
コロナ禍で社員の“健やかさ”を支える
新たな福利厚生策を

大日本住友製薬は、企業理念「人々の
健康で豊かな生活のために、研究開発を基
盤とした新たな価値の創造により、広く社
会に貢献する」を掲げ、精神神経領域、
がん領域、再生・細胞医薬分野を研究重
点領域とし、革新的な医薬品の創製を目指
しています。一方、非医薬のヘルスケアソ
リューションも事業領域とし、医薬品事業と
一体となりながら「多様な健やかさ」を追求。
病気の予防や治療後のケアなどをサポート
する「フロンティア事業」の立ち上げも積
極的に進めています。
 

そうした中で新型コロナウイルス感染拡
大による緊急事態宣言が全都道府県に拡
大し、会社として再認識したのが事業活動
の基盤である社員の “健やかさ” の大切さ
でした。そこで、緊急事態宣言の発令直後
に「新たな福利厚生施策で社員を支える」
と経営トップが決断。コーポレートガバナン
ス部や人事部、データデザイン室、ＩＴ＆
デジタル革新推進部、請求書の処理など
を担う子会社のメンバーからなる部門横断
型のプロジェクトチームで施策の検討を行
いました。当初は特定の商品を全社員に配
布する案も出ましたが、最終的に採用され
たのがAmazonビジネスを活用した「健や

か応援グッズ」の提供です。

Amazonビジネスを使えば社員が本当に
ほしいものを届けられる

社員一人あたり1万円を上限として、会
社がリストアップしたアイテムの中から自
由に商品を注文できるというのが今回の取
り組み。「コミュニケーションを取る」「体
を動かす」「好きなことをする」など、心
身の健康維持に役立つグッズを会社負担
で各社員、家庭に届けたいと考えました。
 

この施策にAmazonビジネスを活用した
第一の理由は、取扱商品の豊富さ、多彩
さです。一口に「健やかさ」といっても、
それが意味するものは人それぞれ。当社
単体でも3,000人を超える社員がいる中
で、多様な健やかさに対応するにはバラエ
ティーに富んだ商品が必要でした。加えて
コロナ禍で、事業所への一括配送ではな
く、社員の自宅をはじめ指定する場所に確
かに商品を届けることができる。さらに
Businessプライムへの加入で配送料は無
料。これも決め手となりました。
 
承認プロセスの設定をはじめ、必要と
する機能が用意されていた

もう一つ大きかったのは、こちらの求め

る「承認プロセス」を容易に設定できた
点です。3,000人を超える社員からの注文
の可否を運営側の担当者が逐一チェックす
るのは現実的ではありません。その点、
Amazonビジネスはそれぞれの組織やルー
ルに則った承認プロセスを組み込むことが
可能。今回は、1万円を超える注文は自
動的に差し戻し、条件に合ったものだけを
承認する流れとしました。ここで人手を介
さない仕組みにできたことが運営負担の大
幅な軽減につながりました。
 

社員のためにいち早く取り組みを開始し
たかった私たちにとって、必要な機能が予
め用意されていたことはとてもありがた
かった。承認のほかにも、「会社で一括し
て請求書払いが可能」「利用するアカウン
トを集中管理できる」「社内処理に必要な
支払いデータを出力できる」などの機能
が、Amazonビジネスには初めから備わっ
ており、インターフェースもよくできている。
おかげで施策の決定から実際の開始まで
にかかった期間はわずか2週間ほど。目標
を上回るスピードを実現できました。

個人向けのAmazonが浸透していたため
運営に混乱なく、専任の担当者も不要

今回の施策は、契約社員やパート社員
も対象とし、グループ会社にも参加を呼び

かけました。アカウント付与のためのメー
ルアドレスの収集には苦労しましたが、多
くの出向社員や非正規社員をサポートで
き、よかったと思っています。また、ごく
一部ですが個人向けのAmazonサイトに会
社のアドレスをすでに登録していた社員が
いたため、アカウントの設定変更なども生
じましたが、Amazonのカスタマーセンター
に問い合わせを引き継ぐことで大きな問題
にはなりませんでした。
　
実際に商品の注文を受け始めて実感し
たのは、個人向けAmazonの利用者層の
幅広さです。もともと多くの社員は個人向
けAmazonの利用経験があったため、大
きな混乱は見られませんでした。社員には
シニア層も少なくありません。通常新たな
社内システムを導入すると問い合わせが殺
到するのですが、今回、社内の窓口への
連絡は平均すると1日3件以下。専任の
担当者を置くことなく、全社的な施策を極
めて円滑に運営することができました。

他社とコラボレーションして新たな価値
を生み出す貴重な機会に

大日本住友製薬は現在、「もっと、ずっ
と、健やかに。最先端の技術と英知で、
未来を切り拓く企業」をビジョンに掲げて
事業を展開しています。今回の取り組み
によって、ステークホルダーの一員である
社員、またその家族の “健やかさ” が少

しでも向上していればうれしく思います。
会社としても社員が多様な商品を購入す
るのをみて、健やかさがいかに多面的な
ものか、あらためて気づきました。また、
工夫しだいでいろいろな形で健やかさを
高められることもわかりました。
　
急造のアドホックチームで、短期間に会
社初の施策を立案、実行するというのは
とてもチャレンジングなものでした。それ
を成し遂げられたのは、当社の想いや要
望に応える仕組みと体制をAmazonビジ
ネスが持っていたことがやはり大きかった
と言えます。Amazonの営業担当、サポー
ト担当の皆さんには、細かな質問に迅速
かつ丁寧に答えていただき感謝していま
す。おかげで自粛期間中にもかかわらず、
社内の “一体感” を醸成することができ
ました。また今回の取り組みは、自社と
は異なるノウハウや知見を持つ企業とコ
ラボレーションして新たな価値を生み出

す。そんな貴重な体験でもありました。今
後も新たな施策を考えていく中で、ぜひ
Amazonさんと連携する機会があればと
思います。

＊ 取材時期 2020年10月
＊ 記載内容（役職、数値、固有名詞等）はすべて
　取材時の情報です。

緊急事態宣言下、新たな福利厚生施策を2週間で立ち上げ
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従業員からの声（抜粋）
●取り組みとして非常に面白く、従業員思い
の会社だと感じることもできる企画だと思
います。

●「率直にうれしい、ありがたい」という反応
は私の周りでは多くありました。

●「何にしようかな？ 何にするの？」と楽し
そうな会話が職場でも聞かれました。

●会社として社員を大切にしている姿勢を感
じることができた。恵まれている環境にい
るなと改めて実感できた。 

●PC周辺機器等を購入させていただきまし
た。以前からほしいと思っていたものでし
たので大満足です。 
●COVID -19により、心身の健康に不調を来
しかねない中、社員に対する支援は非常に
助かります。また、売上の一部が寄付にな
るチャリティー商品も含まれており、外部
に対する貢献にもつながる良い取り組みで
あると感じます。 
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