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報道関係各位
2018 年 3 月 30 日

（株）イトーキ、オフィスポ、（株）Campus for H、クラフトボス、（株）シマノ、
（株）スノーピークビジネスソリューションズ、セノー（株）、（株）タニタヘルスリンク、東京西川、

（株）ユニバーサル園芸社、（株）ルネサンス、11 の企業およびブランドが参画

“WORK“から”PLAY へ“
“働き方改革”を改革し、働き方に新しいソリューションコンテンツを提供する

企業横断型プロジェクト「FROM PLAYERS」を設立

公式サイト https://from-players.jp/

多様な知見と事業リソースをもった 11 の企業とブランドが集結し、働き方に新しいソリューションコンテンツを提供する、
企業横断型プロジェクト「FROM PLAYERS」（読み：フロムプレイヤーズ）を 2018 年 3 月 30 日に設立しました。

現代の日本社会では、働き手の減少が進み、「一人ひとりがいかに高い生産性を発揮するか」という点が、大きな課
題となっており、労働時間の適正化はもとより、今までの常識に囚われず、社会全体でこれからの働き方を考え直さなけ
ればならない時代を迎えています。

本プロジェクトは、「はたらく人ひとりひとりが、より良いコンディションで、最高のビジネスパフォーマンスを発揮できる状態を
つくる」をビジョンに掲げ、企業が成長していく上での主役を“働き手”（＝PLAYERS）と捉えながら、これまで主にマネジ
メント視点で進められてきた“働き方改革”を改革し、働き手視点（＝FROM PLAYERS）での新しい働き方（＝
PLAYSTYLE）を考え、発信していきます。

そして、それぞれの専門性をもった 11 の企業・ブランドのコラボレーションにより、PLAYSTYLE を実現するためのプロジ
ェクト型ソリューションを共同で提供し、働き手が最高のパフォーマンスを発揮できる社会の実現を目指します。
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ビジョンおよびロゴマークについて

・ビジョン
はたらく人ひとりひとりが、より良いコンディションで、最高のビジネスパフォーマンスを発揮できる状態をつくる

・ロゴマーク
ビジネスの象徴でもあるネクタイを 180 度“ひっくり返す”ことで、”発見”の象徴であるエクスクラメーションマークに見立て、
「どんな働く現場にも、見方を変えるだけでイノベーティブな発見がある」という理念を表現しています。

設立の経緯：最高のパフォーマンスを発揮できる働き方を目指す
日本では 1995 年をピークに生産年齢人口の減少がはじまり、この 20 年余りで人財リソースは企業の成長を大きく

左右する要素となりました。このため、労働時間の適正化や健康増進、高齢者や女性、外国人が働ける職場づくりなど
「働き方改革」は大きな社会的テーマとなっており、その中でも日本人の 1 人当たりの生産性は諸外国と比べて低いこと
が、特に大きな課題として注目されています。

2000 年に世界 2 位を記録した日本の 1 人あたり名目 GDP は、その後順位を大きく下げ、2017 年には先進国が
加盟する OECD 加盟 35 ヶ国中 20 位に位置しています。

「FROM PLAYERS」の参画企業が、2014 年 3 月にビジネスパーソン 4500 名を対象に実施した「日本人のパフォ
ーマンス発揮度」の調査では、「仕事に関する自分の能力を 100 とした時に、直近１ヶ月であなたは、どれ位ご自身の
能力を発揮できていたと思いますか」という質問に対し、平均で約 69％という結果となっており、残りの約 30％分のパフ
ォーマンスを発揮できていないという結果が出ています。

どのようにすれば、働く人が毎日、最高のパフォーマンスを発揮することができる社会をつくれるのか──そのような問い
から企業横断型プロジェクト「FROM PLAYERS」は、誕生しました。働き手が少なくなっている現代だからこそ、一人ひと
りが日々、より良いコンディションで最高のパフォーマンスを発揮できる新しい働き方を考えたい──そんな思いを持った
11 の企業・ブランドで働くスタッフたちが集まり、これからの日本の働き方のスタンダードを生み出していく活動を展開してま
いります。

活動コンセプト：“WORK”から“PLAY”へ
“働く”を表現する言葉がいくつか存在する中で、現在、“WORK”は、その最も代表的な言葉として用いられています。

しかしながら働き方の主体を働き手に置いたときに用いるべきは、機械やロボットにも置き替えられる“WORK（働く）”で
はなく、働き手がより能動的にイキイキとまるで遊ぶかのように働く“PLAY（働く）”であるべきないかと考えました。

一人ひとりがビジネスの主役となる“PLAYERS（働き手たち）”の視点に立って、自らのパフォーマンスを最大限発揮
する“いいはたらく”とは何かを考える。そうすることで、働き方の在り方が 180 度変わっていくのではないかと考えています

「FROM PLAYERS」は、多様な知見と事業リソースをもった参画企業とブランドにより、これまでの働き方の枠にとらわ
れず、“働き手視点”の新しい働き方像を議論し、それを社会的に普及させていくための活動を行います。

そして、その働き方に共感する人や企業、団体が実践するために必要な環境や制度、教育などの手段を共同で提案
していくことで、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮できる新しい働き方を生み出し、より良い社会の実現に貢献した
いと考えています。
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活動概要：4 つの活動を柱に PLAYERS 視点の働き方を実現
「FROM PLAYERS」では参画する企業とブランドがこれまで培ってきた事業を軸として、中長期的な視点で大きく 4

つの活動を柱として、PLAYERS 視点の働き方の社会的実現に向けて活動していきます。

1．「PLAYSTYLE」に関するリサーチ
現在の働く環境における課題や世の中の企業がすでに行なっている施策を独自にリサーチし、新たなソリューションコンテ
ンツを開拓していきます。
・国内外の「いいはたらく」を実践している先進事例の調査や事例紹介
・各種専門分野の研究者、実践者との連携によるパフォーマンスを発揮するために不可欠な要因の把握

2．「PLAYSTYLE」を実現するソリューションの提供
参画する 11 の企業・ブランドの知見と事業領域を連携させながら、最高のパフォーマンスを発揮するためのソリューション
を提供していきます。
・パフォーマンスのリサーチから、ソリューションコンテンツの導入、効果検証を含む、プロジェクト支援サービスの提供
・各メンバーの事業領域をベースとした環境、制度、教育など 360 度視点で必要なコンテンツの提供

3．「PLAYSTYLE」のフィールドテスト/実証実験
PLAYERS 視点での働き方改革を実践し、事前事後の変化を検証していきます。
・参画メンバー内におけるフィールドテストの実施
・一般応募企業におけるフィールドテストの実施

4．「PLAYSTYLE」の文化提唱
上記 1～3 で蓄積した知見を世の中に発信し、官民も連携しながら新しい働き方の定着に努めていきます。
・フィールドテスト結果の公表、実施効果の見える化
・「PLAYSTYLE（働き方）」を提案するセミナー・シンポジウムなどの実施

参画する企業・ブランドのソリューションコンテンツ
「FROM PLAYERS」の参画する企業・ブランドが提供するソリューションコンテンツをご紹介します。

・株式会社イトーキ
働きながらカラダとココロの健康づくりを促すオフィス空間ソリューション「Workcise
（ワークサイズ）」。座りっぱなしによる運動不足の解消、仕事中のちょっと一息な
どオフィスで自然と健康活動が増え、仕事の効率も高まるオフィス空間づくりをご提
案します。
https://www.itoki.jp/solution/workcise/

・オフィスポ
オフィスでやれる、ひらめく運動。オフィスに運動プログラムを宅配します。いま流行の
ヨガや坐禅に加え、世界でゴールドメダルを獲得するなどトップレベルで活躍するアス
リートたちを講師に迎えカラダ・ココロ・アタマを活性化するプログラムをご提案しま
す。
http://www.offispo.com/



4

・株式会社 Campus for H
効果の高い働き方・休み方改革。その取り組みの成果が、パフォーマンスや社員
のエンゲイジメントにつながっているか？検証可能な取り組みのデザインを提案し
ます。また、社員のコンディショニングのためのサービスをマインドフルネスアプリ
「MYALO」や、セミナーでご提案します。
http://campus-h.com/

・クラフトボス（サントリー食品インターナショナル株式会社）
“働く人の相棒コーヒー”「BOSS」から、場所や時間にとらわれずに働く新しい世
代に向けて誕生した「クラフトボス」が、オフィスをより快適で、心地よくしていくため
に、“コーヒー（飲料）”の視点でサポートしていきます。
https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/

・株式会社シマノ
「自転車通勤マインドスイッチプログラム」は、自転車通勤の不安・疑問の解消や
運動効果のレクチャー、体験走行で交通安全ルールや走行ノウハウを実践いた
だく、体験型ワークショップです。自転車通勤を通じて心と体のコンディションを整
えるプログラムをご提案します。
https://bike.shimano.com/ja-JP/home.html

・株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
自 然 と のつ な が りを 感 じな が ら 新 し い働 き 方 を 生 み出 す 「 CAMPING 
OFFICE」。オフィス環境を自然に近づけるだけでなく、ビルの屋上や緑地部分、
自然豊かなキャンプ場で商品開発、新事業創造などのクリエーティブなミーティン
グや合宿、研修など、他にはない生産性の向上をご提案します。
http://snowpeak-bs.co.jp/

・セノー株式会社
働くためのコンディショニングを整えるために、『仕事中の思考・気持ちの切り替え』
『チーム内での協力意識を高める』『長時間デスクワークの影響対策』など、オフィ
スでのちょっとした時間にスポーツ活動を通して健康づくりができる環境（設備・
製品）をご提案します。
http://www.senoh.jp/

・株式会社タニタヘルスリンク
タニタのノウハウに基づく集団健康づくりサービス「タニタ健康プログラム」。「健康経
営は難しくない」をモットーに、健康計測機器とインターネット、ヒューマンサービスを
有機的につなぎ、「はかる→わかる→きづく→かわる」という健康づくりの PDCA サ
イクルを実現するソリューションをワンストップでご提案します。
http://www.tanita-thl.co.jp/
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・東京西川（西川産業株式会社）
睡眠事業に携わる企業として‟休息“のご提案を「眠り」を通して行っていきます。
デスクや専用ルームでのお昼寝の推奨や睡眠コンサルティングとして眠りのセミナ
ー開催など、快眠によってより高いパフォーマンスを発揮できる環境作りをしっかり
サポートしていきます。
https://www.nishikawasangyo.co.jp/

・株式会社ユニバーサル園芸社
オフィス内の森で快活なミーティング。机のグリーンを囲んで弾む会話。
「自然と共にある」生き生きした働き方を空間ディスプレイ・緑のプロダクトを中心
にご提案します。
http://www.uni-green.co.jp/

・株式会社ルネサンス
全国 104 か所に拠点のある、スポーツクラブルネサンス。中小企業から大企業ま
で 1,000 以上の法人に、「働く力を健康から支える」、健康経営サポートプログ
ラム（コンサルティング、健康測定、レッスン、健康セミナー、アプリ）をお届けして
います。
https://hcbiz.s-re.jp/hc/

フィールドテストに参加いただくトライアル企業の募集
フィールドテストとは、対象となる企業内において、11 ブランドの事業領域やコンテンツを活用した PLAYER 視点での

働き方改革を企画・実践し、その事前事後の効果検証を行う取組みです。

企業横断型プロジェクト「FROM PLAYERS」では 本年度フィールドテストの対象として、参画メンバー内の事業所、
さらに「FROM PLAYERS」の趣旨やビジョンに賛同し、その取り組みを試験的に実施し、一緒に効果検証の取り組みに
参画を希望されるトライアル企業を募集いたします。

フィールドテストでは、「FROM PLAYERS」参画メンバーが、トライアル企業に対して PLAYSTYLE を実現していくた
めのリサーチから運用、実施評価等、コンテンツの導入だけではなく一定期間のプロジェクトの実施プロセス全体をサポー
トさせていただきます。

募集期間     ： 2018 年４月末迄を予定
実施内容      ：  ①パフォーマンスリサーチ Pre（社員の皆さまのパフォーマンスレベルや阻害要因の調査）
               ②企画ワークショップ（社員の皆さまと参画メンバーで目指す PLAYSTYLE の企画づくり）
               ③コンテンツの実施（目指す PLAYSTYLE を実現するためのコンテンツを導入し、運用）
               ④パフォーマンスリサーチ Post (Pre と同様の調査を行い、結果を比較)
               ⑤レビュー (実施効果と次に向けた課題の整理)
               ※①②④⑤のプロジェクト支援については無償にて対応させていただきます。
                ③のコンテンツの導入にかかる費用はトライアル企業様のご負担となります。
トライアル実施期間 ： 2018 年８月頃迄を予定
対象            ： FROM PLAYERS の趣旨に賛同し、一緒に新しい働き方に挑戦したい企業
応募方法          ： プロジェクトの WEB サイト（https://from-players.jp）の問い合わせフォームより

“フィールドテスト参加希望“とご記入の上、事務局宛にお問い合わせください。
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フィールドテストにトライアル企業として参画することに興味関心がある、より詳しく話を聞きたいという企業のご担当者
は、プロジェクトのホームページのコンタクトよりプロジェクト事務局宛にお問い合わせ下さい。
●フィールドテストのお問合せ先 https://from-players.jp/

フィールドテストの結果につきましては９月頃に公開イベント、ホームページなどでご紹介させていただく予定です。トライ
アルの募集に関しては対応できる企業数に限りがございますので、急遽応募を締め切らせていただく可能性があります。
予めご了承ください。

フィールドテストの実践イメージ
参画メンバー内において、それぞれの知見や事業領域を活用して下記の取り組みの実践、効果検証を進めていく予定
です。

キャンプ会議
今日の会議は、屋外で。自然に囲まれながら、リラックスしたコミュ
ニケーションをとりつつ、非会社的な環境がメンバーの絆を強くしま
す。

スポーツミーティング
そこにボールがあるだけで、同僚との会話が弾む。軽く体を動かし
ながらミーティングすることで、コミュニケーションとクリエイティビティを
活性化します。

ポイントプログラム
仲間と一緒に新しい働き方にチャレンジする。個人やチームの活
動をポイント化やランキングで“見える化”することで、社内や部署
内で高めあう雰囲気が生まれコミュニケーションが活性化します。

セルフ・コンディショニング
運動、食、睡眠、マインドフルネス。セルフ・コンディショニングする
ためのノウハウをそれぞれの分野のプロフェッショナルから楽しく学び
ます。

パワーナップ
休憩時に短時間の仮眠を挟む。積極的な休養が、疲れの緩和
だけでなく、心身をリセットすることでより高い集中状態を引き出し
ます。

自転車通勤
満員電車からの開放。朝一番に爽やかな風を感じ、適度に体を
動かしてから仕事に入る。業後は習い事や買い物など、ちょっとし
た寄り道が楽
しみになるかも。


