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『KIZUNA～絆～プロジェクト』
に込めた想い
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かつて日本企業の風習であった「社員旅行」が、
リニューアルしてリバイバルしています。

産労総合研究所による調査では、
1990年代半ばには９割近くの企業が実施していた社員旅行が、
2004年には4割まで低下したものの、09年は52％まで回復。

中小企業においては2/3が実施していることが確認されています。

バブル崩壊後、企業の業績は右肩下がりで
「リストラ」「コスト削減」への意識が高まり終身雇用の概念は崩壊。

「正社員かパート」の二択しかなかった働き方は、
「契約社員」「派遣社員」「在宅勤務」が加わり、
会社への帰属意識が薄れさせる要因となりました。

一方で、インターネットの普及によりメール文化が広がることで
社員同士が直接顔を合わせるコミュニケーションの機会も減少。
そのため、会社の一体感や仲間意識の低下を招くなど

多くの企業が“人材育成”に関する課題点を抱えるようになりました。

そこで「一体感や仲間意識を芽生えさせ、組織力を高める」という目的で

今、新・社員旅行をご提案させていただいております。

新・社員旅行では、旧来型の福利厚生ではなく
非日常的なイベントを通して生まれる“KIZUNA～絆～”をきっかけに

コミュニケーションを活性化し、仲間意識を高め、組織力アップを目的とします。

『優秀な人材確保と人材流出を防ぎ、
社員同士・企業と社員の絆を育むことで

企業力を高めるきっかけとなる舞台でありたい』

これこそ、不死王閣がご提案する新・社員旅行に込められた想いです。



『KIZUNA～絆～』プロジェクトとは

社員旅行から新・社員旅行へ
福利厚生・慰労といった従来型の社員旅行ではなく、

「社員同士のコミュニケーションを高める」「社員が企業文化を共有する」
ための企画を盛り込んだ新・社員旅行プログラムです。

1. 飲食・観光が中心
2. 福利厚生が目的

1. 社員旅行の目的を明確化
 ・社員同士のコミュニケーションを強化し、
 　仲間意識・一体感の創出
 ・企業指針を明確化し、組織力を高めることで
 　企業文化を共有
 ・社員のモチベーションを高め、
 　企業推進力を向上

2.目的に応じたプログラムのご提案
 ・コミュニケーション旅行プログラム
 ・研修旅行プログラム
 ・インセンティブ旅行プログラム
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【従来型社員旅行】

【ここが違う！不死王閣がご提案する新・社員旅行】

⇨



『KIZUNA～絆～』
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コミュニケーション旅行プログラム
（チームビルディング）1

研修旅行（周年記念・経営方針発表会）
プログラム2

インセンティブ・報奨旅行プログラム3

職場の多様なメンバーが参加し、チームとして一致団結すること
でメンバー同士が積極的にコミュニケーションを図り、仲間意識
を芽生えさせます。
また、仕事以外の能力を発揮させることで、普段見えていない魅
力を引き出します。さらに、日頃のストレス発散の場としても活用
していきます。

企業指針の共有化とともに、経営方針発表会や各部署の業務戦
略検討会など、企業文化の育成や社員のスキルアップ研修を実
施することで、コミュニケーション能力や組織能力の向上を目指
します。

社員の成果を正当に評価し、その頑張りへの報奨と感謝を伝え
るイベント旅行。

□組織が多様化し、部署間同士の交流が希薄
□デスクワーク中心の職場環境
□全国に営業拠点があり、
　メールでのやり取りで面識がない従業員が多い

簡単チェック項目（下記に当てはまる項目があれば今すぐご検討を！）

簡単チェック項目（下記に当てはまる項目があれば今すぐご検討を！）

簡単チェック項目（下記に当てはまる項目があれば今すぐご検討を！）

□業務拡大や合併など、急激な社員増により
　企業文化の継承・育成ができていない。
□一人一人のスキルアップで組織力を高めたい。
□日頃の成果を評価したい。

□売上・社内貢献度の評価を実施している。
□全社員旅行は、業務内容的にできない。
□社員のモチベーションを高め、
　企業力の向上を目指したい。
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コミュニケーション旅行プログラム
（チームビルディング）1

『KIZUNA～絆～』

社内運動会プログラム
料金 / 企画料・会場費
100名様程度

1,500,000円～（宿泊費・食事代別途）　
当館屋内ホールで運動会を開催。
支店・部署ごとのチーム対抗戦で仲間意識・結束力を高めます。

時間 /4～6時間
目的 / 社員間コミュニケーションの促進、仲間意識・団結力の促進
内容 / チーム対抗運動会
種目 / スプーンリレー・リレー・綱引き・長縄跳び・パン食い競争etc.

社内文化祭プログラム
料金 / 会場費　

100,000円～（宿泊費・食事代別途）　

バンド演奏・のど自慢・合唱・寸劇・漫才等
各部署・グループによるパフォーマンスの披露会。

時間 /2時間～3時間
目的 / 社員間コミュニケーションの促進、仲間意識・団結力の促進
種目 / バンド演奏・カラオケ大会・かくし芸
　

健康促進プログラム
料金 / 講師料・会場費　

100,000円～（宿泊費・食事代別途）　

ヨガ講師によるヨガ実習。健康には気をつかいたいと思いながら、
なかなか取り組みにくいのが健康促進。ヨガをはじめ、
健康促進イベントをサポートいたします。

時間 /2時間
目的 /社員の健康促進
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『KIZUNA～絆～』

研修旅行（周年記念・経営方針発表会）
プログラム2

経営方針発表会プログラム 料金 / 会場費　

100,000円～（宿泊費・食事代別途）　

研修プログラム
料金 / 会議研修プログラム

50,000円～（宿泊費・食事代別途）　

年に一度の経営方針発表会は、全社員が自社の現状と
目指すべき姿（目標）を確認するとともに、社員の士気を
高める絶好の機会となります。また、発表会後の懇親会
は、経営者と社員との貴重なコミュニケーションの場と
もなり、社員同士の連帯感を生み出す貴重な時間でも
あります。
そこで、会場・音響・司会・台本作成のサポートをはじめ
懇親会・二次会までをフルサポートさせていただくプロ
グラムをご用意いたしました。

職場から離れての研修をフルサポート。
大小様々な会議室を利用し、部署やチームに分かれて
の分科会や戦略討論に対応。
また、研修後の懇親会や二次会では、職場やビジネス
シーン以外で見せる個人の魅力発見の場として活用い
ただけます。
プロジェクター等の研修備品の設備で機能的な研修環
境とともにコミュニケーション機会を提供いたします。
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インセンティブ・報奨旅行プログラム3
『KIZUNA～絆～』

露天風呂付客室宿泊 料金 /

 50,000円～（1泊2食付、2名様利用）　

インセンティブ宴会プログラム
料金 / 

20,000円～（お食事・温泉入浴・2名様利用）　

優秀社員表彰会を全面的にサポート。
各種賞品の準備やビンゴゲームなどの
演出ツールをご用意するとともに、
お食事と温泉をお楽しみいただけいただけます。

・日帰り温泉・食事券

当館のおもてなしが全て詰った宿泊プラン。
露天風呂付客室にお泊りいただくとともに、
調理長おまかせの特別会席料理を
お召し上がりいただきます。
表彰やイベントの賞品としてもご利用いただけます。

・ご宿泊券
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不死王閣が選ばれる

7つの理由
大阪市内から車＆電車で30分・
伊丹空港から20分の
都市近郊型温泉旅館♪

大阪市内から30分＆伊丹空港からは20分という
　 抜群のアクセス環境です。

1

バリエーション豊かな会席料理♪

海鮮メインの会席料理をはじめ、和牛や
ジビエ鍋料理まで、豊富な料理コースを
ご用意させていただきます。

2

全20室の露天風呂付客室

贅沢感を演出する露天風呂付客室を20室完備。

3

梅田・新大阪駅＆伊丹空港まで
マイクロ送迎♪
梅田・新大阪駅及び伊丹空港へは
当館マイクロバスでの送迎も承ります。

4

6会場・12タイプの会議室と
大小宴会場を完備♪
会議・研修会場とは別に懇親会場をご用意。
スムーズな進行が可能です。

5

バリエーション豊かな観光名所♪

USJやエキスポシティをはじめとする
大阪観光はもちろん、京都・神戸など
関西の観光スポットへのアクセスも抜群

6

無料駐車場200台完備♪

敷地内には200台収容の無料駐車場を完備。大阪市内から
30分というお手軽ドライブでお越しいただけます。

7



9

不死王閣おすすめツアー

■カップヌードルミュージアム 大阪池田（当館より車で約10分）
世界初のインスタントラーメン“カップヌードル”のミュージアム。
チキンラーメンファクトリーやマイカップヌードルなどの体験工房がお
すすめ。

■大阪 道頓堀 （当館より車で約 30分）
たこ焼き・お好み焼き・かすうどんなど、大阪B級グルメが楽しめる大阪・道
頓堀。お馴染みグリコの看板をバックに記念写真というのが観光の定番！

■サントリー山崎蒸留所 （当館より車で約 40分）
モルトウイスキーのこだわりと製造工程を学んだあとは、シングルモルト
ウイスキー「山崎」（非売品）のテイスティングが楽しめます。

■アサヒビール吹田工場 （当館より車で約 35分）
アサヒビール発祥の地で、ビールの製造工程を学んだあとは、工場でき
たてのアサヒスーパードライの試飲で、鮮度を体感いただけます。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® （当館より車で約40分）
大阪観光人気NO.1のユニバーサル・スタジオ・ジャパン。ハリウッドの超
大作映画をテーマにしたワールドクラスのエンターテイメントを集めた
テーマパークです。

■エキスポシティ （当館より車で約 25分）
万博記念公園の日本最大級の大型複合施設。ショッピング・水族館・
観覧車・映画など、魅力あふれるスポットです。
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