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ティングを担当。帰国後、ゴールドマン・サックス証券会社等の金融機関において、金融商品開発、マーケティン
グ、営業に従事。その後、米グッゲンハイム・パートナーズにおいてディレクターとして日本拠点の立ち上げに尽
力。2016年に株式会社 TPOを起業。UWC ISAK（UWC International School of Asia, Karuizawa）評議員。

Chief Service Officer / 横井　泰輔　Taisuke Yokoi
法政大学法学部卒。北海道生まれ。大学卒業後、大手人材サービス企業にて営業及び営業マネージャーとして
従事。その後、 EAP（従業員支援プログラム）企業にてコンサルタント・研修講師として、国内外の大手・中小企業、
官公庁など様々な職場で働く「ひと」がいきいきと生産性高く活躍するための支援に取り組む。メンタルヘルスやマ
ネジメント、コミュニケーションに関する研修を多く手がける。

Chief Branding & Culture Officer / 田中裕美子　Yumiko Tanaka
慶應義塾大学環境情報学部卒。東京で生まれ、幼少期をアメリカで過ごす。高校生で留学したデンマークで、仕事
にもプライベートにも幸せを求め、豊かな暮らしを送るデンマークの文化に出会う。大学卒業後はバング＆オルフ
セン　ジャパン株式会社に入社し、アジアパシフィックの CRMマネージャーやカントリーマネージャーの補佐を経
て、国内のマーケティングおよび PR活動の責任者を務める。

Advisor to CEO/ ジャック・マニヤン   Jacques Magnan
フランスのマルセイユで生まれ育つ。パリの Ecole des Minesでエンジニアリング課程を修了した後、日本やアメリ
カのJP Morgan、モルガン・スタンレーなどの投資銀行の東京、ニューヨーク拠点でデリバティブのトレーディング業
務に従事。 CEOのアドバイザーを務める他、 ITおよび財務部門の責任者を担う。 UWC ISAK（UWC International 
School of Asia, Karuizawa）のファウンダーの一人でもある。

投資家

会社名

設立日

株式会社TPO 　東京都による経営革新計画の承認を受けています

本店

2016年7月7日

東京都港区六本木 6-6-2-301

事業内容

代表取締役

コーポレートコンシェルジュサービスの提供

マニヤン麻里子

2006年慶應義塾大学法学部卒業。 2006年リーマン・ブラザーズ証券会社に新卒で入社、以後バークレイズ・
キャピタル証券、ゴールドマンサックス証券株式会社にて法人営業を務めヴァイスプレジメントまで昇格。その
後外資系広告会社にて国内大手自動車メーカーのグローバルブランディングの営業担当を務める。 2019年よ
りTPOに入社。

                        Sales Director/ 武見 顕子  Akiko Takemi

取引先企業　株式会社電通、株式会社NTTデータ、三菱地所株式会社、
　　　　　  三井不動産株式会社

会社概要

大学卒業後、大手人材サービス会社にて派遣コーディネーター・キャリアコンサルタントを経験した後、経理に興
味を持ち経理の道へ。東証一部上場企業 (大手人材サービス企業、大手 IT企業 )にて10年以上経理業務全般
(日々の業務から年次決算、有価証券報告書の作成等 )に従事。 2019年よりTPOに入社。コーポレート部門の責
任者を務める。

Accounting and Administration Director / 井上 優香  Yuka Inoue



①コンシェルジュサービス ②ユア・ウェルビーイング プログラム

TPOの提供する2つのサービス
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ユア・ウェルビーイング プログラム：
ビデオ会議システムを利用した、見逃し配信ありのオンライン配信プログラム
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スマホで参加可能

毎日開催！       



月間プログラム例
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・上記はプログラムイメージです。スケジュールは毎月更新されます。

編集前

【ポジティブ心理学】時代に左右されない「強み」を育てる (4回シリーズ )
ポジティブ心理学の研究が進み、「強み」を日常的に活用することが高いウェルビーイングにつながることが

わかってきました。当講座では、自分と周りの人の強みを発見し、共に育て、強みをベースとした職場や家庭

を作るためのヒントを学びます。

【睡眠の質を上げる】快眠セラピストが教える働く人の快眠メソッド
1万人以上の眠りの悩みを解決してきた講師による睡眠の質を上げるための睡眠マネジメントセミナー。

睡眠のメカニズムや具体的な快眠法を、エビデンスや体験談、簡単なエクササイズを交えながら、仕事のパ

フォーマンスにつながる快眠のコツを伝えます。

【栄養バランスを整える】手軽に取り入れるグリーンスムージー
忙しい現代人に不足しがちな葉野菜を効率的に摂取できるスムージー。スムージーを飲むことで得られる効

用やレシピ、作り方を、日本におけるグリーンスムージーの第一人者である講師が紹介します。

【肩こり腰痛などの改善】セルフケアと入浴法
鍼灸師であり、温泉ソムリエでもある講師が、デスクワークで凝り固まってしまった肩や背中を心地よくほぐ

し、腰痛に効くツボや効果的な入浴法を伝えます。



コロナ禍以降心身の健康を維持するパッケージを運営

サービス利用
企業数

参加者満足度・
リピート回数

プログラム
開催実績

約30社

約18,000名

55種類以上

550回以上

平均93%以上

1名5.5回以上
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オンラインプログラムの実績紹介

2020年より利用対象者18,000人に対して、550回以上のイベントを開催
ウェルネスに向けたエクササイズやセミナーを行い満足度は 95%を超える
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イレギュラーな勤務・生活環境が長引く中での課題

個人の健康、well-being、quality of life の悪化（WHO）

運動量 孤独感

喫煙、アルコール摂取量の増加など、
肥満以上の心身の健康リスクを引き起こす
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With/Afterコロナにおける企業の最優先事項は「健康管理の継続」

健康リスク増大化懸念は複数

● 孤独感による鬱疾患の増加

● 家族の心身のケア

● 福利厚生セミナーの実施ができず、

知識のインプット機会の損失

(%)

出典:「企業活動再開後、優先して取り組む施策 (複数回答 )」
株式会社帝国データバンク　 https://www.tdb-di.com/2020/07/sp20200709.pdf

※母数は、有効回答企業 1万1,275社

No. 項目 全体 大企業 中小企業

1 従業員の健康管理の継続 64.3 72.2 62.5

2 感染症予防対策 54.6 65.5 52.2

3 既存事業の再強化 41.4 42.4 41.2

4 新型コロナ騒動前と同水準への回復 36.8 37.1 36.7

5 手元資金の準備 31.9 22.6 34

6 多様な働き方の継続(テレワーク他） 31.3 47.5 27.8

7 既存取引先の強化 29.8 26.8 30.5

8 取引先の新規開拓 29.3 23.5 30.5

9 新規事業の強化 24.6 22.5 25.1

10 資金計画の再度見直し 24 18.3 25.3

11



出典:経済産業省「健康経営銘柄2018」及び「健康経営優良法人（大規模法人）2018」に向けて
https://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907002/20170907002-1.pdf

健康関連リスクと損失コスト分析

出典:経済産業省「健康経営の推進に向けた取組」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/yuuryouhoujin.pptx

健康経営度と健診・レセプトデータの突合分析

健康になることで年間900万円の損失削減 (※)
(※)効果試算例:健康施策により高リスク社員30名を20名に減少させた場合
前:高リスク社員 30名×900,000円=27,000,000円/年
後:高リスク社員 20名×900,000円=18,000,000円/年　

・年間医療費22,638円/人の差
・健康保険料率upへの影響

健康経営度が低い企業はコスト負担が大きい
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https://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170907002/20170907002-1.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/yuuryouhoujin.pptx


多くの健康経営は、ヘルスとフィットネスに留
まることが多い

TPOはウェルビーイングまでを支援コンシェ
ルジュによる支援とオンラインプログラムで
ウェルビーイングの実現を支援
　　　　内がサポート範囲

フィットネス機会にウェルビーイング要素を追加
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「ユア・ウェルビーイングプログラム」は2種類・見逃し配信一部対応

1
5

健康経営特化型（2種）：

● 毎日のエクササイズと月4回の健康知
識インプット機会の提供

● 月間24回程度のコンテンツ配信

All-in型（4種）：
● 毎日のエクササイズと月4回の健康知

識インプット機会の提供
● インスピレーション・教養・お子様向けま

で
● 月間55回程度のコンテンツ配信



ユア・ウェルビーイング プログラム4つのポイント

健康経営優良法人・なでしこ銘柄の認定項目へ対応
運動・女性の健康・睡眠・メンタルヘルス等のセミナーを内包

人事部の工数削減と外部委託セミナーワンストップ化支援
自社実施の負担軽減、講師選定や複数委託の悩みを解決

1

2

経験豊かで参加者を飽きさせないユニークな講師陣/女性活躍推進施
策としても利用可能
空手世界チャンピオンから医師までを抱する幅広いラインナップ

3

単発ではなく日々の積み重ね
自社実施の負担軽減、講師選定や複数委託の悩みを解決

4



空手世界チャンピオンやCrossFit世界大会上位入賞者など経験豊かな講師による運動習慣の支援
女性の健康やメンタルヘルスに関するセミナーには産婦人科専門医や産業医、心理学コーチが登壇

経験豊かな講師陣　〜ユニークなプログラム〜

17



All-in型のご紹介/週間カレンダーと概要

1
8

内容概要
● 合計4種類のプログラム
● 健康経営優良認定法人対応プロ

グラム（①毎日エクササイズ、②
週に1回の健康知識インプット機
会の提供）

● ③学び・インスピレーション、④
チャイルドケア・その他等

概算開催回数
● 月間55回程度*

*講師都合により変更する場合があります。



　●プログラム　　:1.エクササイズ【平日週3-5回(8時台)程度】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　   2.エクササイズ【平日毎日(12時台)】言語:日本語週3回/英語週2回
                                3.ヘルスリテラシー向上など【月4回程度】

                                4.学び・インスピレーション、チャイルドケアなど【月2-3回程度】 
　●見逃し録画対象:ヘルスリテラシー向上など【月4回】配信日の翌日から1週間視聴可能

　●ご利用人数　　: ご相談ください。

　●ご利用期間　　:3ケ月間〜

　●参加促進ツール:PRフライヤー、イメージ動画　※データにてご提供

　●納品物　　　:PRフライヤー、イメージカレンダー、週次カレンダー、各プログラム

　

パッケージに含まれるもの

全体の流れ

価格

ご契約 社内へ開始案内 月次報告ご本人にて会員登録・プログラム予約・参加

●ご契約後、ご利用企業様のメールアドレスのドメインをご提供ください
　※参加申込の認証、申込人数集計に使用

●プログラムのお申し込みはご本人にて行っていただきます
●オンラインツールはzoom使用/ PC、スマホ、タブレットにてご利用可能
　※会社でzoomアプリの利用が不可である場合は、個人のスマホ・ブラウザ利用をオススメしております。

750,000円/1ケ月間　

All-in型サービスパッケージ詳細
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健康経営特化型のご紹介/週間カレンダーと概要

2
0

内容概要
● 合計2種類のプログラム
● 健康経営優良認定法人対応プロ

グラム（①毎日エクササイズ、②
週に1回の健康知識インプット機
会の提供）

概算開催回数
● 平日毎日エクササイズ 5回程度
● 健康知識向上のセミナー月 4回

程度メンタル

ヘルス          
毎日の
運動            

女性特
有の

健康            

がん予防＆
生活習慣予

防対策           

生産性
低下防

止          

and MORE!



健康経営優良法人/なでしこ銘柄認定項目へ対応

21

調査項目とプログラム対応表



　●プログラム　　:1.エクササイズ【平日毎日(12時台)】言語:日本語週3回/英語週2回　※講師都合により変更になることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語の回には日本語の短い説明が補足的に入ります。

　　　　　　　　   2.エクササイズ【平日毎日(8時台)】ご利用1ケ月目は無料追加可能/2ケ月目以降はオプション

                                3.ヘルスリテラシー向上など【月4回】

　●見逃し録画対象:ヘルスリテラシー向上など【月4回】配信日の翌日から1週間視聴可能

　●ご利用人数　　: ご相談ください。

　●ご利用期間　　:3ケ月間〜

　●参加促進ツール:PRフライヤー、イメージ動画　※データにてご提供

　●納品物　　　:PRフライヤー、イメージカレンダー、週次カレンダー、各プログラム

　

パッケージに含まれるもの

全体の流れ

価格

ご契約 社内へ開始案内 月次報告ご本人にて会員登録・プログラム予約・参加

●ご契約後、ご利用企業様のメールアドレスのドメインをご提供ください
　※参加申込の認証、申込人数集計に使用

●プログラムのお申し込みはご本人にて行っていただきます
　※手順はP23をご参照ください

●オンラインツールはzoom使用/ PC、スマホ、タブレットにてご利用可能
　※会社でzoomアプリの利用が不可である場合は、個人のスマホ・ブラウザ利用をオススメしております。

400,000円/1ケ月間　2,000名迄

※2,000名様以上はご相談ください。　

健康経営特化型サービスパッケージ詳細

22 ※御見積期限　2020年　月　日

 ↓LP/資料請求自動送信用の文言。　

御見積:2020年11月時点



経験豊かな講師陣　〜医療アドバイザー〜
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■学歴

2011年　　　　  慶應義塾大学 医学部卒業

■経歴

2011年-2013年　沖縄協同病院  初期研修

2013年-2014年　大浜第一病院　消化器内科、循環器内科、透析内科

2014年-2017年　豊見城中央病院   腎臓内科  
2017年-2019年   クリニック   心療内科、精神科

   　　　　　　　復職支援、うつ病、適応障害、パニック障害、社交不安　　　　　　　　

障害、自閉症スペクトラム障害、アルコール・薬物依存　　　　　　　　症の治療およ

びカウンセリング、リハビリに従事

2017年-　　　　 産業医として沖縄県で7社を担当

2019年-　　　　 上場企業  統括産業医

   　　　　　　    産業医業務、管理職への指導(メンタル疾患の知識やライ

                            ンケアを中心に、復職支援チームの立ち上げ、健康プロ 
                            ジェクトの立ち上げ、従業員への教育の強化などに従事

幅広い科の臨床経験と複数企業の産業医経験を積

まれ、現在は企業の統括産業医としてご活躍される

関口卓也先生を医療アドバイザーとしてお迎えし、

ヘルスケアから医療面までアドバイスをいただいて

おります。

産業医　関口卓也　先生



人事部の工数削減　〜他社サービスとの比較〜

24

TPOウェルネスプログラムはヘルスケア関連プログラムがオールインワン

・基本パッケージ価格 :400,000円/月 1,000名様迄にて試算

TPO 他社プログラムA 他社プログラムB 他社プログラムC
オンライン ◯ ◯ × ×
オフライン(訪問実施) × × ◯ ◯

ライブによるセッション ◯ × × ×
プログラム :運動 ◯平日毎日 ◯ ◯ ×
プログラム :栄養 ◯ ◯ × ◯

プログラム :メンタルヘルス ◯ × × ×
プログラム :休養 ◯ × × ×
プログラム :女性の健康 ◯ × × ×
ヘルスリテラシー向上 ◯ × × ×

価格(税別) 400,000円/月
180,000円〜

750,000円/月
150,000円/回 150,000円/回

プログラム数 24回/月 6回〜30回/合計 - -

プログラム1本あたり価格 約16,600円 25,000円〜30,000円 - -

ご利用人数 1,000名様迄 - - -



人事部の工数削減　〜TPO委託と自社開催のコスト比較〜

項目 TPO 自社開催の場合

プログラム:運動 ◯平日毎日(20回/月) ◯月1回×12回 150,000円/回×12回
=1,800,000

プログラム:栄養 ◯ ◯年1回 150,000円/回

プログラム:メンタルヘルス ◯ ◯年1回 150,000円/回

プログラム:休養 ◯ ◯年1回 150,000円/回

プログラム:女性の健康 ◯ ◯年1回 150,000円/回

プログラム:ヘルスリテラシー向上 ◯ ◯年1回 150,000円/回

プログラムの企画運営に関わる工数 ◯ 1人月/回 500,000/回×6コンテンツ

=3,000,000円

プログラム回数/年 288回(24回/月×12) 17回

年間費用 4,800,000円 5,550,000円

プログラム1本あたり価格 約9,090円 約326,000円
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TPOウェルネスプログラムを利用すると企画運営の手間が省ける



1. 会社概要

2. コロナ渦における心身の健康課題について

3. ユア・ウェルビーイング プログラムのご紹介

4. サービス詳細

AGENDA



参加促進ツール

PRチラシ(イメージ) PR動画(イメージ)

 ・チラシおよび動画はデータにてご納品します。

・掲載資料は現行使用のものであり、ご納品用に別途ご用意します。
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プログラムお申し込み手順

会社メールアドレスを入力

「会員登録」ボタンを押して、必要事項を入力。

ZoomURLを確認し参加
確認メールが届きます。

ZoomのURLやパスワードを確認して参加。

「イベント」ページにて、参加したいものを選び、参加予約。

　個人情報の取り扱いは、個人情報保護

方針に沿って管理されます。
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オプション:企業訪問イベント
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・オンサイト講師派遣、事前打ち合わせ1回
　販促物ポスター1枚（データ納品）

　A:1回イベントマネジメントフィー¥150,000(税別)

　B:3回イベントマネジメントフィー¥300,000(税別)

出席率の

底上げに！      
プログラム
導入時に！     
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専用システムによる利用状況確認イメージ

 ・上記はシステムイメージです。変更することがあります。

管理者レポート



お問い合わせ先

株式会社TPO
〒106-0032 東京都港区六本木6-6-2

FLAT ROPPONGI 301 

メール： sales@tpo.me

https://www.google.com/maps/search/106-0032+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A86-6-2?entry=gmail&source=g


HOW CAN WE HELP YOU TODAY?


