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はじめまして！シープトラベルです。
私達はこんな想いで、企業・団体様に旅行をご提案いたします。

私達は約15年もの間、地域に根付く「広告会社」として、
広島・福山を中心とした多くの企業様に支えていただき、今日に至っております。

お陰様で今では、年間を通して約7000社もの企業様における、
広告を活用した販促や求人などを、お手伝いさせていただいております。

そのお付き合いの中では、企業様の様々なご要望やニーズに合わせて、
提案・サービスを生み出し、展開して参りました。

しかし、近年急激に増えてきている、
お客様からのお悩み・ご相談がございます。

それはこのようなお声です。

「地域に愛される企業として、もっともっと認知してもらいたい」
「近年の人材採用難という局面に加え、離職率も高くなった・・・」
「従業員には感謝している。給与も増やしたいし、モチベーションも高めてやりたい」

などなど。

これらのお声に対して、我々が何かお手伝いができないか・・・

そう考えたときに、この「社員旅行」という手段にたどり着きました。
それも、これまで一般的に行われてきた社員旅行とは大きく異なります。

シープトラベルの社員旅行は、
「企業の元気をつくる」ことがコンセプトであり、ミッションなのです。

どうかこの、シープトラベルの社員旅行が、
あなたの会社をより元気にするための、一つのキッカケとなれば幸いです。

株式会社プレスシード
代表取締役　宮長 昌子
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■ 社員の一体感が、組織力の強さ！
　部署間や役職間、上下間や同期など。組織にお

ける“見えない壁”は至る所に存在しています。

しかし今、小さな組織こそ機動力を活かし、チー

ムワークを発揮し、力強く戦っていく必要がある

時代です！この旅では会社・組織における“一体

感”を高め、絆を深めることを目的とし、様々な企

画に取り組んでいただきます！

社内コミュニケーションUPツアー

“一体感”のある
強い組織をつくる旅

Plan
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提案
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■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□ 日常業務において、部署間での交流がほとんどない！

□ 中間層の社員が少ないため、ミスコミュニケーションが多発している！

□ 報連相が苦手な社員が多く、スピーディーな改善・新たな施策を展開できない！

社内コミュニケーションが活発になることで風通しのよい組織になり、
従業員が“イキイキ働ける”ようになります！

社員プロフィール
シートの作成！

全員HERO★
チームビルディング

この人が凄い！！
プチ表彰式

参加する従業員の顔写真、
部署、自己紹介などを掲載！
コミュニケーションが活発に！

共通体験を通すことでチーム
の一体感は増します！全員が楽
しめる企画を手配します！

誰がどんな仕事を頑張ってい
るのか？意外と知らない社内の
スターを表彰してあげましょう！

ズバリ!!
こうなります。



■ 社員に感謝を伝えることの大切さ。
　会社の調子は社員のモチベーションとイコー

ルです。「会社の為になろう」と日々頑張っている

社員に対して、言葉や飲み会で感謝を表すことも

もちろん大事ですが、“カタチ”で表してあげるこ

とは、最も社員のモチベーションに影響を与えま

す。モノやコトバでは味わえない、素敵な体験の

プレゼントを演出します。

頑張った社員へのご褒美ツアー

非日常でリフレッシュし
モチベーションアップ

Plan
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提案
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■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□ 成果や実績のわかりやすい指標があり、社員もそれに向けて頑張っている！

□ 数字や明確な実績はつかないが、会社の為に長く働いてくれている社員がいる！

□ 女性社員が多く報奨は行っているが、最近報奨の内容がマンネリ化してきている！

体験・経験という他ではできない特別なご褒美が、社員の頑張る
モチベーションを、より向上させます！

皇室御用達
豪華旅館体験 

美食づくしで
満腹満足

癒しづくしで
贅沢リフレッシュ

天皇家が宿泊する際に利用す
る部屋をご準備！必ず記憶に残
る、貴重な体験です。

日常生活ではで滅多に機会の
ない、美味しく体にも良いお料
理で最大限の満足を！

心と体の両面を一気にリフレッ
シュ！忙しい日常を忘れる、女性
に一番人気のプラン！

ズバリ!!
こうなります。
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■ 凝縮した非日常体験を、一日で。
　社員旅行を実施していない理由の多くが、「社

員を一度に休ませれない」と「予算がない」です。

そんな会社様には日帰りのバス旅行がおすすめ！

日帰りバス旅行の特徴は「密度が濃い」と「費用

が安い」です。バラバラに行動する時間がなく、

費用は8,000円/人からでも十分楽しめる内容

を企画することができます！

忙しくても大丈夫！日帰り社員旅行

日帰りバスツアーで
手軽に気軽にリフレッシュ
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■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□　社員を一度に休ませることができない、あまりしたくない！

□　積み立てなども特にしておらず、予算が少ない！

□　今まで社員旅行を実施したことがなく、これが初めての社員旅行だ！

費用や時間をかけずに、いつもと違った空間でのコミュニケーションを
とることができます！いつもと違った社員の一面に出会うチャンス！

従業員家族の
参加企画！

観劇鑑賞
感性を磨く★

のんびり散策
リフレッシュコース

従業員が少ない会社は特にお
勧め！日頃社員を支えてくれて
いる家族も招待しましょう。

伝統や文化、非日常的な華やか
なショーなどに触れることで、
社員の感性を刺激させます！

ゆっくりのんびり旅を希望の社
員さんが多い会社さんには、自
然を肌で感じるコース！

ズバリ!!
こうなります。



■ 最適な判断は、最適な空間で。
　社内で行う会議は、マンネリしがちです。それ

はいつもと同じという空間や、いつもと同じ状況

への慣れが、人の発想や思考を鈍らせてしまうと

いう原因があります。これからの会社について

語ったり、新しい事業のアイディアを集めたいと

きなどは、リゾート地で自然の中行うことで、いつ

もと違った発想が生まれます！

革新企業のための！リゾート会議・研修プラン

自由な空間で自由な発想を
自由にディスカッションする
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■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□　企画やデザインなどの、クリエイティブな仕事が中心！

□　社内で行う会議に活気がなく、“会議のための会議”になってしまっている！

□　新しいプロジェクトが始まる！もしくは来期に向けて準備をするタイミング！

普段と違った空間でのディスカッションが、これまで行き詰っていた
会議の雰囲気を変え、社員もイキイキと活発な意見交換を可能！

アイディア溢れる
青空会議！

成功企業の
ストーリー講話

来期の計画
カンヅメ会議

室内会議なんて堅苦しい！青空
と真っ白なホワイトボードで超
開放的な会議を！

社内での会議だけでなく、社外
からも考えや体験も柔軟に取
り入れ、ヒントを得る！

自由だけでは決まらないことも
ある!?数値計画などの会議は、
むしろ缶詰め状態で！

ズバリ!!
こうなります。
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■ 学ぶは真似ぶ！現場で情報収集。
　単なる工場見学では、「すごかったね」で終わっ

てしましいます。しかし工場では、見学先の企業

が実際に扱っている製品とその製作工程を知る

ことができ、気付きが豊富に点在している場で

す。「自社でも取り入れることができることはな

んだろう？」社員様にそんな視点で見学していた

だける工場見学を企画しております。

同業種を学ぶ！ 工場視察ツアー

真の秘訣は現場にあり。
一次情報をつかむ

Plan

E

提案

1
提案

2
提案

3

■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□　他の企業が行っている、リスク管理やオペレーションなどを学びたい！

□　自社の強みや弱み、特徴を改めて社員に知ってもらいたい！

□　自社で製造したものが、次の行程でどのように活用されているのかを見せたい！

他社の現場を知ることと、自社への理解度を深めることで、
自社らしさやコンセプトの理解度を、より深めることができます！

オリジナル
視察見学シート

現場と交流！
パネルディスカッション

自社“も“知る！
社歴クイズゲーム

見ただけで終わらない！視察先
工場の特徴やコンセプトを理
解するためのワークシート！

見学だけでは吸収することがで
きないことを、その場で解消し
より腹落ちさせるための企画！

見学での吸収量を増やすために
先ずは、自社のことについてよ
り理解を深めていただきます。

ズバリ!!
こうなります。



■ 社員旅行の原点。福利厚生の旅
　社員旅行と言えばやはり、“慰安”がテーマで

す。あれやこれやといろんな企画を織り交ぜるこ

となく、純粋に旅行を楽しむための、観光や食べ

歩きにこだわったツアー内容で考案します。楽し

そうな風景をアルバムや動画に残すことで、採用

時の自社紹介やホームページなどで、自社らしさ

や雰囲気を伝えることもできます。

やっぱり王道！ 観光メインの慰安旅行

観光中心の旅で
プライベートの時間を
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■ こんな会社・組織様にオススメです！

■ シープトラベルの解決提案！！

□ 観光中心の、個人の時間もしっかりある社員旅行がよい！

□ いつもの社員旅行を、より楽しく、思い出に残るものにしたい！

□ せっかくの社員旅行なので、2次活用できるように形に残したい！

取り繕うことなく、自社の雰囲気を大事にした旅行を実施し、
それを形にも残すことで“自社らしさ”を発信しやすくなります！

記憶に残す！
思い出アルバム

宴会・余興の
おすすめゲーム3選

サプライズ企画
考案・演出

旅行の様子の写真をまとめ、ア
ルバムにします！自社の雰囲気
紹介で活用できます！

社員旅行と言えば夜の宴会！そ
の宴会をもっと盛り上げて頂く
ためのコツをご提案！

社長、幹事、永年勤続、誕生日…
etc。感謝を伝えたい方へのサ
プライズを企画します。

ズバリ!!
こうなります。
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現場と交流！
パネルディスカッション

自社“も“知る！
社歴クイズゲーム

見ただけで終わらない！視察先
工場の特徴やコンセプトを理
解するためのワークシート！

見学だけでは吸収することがで
きないことを、その場で解消し
より腹落ちさせるための企画！

見学での吸収量を増やすために
先ずは、自社のことについてよ
り理解を深めていただきます。

ズバリ!!
こうなります。



3

株式会社プレスシード　旅行事業部

シープトラベル
広島県知事登録旅行業 第2種-424号

（一社）全国旅行業協会会員

〒720-0031 
福山市三吉町1-3-4 ワークスタイルひがしまち4
☎084-982-8148　FAX084-982-8149
　 info@sheep-travel.net


