より20名
増の70名近いお客様のご参加があり、2016年は
100名を超える規模の開催を予定しています。

ホノルルマラソンPICK
UP
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H.I.S.グループが実施しているスタディツアーは、ボラン
ティア活動や国際交流の推進、社会課題の学習と問題解決
力の養成、相互理解の促進による世界平和の推進と啓蒙、
環境教育・自然体験学習、さらにNPO・NGOの活動支援
など、多岐にわたっています。参加者は学生を中心に、近
年では子どもからシニアにまで広がり、さらに企業の社員
旅行や学校の教育旅行としても活用されています。
スタディツアーの1つである「カンボジア孤児院交流＆ア

ンコールワット6日間」は、「ツアーグランプリ2015」観光庁
長官賞を受賞しました。ツアーグランプリは、企画力および
マーケティング力の向上、観光立国の施策に寄与することを
目的に最も優れた企画旅行に対して授与されるものです。
このツアーが生まれたのは5年前で、これまでも多くの方

にご参加をいただいています。旅自体が学習プログラムに
なっている点や、出発前を「旅マエ」、旅行中を「旅ナカ」、
帰国後を「旅アト」と位置付け、SNSの活用や参加者がリア
ルに集まる機会をつくるなど、若者の海外体験促進に寄与す
る新しい取り組みとなっていることが評価されました。
年2回、定期的に開催しているツアー参加者の同窓会「旅

アト」では、その場での話し合いをきっかけに、有志が孤児
院を支援するためのフリーマーケットの団体を立ち上げ、売
上金を寄付する活動を始めました。また、その活動に共鳴し
て、以前のツアー参加者が活動に合流したり、ツアー経験者
が誘い合って孤児院を再訪するなど、「旅アト」を舞台に活
発な交流が続いています。

スタディツアーでは、戦後70年を経て、戦争を知らない
世代が多数を占める中、改めて歴史と向き合い、戦争から
学ぶツアーを企画しています。その1つがアウシュヴィッツ
を訪問する「ポーランド・ドイツピーススタディツアー」です。
日本人唯一の公認ガイド、中谷剛氏とアウシュヴィッツ＝ビ
ルケナウ強制収容所跡地を見学。クラクフで現地の方々と
日本語交流会を開催し、学んだことを語り合っています。ま
た、ベトナムの「ツーズー病院」訪問＆孤児院交流ツアーも
実施しています。ベトナム戦争の後遺症に苦しむ子どもの保
護やリハビリを行っているツーズー病院や、障がい者支援の
NGO団体を訪ね、ベトナム
の福祉の現状を学んでいま
す。歴史としっかり向き合
うことが未来につながると
考えるH.I.S.グループは、こ
れからも旅という形でその
機会を創造していきます。

旅で学び、地域社会にも貢献 平和教育にも力を尽くす

学びの旅　スタディツアー

スタディツアーへの想い
私は、スタディツアーの営業・企画に5年以上関わっ

てきました。そして、さまざまな国や地域で活動する方々
と協力しあいながら、旅による学びを多くのお客様に提
供してまいりました。そして今、改めて感じることは「旅」
の可能性についてです。旅は人をグローバルに成長させ
るだけでなく、さまざまな可能性を与えてくれます。そ
れこそがスタディツアーの意義であり、大きな目的です。
世界にはさまざまな問題があります。貧困、環境問題、
戦争、人種差別…。問題解決のために、1人ひとりがで
きることはとても小さく、そして限られています。しか
し、リアルを「知る」ことはできます。スタディツアーは、
世界のリアルを旅に込め、参加者に何らかの意味を与え
ていける。そして、多様な地域
に住む人々や価値観との出会い
で、自分自身を向上させること
ができます。それは、私が5年
以上変わらずに感じている「スタ
ディツアーへの想い」なのです。

INTERVIEW

スタディツアー営業所　小林 健一

スタディツアーの目的
被災地支援 貧困解決ボランティア 国際交流 社会課題の学習と

解決力の養成
現地調査・

フィールドワーク

国際協力活動教育・医療支援 環境保全・保護 環境教育・
自然体験学習

世界平和の推進と
啓蒙

NPO・NGOの
活動支援と啓蒙

ファッションモデルと行く
住居建築ボランティアツアー

海外大学進学への夢に近づく
体験ツアー

モデル業のかたわ
ら、貧困問題など世界
が抱える問題に関心を
もち、精力的に活動し
ている人気ファッショ
ンモデル鎌田安里紗
さん。ファンの皆さん
の「海外に行ってみたいけど勇気がない」という声を聞き、
安心して暮らせる家がない家族と対等な立場で、一緒に
家を築く住居建築ボランティアツアーを開催。途上国の現
状と自立支援のあり方を自分の目で見て学んだ参加者達に
は、ツアーがこれからの自分の将来を考えるきっかけとな
りました。

平成27年度、スー
パーグローバルハイス
クールに指定された新
潟県立国際情報高等学
校。 同校の海外大学
進学コース１年生が、
ハーバード大学、マサ
チューセッツ工科大学、スミスカレッジ、ブラウン大学
などを訪問し、講義の体験やアントレプレナーシップの
ワークショップを行いました。それぞれのキャンパスを
日本人の先輩方に案内してもらい、また意見交換を行う
など、将来の自分の姿と重なります。「海外で学ぶ」とい
う夢の実現に、さらに一歩近づいた研修旅行です。

中学校1年生の時、私はずっと1人で、休
み時間も本を読んだりして過ごしていました。
2年生になってもこの状態が続くのは嫌だな
と思っていましたが、そんな時、母にこの
ツアーをすすめられました。人見知りなので
迷ったけれど、学校だけでない、いろいろな
ところに視野を広げられたらいいなと思って
いたこと、中高生のために企画されたツアー
で安心だったこともあり、参加を決めました。
現地では、どういう風に接すればいいのか

ずっと悩んでいましたが、孤児院の子どもた
ちが笑顔で迎えに来てくれてうれしかったで
す。そして同じような年の子と、久しぶりに
外で疲れるくらい騒ぎました。罰ゲームをし
て、ふざけあったり笑いあったり。言葉は通
じないけれど、友だちになれました。帰国後、
中学校2年生になって、新しいクラスに変わ
りました。今は、積極的に自分から友だちに
話しかけたり、冗談を言って笑わせたりして
います。もう休み時間は1人じゃないです。
クラスでは学級委員を務めていて、市で募って

いる海外派遣にも合格しました。友だちや学
校の先生には、「すごく変わったね」と言われ
ます。ツアーで全国から集まったなかまとの
出会いは、ボランティアとして関わるだけで
ない、素晴らしいものでした。最高です！　
ツアーへの参加を迷っているのならば、ぜひ
一歩踏み出してみてください！！

鎌田 安里紗さんと一緒に建築作業
MITのグレート・ドーム前で記念撮影

孤児院で子どもとふれあう

「死の門」と呼ばれる
アウシュヴィッツ第二強制収容所の入口

ツアー参加者が旅を共有する「旅ノート」 孤児院に寄付する目的でフリマに出店

スタディツアーとは、持続可能な未来社会の創造を目指して、旅を通じて
現地を訪れ、さまざまな社会課題を学ぶ機会を提供するツアーです。スタディツアーとは

●国・都市 カンボジア・バッタンバン
●同行者名 ファッションモデル　鎌田 安里紗さん
●協力団体 特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

●国・都市 アメリカ・ボストン
●団 体 名 新潟県立国際情報高等学校
●協力団体 タクトピア株式会社

「カンボジア孤児院交流＆アンコールワット6日間」
に参加した近藤 千愛さん
（参加時中学校1年生）

親の期待以上の変化に、行かせてよかったと思いました
中学校1年生の時、娘はクラスになじめず、気をもみながら1年が過ぎ、親として

心配していました。もともと娘は、発展途上国や戦争に関心があり、H.I.S.のツアー
はそういった意味でもぴったりでした。海外は少し不安でしたが、担当の方と何度も
お話しするうちに不安感も消え、大丈夫だと確信しました。娘には、学校以外の世界
や出会いを体験して、自分の殻を破ってほしいとツアーへの参加をすすめました。
ツアー中は、家族でH.I.S.のtwitterをのぞき、娘の様子をチェックするのが楽しみ

でした。無事、帰国し、親が期待する以上に旅の出会いに感動があったようで、本当
に行かせてよかったと思いました。特に、一緒に行った中高生のなかまに素敵な人が
多いようで、いろいろ語り合ったりして刺激を受けたようです。中学校2年生に進級
して、何ごとにも積極的になり、自分の意見をちゃんと言ったり行動するようになっ
たようで、親としてうれしく思っています。

友だちや先生にも「すごく変わったね」と言われます

お母さんより
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H.I.S.は事業が環境に与える影響を鑑み、持続可能な社会
の確立を目指して、地球環境への“気付き”と“思い”を育むさ
まざまな「エコツアー」を実施しています。同時に、企業活
動のあらゆる場面で環境保全に努めています。2015年8月
には新たなエコツアーブランド「GREEN TRAVELER（グリー
ントラベラー）」を策定しました。

「GREEN TRAVELER」では、スタッフ自身が体験し、感動し
た旅を提供しています。その旅は旅行者にとっても、受け入れ
る地域にとっても、持続可能で誰もがハッピーになれる旅です。
以下の3つのコンセプトに沿って、企画実施しています。
●感動体験のある旅　　　　　　　●学びのある旅
●豊かな出会いや交流がある旅

私たちは旅行を通して多くの人々に環境問題の深刻さとそ
の保全の必要性を訴えるため、さまざまな「エコツアー」を
企画すると同時に、旅行に伴って発生するCO2をオフセット
（相殺）する「カーボン・オフセット」の仕組みを2012年10
月からスタートさせています。
カーボン・オフセットとは、自らの活動から排出される温
室効果ガスの削減努力を行ったうえで、どうしても削減でき
ない温室効果ガス排出量を 他の場所で行われた削減・吸収
活動に投資を行うこと（排出権の購入）によりオフセットし、
自らの排出に責任をもつ取り組みです。一口（540円）につ
き、旅行中に排出される約154kg相当のCO2をオフセットし、
その資金はブラジル・イタコアチアラのバイオマス・バイオ
ガスの開発に利用され、地域のクリーンエネルギーの創出や
地元の雇用創出に役立てられます。
また、世界自然遺産の屋久島での縄文杉エコツアーでは、
現地ガイド会社の送迎車が排出するCO2をオフセットする取
り組みも進めています。

地球環境を考えるエコツアー 温室効果ガス（CO2）の削減

感動体験・学び・交流のある
旅を地域と共に
エコツアーは、自然環境や伝統文化を大切にしな
がら感動体験・学び・交流のある旅を旅行者に提供。
ツーリズムを通じた、地域の持続可能な社会形成に
貢献するものです。地域の日常に光をあて、観光資
源を掘り起こす役割も担って
います。今後は、エコツーリ
ズムの振興を通じた、地域の
活性化にも貢献していきたい
と思います。

エコツアー営業所 
鮫島 卓

「こども大学地域学部inこうち」プログラムは、限
界集落発祥の地である高知県嶺北（れいほく）地域
で、都市と地方の子ども達が一緒になって5年の歳
月をかけてツリーハウスを創り、それを都市の大人
と地域の大学教員や住民達が支えるという壮大なプ
ロジェクトです。日本の未来を担う子ども達が、都
会暮らしと田舎暮らしの「異文化交流」を通じて、
次世代の豊かさの価値を生み出す化学変化を起して
ほしいという願いでスタートしました。高知大学森
林学科の先生から林業体験を通じて生態系・生物多
様性や地域に根付いたものづくりの大切さを学び、
JAXA職員と一緒に星空を観察して宇宙について学
ぶなど、ツリーハウスづくり以外にも、多くの魅力
的なプログラムを用意しています。

「こども大学地域学部 in こうち」
プロジェクトを実施

スタディツアー・エコツアー　ツアーカタログ
■スタディツアー
＜海外旅行＞
●カンボジア孤児院交流＆アンコール
ワット5.6日間
●ラオス学校支援と交流7日間
●カンボジアの小学校で音楽を教える
8日間
●孤児院で子ども達と交流＆アユタヤ
観光タイ4.5日間
●カンボジアの家族と家を建てよう
8日間
●ストリートチルドレンを遠足へフィリ
ピン.セブ島5日間
●フィリピンマニラで貧困問題を
考える4.5日間
●インド.マザーテレサ施設ボランティア
活動7.11日間
●ボリビア.ウユニ塩湖と孤児院交流
8日間
●ベトナム.ホーチミン チャイルドケア
ボランティア4日間
●バガン遺跡観光＆ミャンマー文化
体験5日間
●「ツーズー病院」訪問＆福祉施設で交
流 ベトナム5・6日間

●ホームステイとスラム訪問でインドを
知る8日間
●観光立国ネパール 復興応援ツアー
6日間
●JICA活動を視察＆世界遺産を巡る
スリランカ6日間
●ミャンマーにおける臨床医療の現場
を知る6日間
●「歴史」と「いま」を考えるポーラン
ド.ドイツピーススタディツアー8日間
●世界最大のスラムとイチゴプロジェ
クトから学ぶインド5日間
●シリコンバレーで自分の将来を考える旅
9日間
●ハーバード社会企業大学スタディプ
ログラム5.7日間
●チェルノブイリの事故とキエフをたどる
7日間

＜国内旅行＞
●福島の今を知り、私たちの未来を考
える2日間

■エコツアー
＜海外旅行＞
●モンゴル遊牧民文化交流6日間
●ケニア・アンボセリゲームサファリ
とマサイ族文化交流6日間
●タイ絶景秘境　カンチャナブリエコ
ツアー5日間
●チェンマイ・ロイクラトン祭りエコ
ツアー5日間
●世界遺産パラオ　感動体験5日間
●世界遺産ムル国立公園ジャングル
探検5日間
●キナバル山登頂チャレンジ5日間
●絶景のヒマラヤ大展望トレッキング
ネパール6日間
●カナディアンロッキー絶景ハイキング
7日間

●ニュージーランド南島絶景トレッキ
ングハイライト8日間
●キリマンジャロ登頂チャレンジ
10日間

＜国内旅行＞
●縄文杉・白谷雲水峡トレッキング
付き　世界遺産屋久島3日間
●世界遺産小笠原 自然環境を学ぶ
6日間
●サンゴ礁環境保全と島文化を学ぶ
石垣島4日間
●利尻山登頂と礼文感動トレッキング
4日間
●燕岳登頂チャレンジ2日間
●富士山登頂エコチャレンジ2日間

スポーツは音楽と同じように、たとえ言葉が通じなくて
も人と人の出会いのきっかけになり、新しい交流を創り出
す力になります。H.I.S.では、スポーツ観戦旅行にとどまら
ず、スポーツを通じて現地の人々と交流し、その国や地域
の歴史や文化に触れ、相互理解を深め、さらには現地の課
題解決の一助となるようなスタディツアーを数多く企画し
ています。たとえばフィリピン・セブ島のストリートチル
ドレン支援NPOであるイロイ・メモリアル・スカラーシッ
プ（EMS）と協力し、彼らの生活の実態を知り、さまざまな
スポーツを通じて交流するツアーを実施しています。「言葉
は通じなくとも、体を動かすスポーツを通じて交流するこ
とで、チームの大切さ、助け合う大切さを伝えることがで
きた」と参加者は振り返っています。また、本場アメリカで
ストリートバスケットを体験、日本の若者とアメリカの若
者との交流をスポーツを通じ実現するツアーも実施。年間
100名を超える参加があります。

H.I.S.エコツアーの現地ガイドさんは、屋久島生ま
れ・屋久島育ちのガイドさんだけあって、非常に分
かりやすい解説をしてくださいました。それぞれ個
性的で、一緒に歩いて楽しめました。さらに、世界
7大陸最高峰登頂されているガイドさんの同行もあ
り、話していただく内容すべてが興味深かったです。
添乗員さんは年齢も同じということで親しみやすく、
ご本人も山登りが好きということで他の山話などで
盛り上がりました。今度は北海道ツアーでお世話に
なりたいです。その前に富士山ツアーもあるとのこ
となので、楽しみがさらに広がりました。
民宿では郷土の食材を使った美味しい食事をいた

だきました。しかしそれ以上に、山中泊の夕食で生
野菜が食べられるとは思っていませんでしたし、山
中泊の朝食のホットサンドにも驚きました。
最後に、屋久島縦走を無事に達成できたことはもち

ろん、ツアーなのに他の方々としっかり交流できたとい
うことが本当に楽しかったです。参加者全員の笑顔が
多いツアーで、ガイドや添乗員の皆さんが、より良いツ
アーとなるようにいろいろと考えて行動されているから
満足度が高いツアーになるのだと思いました。旅行中
に誕生日を迎えた方へ、サプライズでバースデーケーキ
をプレゼントされたこともとても素敵な出来事でした。

■H.I.S.スタディツアー営業所
　TEL　03-6836-2551　　FAX　03-5360-4733
　URL　http://eco.his-j.com/volunteer/
■H.I.S.エコツアー営業所
　TEL　0570(05)2300　03（5360）4810　FAX　03-5360-4733
　URL　http://eco.his-j.com/eco/

お問い合わせ先

送迎車のCO2をオフセット

ストリートバスケット体験

「世界遺産 屋久島縦走
宮之浦岳・縄文杉・
白谷雲水峡 4日間」に
参加した大場 祐里さん
（2015年）

参加者全員が笑顔になる、
魅力的なツアー

環境問題を問う旅 国際交流の旅
スポーツを通じた国際交流の旅スポーツを通じた国際交流の旅
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近年、インドネシア、フィリピン、ベトナムから日本
に渡航するビザ要件が大幅に緩和され、数次ビザの有効
期間は最長5年に、滞在期間は最大で30日間に拡大して
います。これに伴い、中国に加えて東南アジアからの訪
日旅行のニーズも急速に高まっています。H.I.S.グループ
の海外拠点においても、新たな支店の開設や雇用を増や
して需要増に応え、現地での訪日旅行の募集に力を入れ
ています。東南アジア各国はもとより、アメリカ、ブラ
ジル、ハワイ、オーストラリア、さらに欧州各国で開催
される旅行博などには、訪日旅行のブースを確保、訪日
旅行に関する情報提供を積極的に進めています。
さらに、たとえばベトナムにおいては、現地拠点がフリー
ペーパーにあらかじめスペースを確保、日本の自治体など
に対して、観光情報を掲載する働きかけを行っています。
海外拠点が、日本
の情報を現地の人々
に積極的に伝える役
割を果たすことに
よって、日本に対す
る理解や交流の促進
に大きな役割を果た
しています。

H.I.S.グループのジャパンホリデートラベル
は、日本本社を中心に中国の北京・上海・成都・
武漢・杭州に提携店をもち、訪日旅行を幅広く
サポート。現在では、中国からのインバウンド
取扱実績が日本国内でトップ級となっていま
す。訪日外国人客の利便性の向上にも力を入れ、
2015年1月に新千歳空港カウンターを開設、さ
らに、関空・成田・羽田・札幌に続き、中部国
際空港国際線１Fにカウンターをオープンし、到
着や出発手続きの対応業務を行っています。ま
た、2015年10月には札幌営業所内に「札幌ツー
リストインフォメーションセンター」を開設。訪
日客の徹底サポートのため、さまざまな取り組
みを進めています。

H.I.S.グループでは、急増する訪日外国人旅行客向
けのサービスを拡充するため、ツーリストインフォ
メーションセンター（TIC）を、全国15カ所※に設置。
外国人スタッフによる英語、韓国語、中国語、タイ
語など最大18カ国言語対応で、さまざまなサービス
を展開しています。中でも2015年4月に大阪・心斎
橋にオープンした「大阪ツーリストインフォメーショ
ンセンター」は、日本最大級の300坪のフロア面積を
もち、旅行案内カウンターだけでなく、ドラッグス

トアや免税品、お土産物等の店舗も入居。旅の情報や
オプショナルツアーの提供だけでなく、ショッピング
も楽しめる「すべてがココで完結する」をコンセプト
とした場所となっています。また、各インフォメーショ
ンセンターでは、地域独自のサービスも展開。さらに
周辺の、外国人利用者が多いホテルや飲食店にも周知。
地域振興の拠点としての役割も果たしています。

日本を訪れる外国人の数は急増し、訪日旅行市場にお
いて旅行会社が果たす役割は、非常に大きくなっていま
す。訪日外国人に対して安全・安心はもちろん、魅力あ
ふれる旅を提供することは、H.I.S.グループの大きな使命
です。そのためH.I.S.グループは、さまざまな施策を実施。
その大きな基盤が、当社グループならではの海外拠点網
です。世界62カ国130都市、200拠点に広がる海外拠点
と、受入側である日本国内のH.I.S.グループとのダイレク
トな連携のもと、いわば川上と川下をつないで魅力ある
訪日旅行を企画・販売しています。
さらにH.I.S.グループでは、日本の各都市、各観光地の

魅力を十分に知っていただくため、受け入れ観光地で自
ら旅を企画し販売する「着地型観光事業」を強化していま
す。地元を知りつくした人ならではの旅行商品の造成や
現地情報の提供は、世界各地から日本に向かうお客様に、
より充実した旅の準備を可能にしています。
ANAセールス株式会社との共同出資で設立した

「H.I.S.ANAナビゲーションジャパン」略称HAnavi（ハナ
ビ）では、ANAの国内線を利用した商品で、日本各地区
の魅力を組み込み、H.I.S.グループ海外拠点網を利用して
世界へ配信。また、H.I.S.グループのタイ人スタッフがお
すすめする新宿、上野・浅草、原宿・表参道、お台場スポッ
トの情報を多数収録したアプリ「Touch！ Tokyo」もタ
イ語と英語で提供しています。
　H.I.S.クーポンは、旅行先のレストラン、オプショナ

ルツアー、レンタカー、ショッピング、ホテルなどが人
数限定で割引になるタイムセール時限式クーポンです。
旅行アプリにおいて1位を獲得するなど、年間約100万人
が利用。全国の観光地の魅力を発信し、旅行者の利便性
の向上と“地域のファン化”への発展を実現しています。

訪日客を徹底サポート
訪日旅行者の駆け込み寺TIC

海外拠点でも訪日旅行情報を提供

訪日外国人が急増している今、日本や日本文化への感動的な出会いを創造するとともに、
観光振興を通じた雇用の拡大や地域の活性化、地域経済の発展をもたらす事業として、
H.I.S.グループはさまざまな取り組みを推進しています。

訪日客で地域活性化
海外拠点を活かし川上から川下まで

海外拠点でも訪日旅行情報を提供

訪日旅行者向けアプリ｢TOUCH! TOKYO｣

さらに地域社会に密着した海外拠点へ
現在200を数えるH.I.S.グループの海外拠点網は、
私たちのグローバルな旅行事業の展開にとって、そ
の基礎となる重要なネットワークです。世界中で旅
行需要が拡大する中、特にアフリカ、中近東、中南
米など日本人旅行者がまだ少ない国に対しても、拠
点開発の強化・拡大を進めていきます。
そして、観光開発に貢献するのはもちろんのこと、
日本人以外の観光客も取り扱っていくことで、現地
の経済・社会の活性化に貢献していきます。
現在、海外拠点では訪日旅行だけでなく、拠点網
を活かした、日本以外の国々の間の行き来も活発化
しています。相互の文化交流に貢献していくとと
もに、今後もそれぞれの地域
社会に密着した海外拠点とし
て、できる限りの貢献をして
いきたいと思います。

INTERVIEW

海外営業本部
古川 裕之

原宿ツーリストインフォメーションセンター札幌ツーリストインフォメーションセンター

バンコクの旅行博におけるH.I.S.ブース

大阪ツーリストインフォメーションセンター

※札幌、銀座2カ所、新宿2カ所、渋谷、原宿、品川、秋葉原、六本木、
池袋、上野、大阪、京都、奈良（2015年12月現在）

PICK
UP

海外拠点を活かし川上から川下まで
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2015年、H.I.S.グループの海外拠点数は、世界62カ国
130都市200拠点まで拡大しました。進出国数は、旅行会社
として世界最大です。H.I.S.グループではこれらの拠点を足
場に、現地における旅行事業を拡大することを通じて、世
界の人々の相互交流や地域の活性化に貢献しています。
また、その旅行事業は、地域や国独自の貴重な自然や歴

史遺産、伝統文化を守ることであり、さらに新たな魅力を
発見していくことであると考え、現地の人々と共に、観光
資源の保全や発掘に努めています。
たとえばインドネシアにおいては、バリ島の伝統文化の

保存継承を支援するため、「影絵師シジャ師の哲学思想を伝
えるDVDの製作」「プリアタン村の伝統的レゴン舞踊の保存
継承支援」「幻の古典舞踊ジョゲ・ピンギタンの後継者育成」

など、さまざまな支援を行っています。また、ラオスにお
いてはルアンパバーン支店のローカルスタッフの出身の村
を訪ねる『なりきりモン娘』というオプショナルツアーを企
画・販売。観光を通じて、伝統的な暮らしを守る地域の維持・
活性化をバックアップしています。
さらにH.I.S.グループのそれぞれの海外拠点は、旅行事業
に従事するだけでなく、地域や国のさまざまな課題解決に
向けた支援を積極的に進め、被災時の援助金の寄付や孤児
院への寄付、生活必需品の贈呈などを行っています。

現地に貢献する海外拠点
海外拠点国数NO.１のH.I.S.

●ベトナム▲

 アウトバウンド事業の拡大に伴う大幅な雇用創出を
実現（現在299名、前年比115％）

▲

 日本各地の空港よりベトナムに向けチャータービジネ
スを積極展開。ベトナムの魅力をプロモーションし、
多くの観光客を誘致。地域社会の活性化と雇用の
創出に貢献したことで、ベトナム政府からベトナムツー
リズムアワードインバウンド部門第一位を授与された

▲

 孤児院へ寄付および生活必需品贈呈（文房具、遊
具、日本食、乳児用品）

▲

病院へ寄付

海外拠点の主な取り組み

定期航空便が未就航の地域におい
て、外国人旅行客の獲得は容易では
ありません。航空便の就航は、観
光振興や地域活性化の重要なポイン
トです。H.I.S.グループでは、国際
チャーター便専門の航空会社アジア 
アトランティック エアラインズ(HB）
を所有。定期便の就航していない地
方都市とアジア各国を結んで、旅行
客の受け入れや地域の活性化に貢献
しています。2015年1月～3月期に
おいては、タイから日本の小松・青
森・鹿児島など全国15空港へ、そし
て全国16空港からシンガポール・シェムリアップ（カ
ンボジア）・バリ島（インドネシア）・バンコク（タ
イ）へ、合計36本の日本各地とアジアをつなぐ双方
向チャーター便を運航しました。
また、関西営業本部では、年末・お盆などに、ベ

トナム・ダナンへのチャーター便を販売するなど、
グループでチャーター便による座席の供給を強化。
これらのチャーター便の就航は、その地域を訪れる
人々の便宜となるだけでなく、地元の人々がその航
空機を利用して海外旅行を楽しむ機会を増やすこと
につながっています。

各地にチャーター便が就航。地域活性化に貢献します。PICK
UP

●
青森

●
札幌

●
    仙台

● 

●

●

●
静岡

●　　小松
新潟

成田

福島

広島山口 ●
名古屋

●
関西

●
●

●
松山 ●

　高知
●

福岡

●
宮崎●

鹿児島
●

●

●

●

●
プーケット

●

シンガポール

●

バンコク

シェムリアップ

ダナン

バリ島

ケアンズ

バリの伝統舞踊

H.I.S.グループは、海外の各拠点で、さまざまな形でのコミュニ
ティへの参画、コミュニティ発展のための活動を展開しています。

●ハワイ▲

 ハワイ大学のツーリズム専攻へ奨学金を寄付。観
光産業が重要なハワイにおいて、将来ハワイのた
めに活躍する学生をサポートする

▲

 ハワイ最大級のチャリティーイベント『Great Aloha 
Run』に協賛。約3万人が来場するプレ・イベントに
て『日本』をテーマとしたブースの出展、および日本
行きの旅行商品をPR。低所得者や身体障がい者への
支援やハワイの子ども達の教育環境改善を支援す
るために、イベント全体として約40万ドルがハワイ
のコミュニティに寄付された

●マレーシア▲
 高校生の修学旅行を通して、植樹活動や現地マレー
シア人の家庭訪問でのホームステイ体験、ゴム研究
所、森林研究所への訪問を実施

▲

 現地校との学校交流会などでスタディツアーを実施。
また障がい者老人ホームへの訪問および寄付活動を
実施

●ラオス▲

  ラオス伝統の紙すき＆提灯づくり体験ツアーや同じ
くラオス伝統の竹かごづくり体験ツアーを企画販売
し、観光客をご案内することで過疎化が進む村の活
性化に貢献

孤児院へ寄付等

日本各地とアジアをつなぐチャーター便の路線イメージ

伝統の竹かごづくり体験ツアー障がい者老人ホームへの訪問

Great Aloha RunのH.I.S.ブース

伝統の竹かごづくり体験ツアー

Great Aloha RunのH.I.S.ブース孤児院へ寄付等

障がい者老人ホームへの訪問
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H.I.S.グループでは、地元ならではの情報を発信しなが
ら、独自の風土や文化、歴史、特産品、隠れた名所などを
折り込みながら、より魅力ある旅行商品を造成しています。
特に最近の訪日旅行の活発化を踏まえ、H.I.S.グループの
国内各拠点では、商店街のイベントなどにも積極的に参
加。地元の人々の間に入り、より多くの情報に接しながら、
協力してホテルや旅館選定、アクティビティの開発を進
め、従来地元の人だけに知られていたような魅力ある商品
の発掘と造成を進めています。
さらに訪日旅行客の誘致に積極的に取り組む自治体が

増える中、自治体と連携して観光誘致のプログラムをつ
くり、地域の振興に貢献しています。
また、H.I.S.グループは内閣府後援「ふるさと名品オブ・
ザ・イヤー」の公式サポーターとして、2015年9月より、
全国の自治体・観光施設が発行している観光パンフレット
を「H.I.S.クーポン」サイト、アプリに掲載を開始しました。
各自治体には観光パンフレットが用意されています。しか

しこれらのパンフレットは、観光地に訪れなければ閲覧でき
ません。H.I.S.グループでは、観光パンフレットを電子化し
て集約することにより、旅行者が事前にスマートフォンなど

で閲覧し、地域観光の魅
力や名品の市場背景を知
ることを可能にしました。
同時に各自治体において
は、閲覧者数の数値化を
図ることが可能となり、
パンフレットの設置の見
直しや部数調整によって
印刷経費の削減や紙の縮
減による自然環境の保護
が実現しています。

TOMOTRA（トモトラ）
東日本大震災の被災地の高校生
が企画・ガイドをする「TOMOTRA
（Tomodachi Travel Agency）の
「がんばろう東北福島応援ツアー」
は3年目を迎え、2015年も2回実
施されました。これまで延べ247
名の方が参加しています。企画メ
ンバーである高校生も3代目とな
りました。現在はいわきの観光地
紹介に加え、参加者と高校生の交
流にも重点を置いています。

ラグーナテンボス
ラグーナテンボスでは、毎年
夏休み前に「水辺の安全教室｣を
開催。蒲郡市内の小学生、中学生
に対し、海や山などに出かける機
会が増える夏休み中の水難事故を
防ぐ心構えと、誤って水中に落ち
てしまった際の対処法を説明しま
した。
5年前から継続して実施し、
2015年は海陽学園の中学1年生
136人に対して講習を実施しました。

ハウステンボス
ハウステンボスでは、2015年
7月に第6回目となる「早朝ハーフ
リレーマラソン」を開催しました。
地域交流や健康維持を促す、多目
的な催しです。また、福岡の河東
中学校が地域への感謝の気持ちを
伝えたいと企画したイルミネー
ションに、10万球のイルミネー
ションや映像機器を無償貸与。12
月25、26日に生徒や地域住民の見
守る中、華やかに点灯しました。

古宇利島
沖縄北部に位置する古宇利島で、

地元の漁業組合と一緒にプライベー
トビーチをオープンしました。道路
が通っていないため、漁業に携わる
地元の人しか知らない美しい浜辺で
したが、ぜひこの海を紹介したいと
いう声に応え、共同してツアーの企
画を進めました。ファミリー層を中
心に2,000名を送客、新たな観光資
源として確立しました。

栗原
宮城県中小企業家同友会栗原支部

とH.I.S.グループの合同企画で、タイ
発4泊5日の、宮城・岩手県内の観
光地を巡るツアーが実現しました。
参加者はタイ支店が現地で募集。
チャーター便で仙台空港に直行しま
した。延べ258人が来日、雪山の景
色や着物着付け体験、ミニ畳づくり、
餅つき体験などで日本独自の文化を
楽しみました。

長崎棚田
棚田百選にも選ばれた長崎県大
中尾棚田で農作業を体験する旅を実
施しています。6月は田植え、7月
は草刈り、9月は稲刈り、10月は脱
穀と精米など、収穫に至る一連の農
作業を体験。さらに収穫されたお米
（2kg）が秋になると自宅に届く特典
付きとなっています。都市部と農村
を結び農業や食の大切さを多くの人
に伝えています。

市川三郷町
山梨県市川三郷町で毎年行われる
山梨県最大の花火大会に、市川三郷
町と合同で首都圏からのバスツアー
を企画し、観光客を誘致しました。
地域密着型店舗として、各自治体と
連携して訪日外国人旅行者や県外か
らの観光客を誘致。地域の活性化に
つなげていきます。

沖縄離島
沖縄県・小浜島（こはまじま）は、
ハワイ諸島と同緯度にある八重山諸
島のほぼ中央に位置しています。世
界有数のサンゴ礁に囲まれ、シュ
ノーケリングなどが楽しめます。ま
た、この地域の星空は「天文学者27
名が厳選！綺麗な星空」で全国第1
位に選ばれています。貴重な島の自
然に癒されるスローライフを提案し
ています。

桜町開発
九州産業交通ホールディングス
は、熊本市中心部の桜町地区で市街
地再開発事業を計画。2016年着工、
2018年完成を目指しています。
事業のコンセプトは、熊本城に隣
接する立地を活かした「おもてなし
の庭」づくり。バスターミナルや宿
泊・商業施設、市の大型集客施設な
どを建設し、熊本市の中心街を再生
します。

日本社会に貢献する
地域開発を推進し社会を活性化

地域貢献

地域開発

スマホで閲覧できる
デジタルパンフレット（イメージ）

H.I.S.グループは、芸術
などの文化支援にも積極
的に取り組んでいます。
澤田会長が理事長を務め
る、東京交響楽団への支
援もその１つです。

東京交響楽団
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「いい旅研究室」は、商品の品質管理や、お客様が安心
してご旅行できるように安全に対する取り組みを進める
ことを主な任務としています。
2015年度は主に、パッケージツアーで使用しているバ
スに対する車載カメラの導入を進めました。特にアジア、
アメリカ、オセアニア地域の各支店では装着が大きく進
み、バスの安全管理の徹底化が実現しています。
また、商品の質の向上を図るため「お客様座談会」を開
催し、2015年度は、計11回行いました。この座談会は、
旅行を経験されたお客様にお集まりいただき、自由にご
感想やご意見を述べていただくもので、60歳以上のシニ
アの方や学生の方、添乗員付ツアーにご参加いただいた
お客様など、グループ別に開催しています。

そして旅の安全・安心の一層の推進のため、取引先・ツ
アーの企画や広告に携わるスタッフへの研修会も継続して
います。2015年度は東京、大阪、名古屋、福岡、北海道、
沖縄の各地で実施しました。遠方のスタッフへは、テレビ
会議システムなどを駆使して各営業所・支店をつなぎ、全
国のスタッフへ研修を実施しました。
さらに、従来から取り組んでいる各店舗への社外覆面調査
員による調査を強化。訪問頻度を高めると同時に、任意に設
定したテーマに絞って、意識的に調査を深めるなど、より大
きな効果が得られるように調査内容の工夫を重ねています。

●お客様の声
タイ旅行で、特典サービスとして無料Wi-Fiが

あった。残念ながら一部の地域（駅や百貨店）しか
利用できず、すべての地域では利用できなかった。

▶対応
現地でお渡しする説明書面に、接続の方法や

利用可能なエリアなどの詳細を加え、より分かり
やすい書面に改善した。さらに、説明書面のお渡し
だけでなく、現地でのガイドからの説明を徹底
した。

●お客様の声
出発前に配布された現地情報誌に載っているエステサロンが、写真と比べ

ておしゃれではなかった。エステティシャンには問題がなかったが、設備が
古めかしく、シャワーが壊れたりして、せっかくのリゾート気分が少し損な
われた。お店に改善を求めるか、現地情報誌には料金に見合ったエステサロ
ンを掲載していただきたい。

▶対応
お客様のご意見を受け、使用されたお部屋を確認すると、シャワーから出る

お湯の方向が左右に振れていたので、すべてのお部屋を確認。壊れているシャ
ワーはすべて交換し、シャワーブースの壁もすべてペンキで塗り直した。他に
も、雨季に入り、ヴィラ入口タイルなどにコケがついていたため、すべて除去
し入口の壁のペンキを塗り直した。また、2階のスパルームは、使用している
ソファーカバー・マット・プールチェアなど新しく交換をした。

H.I.S.では、お客様満足を拡大し、さらにサービス・品
質の向上を図るため、CS・ES管理本部内に「お客様相談室」
を設けています。「お客様相談室」は、月約4,000通を超え
るアンケートはがきとEメールで寄せられるお客様からの
ご意見を、テレビ会議などで各店舗と迅速に共有。苦情件
数の削減と国内外のサービス向上に活かしています。
「お客様相談室」あての苦情件数は年々減っており、2015
年度は1,015件で前年比56件の純減となりました。帰国後
のお客様からいただくアンケートにおける担当者評価で
も、5段階評価で平均値は4を上回り、年々向上しています。
今後は、販売店舗や海外支店との連携をさらに強めて、

2014年度は、「出発案内」を全面的に改定し、より分かり
やすい構成・内容へと全面的に改訂しました。2015年度は、
申し込み時や旅先でのよくあるトラブルを紹介するページを
新たに作成し、申し込み時の注意喚起を強化しています。起
こりがちな失敗例やその原因などについて、文章だけでなく
4コママンガにし、分かりやすく表現したものです。ツアー
パンフレットについても、従来より旅行業界で定められている
表示ルールに加え、歩行時間目安の掲載や、H.I.S.独自の
分かりやすい分類マークを工夫するなど、社内で統一的に
運用しています。

事業会社の取り組み

お客様の声からの改善事例 

いい旅研究室

お客様満足の拡大は、常にH.I.S.グループの大きな課題です。そのため世界共通の高いレ
ベルのサービスの実施と安全を第一に考えた事業運営、さらにお客様の声を集約し迅速に
改善に結びつけるシステムづくりで、課題の実現を図っています。

お客様満足の追求
安全・安心で質の高いサービスを追求

お客様相談室　

期待を超えるお客様満足を目指して

お客様相談室は、CS推進のための重要な要であるため、
今期より社内ではCS推進室として進化していきます。
そして、お客様のお申し出を拝聴して解決に向けて動

くとともに、お申し出の背後にある本質的な問題にまで深
く掘り下げて解決を図り、より高いお客様満足の実現を図
ります。また、お客様に高評価を得られたサービスの共有

も推し進め、よりお客様が満足され
るサービスの向上に努めてまいりま
す。真のサービスを追求し、さらなる
『お客様志向』を浸透させる部署とし
て進化し、ひいてはお客様におすす
めされる会社を目指して、お客様満足を追求していきます。

お客様相談室 横山 良彦

INTERVIEW

徹底的な
お客様志向

お客様座談会

注意喚起のため、マンガで表現

ラグーナテンボス
日本初の360°3Dマッピング

「ラルース」が好評なラグーナテン
ボス。お客様に楽しんでいただく
ため、｢雨の日サービス」も開始。
雨の日のご入場者様に、雨を楽
しむアイテムをプレゼントして
います。

アジア アトランティック エアラインズ
タイ人乗務員への日本語研修を
定期的に開催し、日本語のスキル
アップを図っています。また、日本
のおもてなし精神を基本として、
機内サービスを向上。日本のみな
らず、ご搭乗いただいた各国の皆
様にご好評をいただいています。

グアムリーフホテル
きめ細やかなサービスを強みと
し、H.I.S.グループブランドの安心
感をスタンダード化しています。
ロビーに24時間、常時日本人ス
タッフを配置するなど、海外でも
安心できるサービスをお客様に
提供しています。

500

1,000

1,500
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2,500
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2,219

1,900

1,638

1,015

2010 2011

1,573
1,389

1,071
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●「お客様相談室」あての苦情件数の推移

相談室にあがっていない不満の実情にも着目し、真にお客様
に満足いただけるサービス・品質を追求してまいります。

安全・安心で質の高いサービスを追求
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H.I.S.グループは「ツーリズムを通じて、世界の人々の見識
を高め、国籍、人種、文化、宗教などを越え、世界平和・相
互理解の促進に貢献する」（企業理念より）ことを願って事業
を展開してきました。旅行は、国境を越えて世界の人々を結
びます。そこでは新たな出会いと交流が生まれ、相互の理解
と信頼が育まれます。そして、日常生活では得られない新た
な発見と感動は、時には人生の大きな転機となります。
H.I.S.グループはその確信をもって、一部の限られた人し

か楽しむことのできなかった海外旅行を、より多くの人が自
由なスタイルで楽しめるものにつくりかえてきました。そし
て旅先でのさまざまな出会いを、今もつくり続けています。

お客様に新しい旅を提案する
旅が人生・社会を豊かにする

「いい職場推進室」は、H.I.S.全スタッフ
の働きがいの向上を実現するための組織と
して、さまざまな取り組みを行っています。

●スタッフミーティング
社長をはじめ、役員と社員が顔をあわせ、意見交換

を行い理解を深める会です。毎年数回開催し、実情を
理解し、課題の解決を図る有意義な場となっています。

●家族参観DAY
日頃H.I.S.の社員を支えてくださるご家族を対象に、
旅行業務や羽田空港研修等を体験していただき、職
場理解を深めていただく機会です。今後も定期開催し、
各地区にも拡げていきます。

●朝食サービス開始
夜に偏りがちな就業スタイルを朝型シフトにすること

で、残業削減を図ります。暖かくヘルシーな朝食を摂る
ことで、健康促進・業務効率アップにもつながっています。

●THANKS BANK
社内各部署間の業務連携の中では、日々多くのナイ

スプレイがあり、社員相互間の感謝が生まれています。
その気持ちをインタラクティブに伝えあい、活躍を「見
える化」するシステムをスタートしました。毎月400件
以上の「ありがとう」が投稿されており、件数によって
ポイントが付与されます。今後は評価にも反映させて
「感謝の気持ちにあふれ、連帯感の強い風土」を促進し
ていく予定です。

●三行提報
スタッフの誰もが、いつでも改善提案や新規提案、

コンプライアンスも含む業務上の問題等を簡単に（三
行で）提言・質問できるシステムです。該当部署から
の回答が必ず返信されると同時に、必要な業務改善も
実際に図られます。

また、全社員を対象とした社員意識調査を毎年実施
しています。最新の調査で働きがいポイントがやや低
下した事実を真摯に受けとめ、課題を洗い出して、社
員の働きがい向上に努めてまいります。

いい職場推進室の取り組み

Girls Love Hawaii
さまざまな特典を設けた大人可

愛い旅 Girls Love Hawaii

タビフレ！
H.I.S.グループと世界一周団体
TABIPPOによる若者応援メディア

旅を促す試みPICK
UP

H.I.S.クーポン
旅行先のレストラン、ホテルな
どが人数限定で割引になるタイム
セール時限式クーポン

道草旅
旅行会社が提案するのではなく、
自分が思いつくままに旅をする新
しい旅のカタチ

ユメセン
スポーツで活躍している現役・
OB選手が「夢をもつ素晴らしさ」
を子どもたちに伝授

旅はもっと自由で、もっといろ
いろな形がある――H.I.S.グループ
はそう考えています。「こんな旅も
あった｣ ｢旅先でのこんな楽しみも
あった｣と改めて気付いてほしい。
そして旅に出て、素晴らしい体験
をしてほしいと思っています。そ
のためのさまざまな“仕掛け”を用意
しました。旅には人を大きく成長
させる力があると考えるからです。

若い人の海外旅行が減少傾向にあるといわれる中、
H.I.S.グループでは、さまざまな形で海外旅行の楽しさを伝
え、旅に出るきっかけをつくりたいと考えています。その
ためさまざまな取り組みを進めています。
その1つが、大阪と東京新宿にオープンしたハワイ専門店

「H.I.S. Hawaii」です。ハワイ州観光局のサテライトオフィ
スにも認定され、旅の枠を超えた情報発信基地として位置
付けています。コンセプトは「ハワイの風を感じる場所」。こ
こでしか買えないハワイのグッズも用意しました。
また、旅のきっかけづくりを提供するコンセプトショッ

プ「H.I.S.旅と本と珈琲と」を、2015年10月に表参道にオー
プンしました。コンセプトは「まだ見ぬ理想の旅と、出会え
る場」。旅行会社の店舗は、旅行商品を買うための場所と思
われていますが、この店は誰もが気軽に入店でき、旅行へ

新しい旅の提案

渋谷本店のAIディスプレイ

観光ガイドを手配するサイト「Guiddies」

●社員意識調査の推移
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の思いを高めていける場所と位置付けています。店内には
1,500冊もの旅に関する本が置いてあり、スペシャリティ
コーヒーを飲みながら旅の情報を得ることができます。ま
た、15カ国以上の旅行経験をもつコンシェルジュが、お客
様それぞれの旅への想いを実現していきます。
また同じコンセプトの店舗、東京・渋谷本店には、モニタ
の映像が空中に浮かぶように見える、AI（Aerial Imaging）
ディスプレイを導入。「旅に行きたいと思っていただく」「旅に
行きたいと思う人を、ワクワクさせること」につなげています。
そして、海外のカンボジアでは、観光ガイドを手配す
ることに特化した、シンプルなプラットフォームとして
「Guiddies（ガイディーズ）」のサービスを開始。海外拠点が
チェックしたクオリティの高い現地ガイドの紹介を、世界
中のお客様に提供していきます。このサイトは今後、世界
各地域の観光地でも展開していく予定です。

観光ガイドを手配するサイト「Guiddies」

家族参観DAY 朝食サービス
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労働環境の改善

人財育成 子育て支援

内定式は、民族衣装で参列

障がい者雇用を促進
H.I.S.では、障がい者雇用に積極的に取り組む立場から

「御殿場サポートセンター」「熊谷ギブアウェイセンター」
を設置しています。同時に、2014年度からは地区本部で
の採用を強化しています。結果、2015年3月には法定雇用
率2.02％を達成しました。その後、10月末にはいったん
1.96％となりましたが、引き続き2％超の雇用率を安定し
て達成するため、業務の切り出しと雇用の拡大を図ります。
「熊谷ギブアウェイセンター」では、日程表作成業務に

ついて、2015年3
月に受発注をより簡
便にする新システム
を導入。業務の生産
性を、従来比50％
以上向上させ、同セ
ンターで就業するス
タッフの業務負担を

軽減し、夏の繁忙期でも定時での退社を可能にしました。
今後の障がい者雇用については、現在「ユニバーサル
ツーリズムデスク」で取り組みを強化している車いす利用
の方に向けた旅行商品の拡充と連携し、そこで活躍でき
る障がい者の雇用を推進します。

●障がい者雇用率
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●さわやかホットラインにおける人権に関する相談比率
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熊谷ギブアウェイセンター

働きやすい豊かな職場環境の創造と、1人ひとりに対する公
平な成長の機会の提供は、企業としての大きな使命です。そ
の一環として、有給休暇取得日数の向上を目指してきました。
2015年度は長期休暇制度の改定などにより、有給休暇平均取
得日数は平均8.27日となり、前年度の7.25日を大きく上回りま
した。半日単位で有給休暇が取得できるようにしたことなどが
成果を生みました。2016年度は、アニバーサリー休暇を半期
に１日取得とするなど、制度の見直しを継続し、1人当たりの平
均有給休暇取得日数を９日間にすることを目標とします。
社外通報窓口「さわやかホットライン」は、適正な業務確保

のための内部統制システム構築の一環として設置され、倫理
コンプライアンス違反の早期自浄の体制として機能していま
す。2015年度の相談件数は22件。そのうち人権関連は10件、
45.5%でした。これは、労働環境についての社会的な意識が高

H.I.S.グループでは、全スタッフに対して、自己啓発と成
長のための機会を提供することを基本方針とし、2014年度
に導入した2つの研修制度を引き続き実施しています。1つ
は「サブ添乗研修」で、添乗員付きツアーに同行し添乗業務
を学ぶとともに、自社のツアー商品を実際に体験すること
でお客様のニーズを理解します。2つ目は「海外業務研修」。
海外支店でお客様の受け入れや、現地での予約・手配を経
験することで、新たなキャリア形成につながります。2015
年度は、既存の幹部研修を経営人財育成研修Ⅰ・Ⅱに変更し、
次世代幹部候補にまでも対象を広げて実施しました。
また、人財育成の観点から、採用国に関係なく優秀な人
財を登用する制度やグローバル評価制度、新入社員が入社
月を自由に選択できる制度も引き続き活用しています。多
国籍採用については、2015年度は130名を採用、前年の70
名を大幅に上回っています。国籍も同じく18カ国から21カ
国に拡大しました。

障がい者雇用拡大の一環として、マッサージ
ROOMに1名のマッサージ師の増員（計3名体制）
を行いました。希望する社員に対し、有資格者に
よる本格的なマッサージを提供しています。休憩
時間を利用して、最短20分を単位に、手軽に施術
を受けることがで
きることから、リ
ピーターになって
利用する社員も多
く、障がい者の雇
用の面だけでなく
社員に対する福利
厚生の充実として
も成果を上げてい
ます。

このマークは、次世代育成支援
対策推進法に基づいて行動計画を
定めた企業のうち、目標を達成し、
一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「子育て
サポート企業」として認定するものです。H.I.S.は、
この「くるみんマーク」の取得を目指しています。

女性社員比率が63%のH.I.S.では、ワーキングマザーを支
援する制度の充実は不可欠です。「ママパパチョイス」では、
育児休暇は通常の１年間に加えてさらに１年間延長するこ
とが可能です（正社員勤続3年以上）。
短時間勤務制度では、小学校入学年の4月30日までと、一

般の取得期間より大幅に長期間としています。育児休暇を取
得する男性社員も増えており、今後もその拡大を図ります。
「ママパパチョイス」を利用する社員の増加に伴い、短時
間勤務に就く社員が働きやすい職場の確保も課題となって
います。その解決策として、これまでと違った形態の店舗
開発や在宅勤務など、新たな働き方を取り入れていく検討
を行っています。

従業員満足も追求する

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

2011

社員一人あたりの平均取得日数（日）

※2011年度は、東日本大震災のため、特別に有給休暇を付与しています

6.56※ 6.37
6.74

7.25
8.27

2012 2013 2014 2015（年度）

●有給休暇取得日数の推移

くるみんマーク

マッサージ ROOMの拡充

経営者人財の育成に力を尽くす
2015年は全社をあげ、世界で活躍できる人財育成

に注力しました。その１つが、H.I.S.グループの枠を超
えて活躍できる人財の育成の場、「澤田経営道場」です。
また、これまでの幹部研修を一新して、経営人財育
成研修と改めました。次世代幹部候補となる人財まで
を対象とすることで、社内の成長スピードをあげること
を意識しました。社内ベンチャー制度の運用も始めて
います。すでに「入社月選択制度」※を利用した社員が、
制度利用で得た経験や学びを活かすために応募し、事
業化に向けてプロジェクトを進めています。今後もグ
ローバルに活躍できる経営人財
の輩出のため、さまざまな施策
を推し進めていきます。

人事本部
北谷 益章

INTERVIEW

※「入社月選択制度」とは、新卒入社対象者に限り、入社月を4月
から1年以内の希望時期に設定することができる制度

まったこと、また2015年度は、社内の声をもっと引き出そうと、
各種相談窓口のPRを定期的に社内イントラネットで発信したこ
とに起因します。「これはハラスメントでは？」という相談も目立
ちました。ハラスメントを未然に防ぎ、真に働きやすい職場を
目指すために、今後も相談しやすい環境を整えていきます。
H.I.S.では、従業員や来店中、旅行中のお客さまの安全確
保にも努めています。特に大地震など、緊急時への対応は
非常に重要です。帰宅困難な事態への備えとして、各店舗
には非常食や飲料水、懐中電灯、簡易毛布等をひとまとめ
にした「帰宅支援セット」を配布し、定期的な入れ替えを実
施しています。また、緊急時にそれぞれがどのような行動を
とる必要があるか、具体的な対応マニュアルや非常連絡網
の見直し、拡充を進めています。
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通じ、この交流の懸け橋になって
いきたいと思います。
辰巳様より、評価をいただい

たスタディツアーだけでなく、よ
り社会にメッセージを発信してい
けるエコツアー、ユニバーサルツ
アーなども強化していきたいと思います。また、環境問
題では、ハウステンボスでの取り組みに対して良い評価
をいただきましたが、ご指摘いただきましたように、今
後は、H.I.S.グループとしての削減目標をもって取り組ん
でいきたいと思います。
最後に、社内意識調査で「働きがいがある」が少し低下し

たことを重く受け止め、顧客満足が働きがいにつながるよ
うな施策と労働環境の改善を推進していきたいと思います。

中核主題 課題 取り組み項目 掲載ページ

組織統治

H.I.S.グループ会長メッセージ P.4～5
トップメッセージ P.6～7
企業理念とCSR P.12
CSRマネジメント P.12～13
コーポレート・ガバナンス P.14

人権

デューディリジェンス さわやかホットライン P.36
人権に関する危機的状況
加担の回避
苦情解決 さわやかホットライン P.36
差別及び社会的弱者 障がい者雇用を促進 P.36
市民的及び政治的権利
経済的、社会的及び文化的権利 ユニバーサルツーリズム P.20～21
労働における基本的原則及び権利 従業員満足も追求する P.36～37

労働慣行

雇用及び雇用関係 従業員満足も追求する P.36～37
労働条件及び社会保障 労働環境の改善・子育て支援 P.37
社会対話
労働における安全衛生 労働環境の改善 P.36
職場における人材育成及び訓練 次の経営者を育てる、人財育成 P.19、P.37

環境

汚染の予防
持続可能な資源の利用 温室効果ガス（CO2）の削減 P.24
気候変動の緩和及び気候変動への適応 温室効果ガス（CO2）の削減 P.24

環境保護、生物多様性、及び
自然生息地の回復

地球環境を考えるエコツアー　 P.24
ハウステンボスの挑戦 P.15～16

公正な事業慣行

汚職防止 いい旅研究室 P.33
責任ある政治的関与
公正な競争 いい旅研究室 P.33
バリューチェーンにおける
社会的責任の推進 いい旅研究室 P.33

財産権の尊重

消費者課題

公正なマーケティング、事実に即した
偏りのない情報、及び公正な契約慣行 お客様満足の追求 P.32～33

消費者の安全衛生の保護 お客様満足の追求 P.32～33

持続可能な消費 ハウステンボスの挑戦
現地に貢献する海外拠点

P.15～16
P.28～29

消費者に対するサービス、支援、
並びに苦情及び紛争の解決

お客様の声からの改善事例
お客様に新しい旅を提案する

P.33
P.34～35

消費者のデータ保護及びプライバシー
必要不可欠なサービスへのアクセス お客様満足の追求 P.32～33
教育及び意識向上 お客様満足の追求 P.32～33

コミュニティ参画
及び発展

コミュニティへの参画 「地域社会との調和」全ページ P.26～31

教育及び文化
次世代を担う若者の育成
学びの旅 スタディツアー
環境問題を問う旅、国際交流の旅
現地に貢献する海外拠点

P.18
P.22～23
P.24～25
P.28～29

雇用創出及び技能開発 「地域社会との調和」全ページ P.26～31
技術の開発及び技術へのアクセス
富及び所得の創出 「地域社会との調和」全ページ P.26～31
健康
社会的投資 九州産交グループの挑戦、オリオンツアーの挑戦 P.17

本年のレポートでまず感
じたのは「ツーリズムを通じ
て世界平和と相互理解の促
進に貢献する」という企業
理念のもと、その役割を積
極的に果たしていこうとい
う強い意志です。世界情勢
が新たな緊張状態にある今、
人と人が向かい合い相互理
解を深めることは大変重要
であり、旅行業の果たす役
割はますます大きいと思い

ます。特に「スタディツアー」においては「カンボジア孤
児院交流ツアー」など多くのユニークな旅に取り組み、
旅行後に参加者が集う機会を設けることで、新たな支
援活動なども生まれていることを知りました。また、戦
争を学ぶという意欲的なテーマのもと、アウシュヴィッ
ツやベトナム戦争の後遺症に苦しむ方の病院への訪問
なども実施されています。こうした取り組みは、ぜひ継
続し、多くの人に参加していただきたいと思います。
ハウステンボスでは、エネルギーの供給と消費が
完結するシステムを実践され、新たに営業を始めた
ホテルにおいては、年間電力需要量の一部を賄う「エ
ネルギー自立」の計画が表明されています。折しも、
2015年12月にパリで開催されたCOP21では、「パリ

H.I.S.のCSRレポートを拝読して

第三者意見をうけて

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会
（NACS）常任顧問
辰巳 菊子様

今後さらにH.I.S.グループがCSRを推進し、質の高い
CSRレポートを作成するため、2015年12月22日に
辰巳様にお越しいただき、第三者意見を頂戴しまし
た。以下は、いただいたご意見をまとめたものです。

協定」が採択され、世界196の国と地域のすべてが温
暖化対策に取り組むことを約束しました。こうしたな
かでの取り組みとして大変価値のあるものです。さら
にH.I.S.グループでは電力の小売り事業に参入し、将
来は再生可能エネルギーを使った発電事業も計画して
いると報告されています。旅行業の枠を超えた意欲的
な取り組みであり、実現に期待します。
今後の課題として検討いただきたいことがありま

す。1つは、CO2排出削減の取り組みについてです。
旅行業では、航空機燃料やガソリンの消費によって排
出されるCO2をいかに削減するかが大きなテーマで
す。すでに「カーボンオフセット」に取り組まれてい
ますが、その実績をさらに推進していくと同時に、本
社や各拠点におけるCO2の排出量の把握と削減目標お
よび実施プランの策定を行い、本レポートで経過報告
を行っていただきたいと思います。
また、社員の皆さんの「働きがい」意識の向上につ
いて、数値の低下報告がありました。冒頭にも述べま
したが、旅行業が果たす社会的な役割は大きく、社
員の皆さんは、そのことへの共感をもって入社された
と思います。実際、お客様の期待や感謝も決して小さ
くありません。お客様の声をもっと社員の皆さんに伝
え、日々の仕事の励みにすることで「働きがい」意識
向上の一助になると思います。次年度に向け、具体的
な行動計画をまとめていただきたいと思います。

今回のCSRレポートは、以前のものよりグループ全体の
活動を報告できるよう心がけました。H.I.S.グループとして
の共通するH.I.S.ポリシー・経営理念の実践がH.I.S.グループ
のCSR活動と位置付け、社内外の活動を進めてまいります。
今、世界では、さまざまな価値観がぶつかり合い、特

定の集団の利益、地域益、国益を優先した対立が増して
きています。一方、市場経済のグローバル化、情報のグ
ローバルネットワーク化が進み、地球的規模で、個々人が
直接世界とつながることによるさまざまな価値観の形成も
起こっています。この社会の大きな変化の中で、企業の果
たす社会的な役割はますます大きくなってきています。
旅は、実際に現地に行き、自分の目で見、交流すること

で、この多様な異なる価値観の人々の間に相互理解を促
進する力があります。H.I.S.グループは、さまざまな事業を

ISO26000 中核主題対照表 第三者意見

取締役 相談役 CSR推進管掌
行方 一正
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Shinjuku Oak Tower 29F
http://www.his.co.jp

CSR事務局
H.I.S. CO., LTD

〈CSRレポートアンケート  ご協力のお願い〉
このたびは、H.I.S.グループのCSRレポートを最後までお読みいただき誠にありがとうございました。今後のCSR活動や、より良いレポートづくりのために、皆様から貴重なご意見・ご感想を
お聞かせいただければと考えております。お手数ですが、右記URLにアクセスをいただき、Webアンケートにご協力を賜りますと幸いです。http://www.his.co.jp/csr/

10450070


