2017 年 7 月 28 日
株式会社 DYM

ウェルフェアステーション事業部
開設のお知らせ
グルメや温泉から、介護や保育の補助金まで 100 万種以上
“内定辞退防止”を絡めた国内最大規模の福利厚生サービスを開始
WEB コンサルティング事業や新卒紹介事業、海外医療事業を行う株式会社 DYM（読み:ディーワイ
エム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、ウェルフェアステーション事業部
を新設し、100 万種類以上の実用的なメニューを提供する国内最大規模の福利厚生サービス
『WELFARE STATION（ウェルフェアステーション）
』を 2017 年 8 月 1 日より販売開始します。

■『WELFARE STATION』とは
『WELFARE STATION』は、当社が 8 月 1 日から提供を開始する、新しい福利厚生サービスです。加入
者は、2 万店以上の飲食店・1 万 3 千軒以上での宿泊施設・レンタカー各社・映画館・テーマパーク
などでの割引から、保育園利用や介護商品購入の補助金まで、国内最大規模の 100 万種類を超える実
用的なメニューを何度でも利用できます。また、加入者だけでなく、二親等以内の親族も利用可能な
ので、家族と一緒にワンランク上の充実した生活を楽しむことができます。料金は、1 名 1 カ月当た
り税別 1,050 円です（加入従業員数 11 名～100 名の場合。人数によって異なる）
。

■多数の「企業の悩み」から生まれた、「内定辞退防止メニュー」も
当社は、企業と就活生をマッチングさせる独自の新卒紹介イベントを、2011 年より開催しています。
開催数は年間 630 回以上、新卒紹介に特化した事業会社の中では業界 1 位の実績を持っており、様々
な企業の新卒採用状況を目の当たりにしてきました。2011 年からは、学生の「売り手市場」となっ
ており、内定者を獲得した多くの企業からも「いい人材を獲得できたが、あとで辞退されないか不
安」「内定者フォローをどうしたらいいかわからない」と悩む声が上がるようになっていました。
その対策としても、
『WELFARE STATION』は効果的です。
『WELFARE STATION』は、加入者個人の生活向
上に役立つメニューだけでなく、導入法人の管理・総務・健康保険・営業に役立つ、DYM オリジナル

の約 150 種のメニューも含まれていることが大きな特長です。経費削減・売上向上支援につながる
福利厚生サービスは、業界唯一です。また、多くの企業の悩みである内定者フォロー・内定辞退防止
にも効果的な、
「内定者の実家に感謝のメッセージ付きの祝い花を贈るメニュー」など、新卒紹介事
業に強い当社ならではの時期ごとのメニューも提供していきます。
8 月 1 日からは、
『WELFARE STATION』開始記念として、導入企業の内定者が、入社前の内定承諾の時
点から『WELFARE STATION』のメニューを完全無料（※）で利用することができるキャンペーンを開
催します。国内最大規模の福利厚生サービスを、内定者だけでなくその家族にも利用してもらうこ
とで、内定先企業イメージアップや家族孝行にもなり、ご家族の反対による辞退防止につながります。
現在 150 種の DYM オリジナルメニューは、今後も随時増やしていく予定です。

■サービス内容と価格
『WELFARE STATION』は、従来型の一部の利用者に限定された提供ではなく、多様化するライフスタ
イルやニーズに合わせた幅広いサービスを、地域間格差なく利用することができます。育児や介護、
自己啓発にも対応しており、企業のライフワークバランスやダイバーシティ対策にも有効です。法
人向けメニューは、会員期間中は何度でも利用可能です。
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『WELFARE STATION』はアウトソーシングサービスなので、企業の自社負担が減り、人事・総務部門
の業務効率化にもつながります。入会金や月会費は、加入従業員数によって異なります。
会員数

入会金（税別）

WELFARE STATION ゴールドコース

（加入従業員数）

ガイドブック人数分
専用 ID カード人数分
専用管理画面

月会費（税別）

1～10 名
11～100 名

100,000 円
150,000 円

10,500 円 ／ 社・月
1,050 円 ／ 人・月

101～1,000 名

200,000 円

950 円 ／ 人・月

500,000 円

850 円 ／ 人・月

1,001 名～

上記表のほか、ライトプランもご用意していますので、お問い合わせください
（※）内定者無料は、全従業員数に対し 15％の人数を上限として当社が負担いたします。

■お申し込みの流れ
① 当社で、契約内容と入会人数（正社員、契約社員、パート、アルバイト）を確認します。
② 企業様で、申込書への捺印、専用ウェブ入会システムから社員名簿を登録します。
③ 人数変更や異動などは専用画面から簡単に。法人メニュー利用は当社担当まで。

■経営者・上位役職者向けの特別コースも提供
『WELFARE STATION』は、経営者・上位役職者向けの最上位コース『WELFARE STATION プレステージ・
ゴールド』も用意しています。価格は、入会金 300,000 円／1 社、年会費 200,000 円／1 名です。
余暇や健康をサポートする年間 980,000 円相当の特別プログラムや優待クーポンが利用可能で、無
料サービスとして、国内一流ホテルのスイート・ルームや高級旅館の離れなどに年 1 回宿泊、ハイ
クラスレストランでのディナー招待、都内の優良提携クリニックでの人間ドックなどが含まれてい
ます。その他、富裕層向けのオリジナルコンテンツも利用可能です。（価格はいずれも税別）
株式会社 DYM は、
『WELFARE STATION』の提供開始をもとに、企業の魅力と生産性向上を応援すると
ともに、企業で働く社員の満足度向上に貢献してまいります。
【サービス概要】
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販売開始日
特長

2017 年 8 月 1 日
中小ベンチャーを対象とした、国内最大規模の福利厚生サービス。レジャーやグル
メなどワンランク上の生活を楽しむためのメニューから、育児や介護などに役立つ
メニューまで、100 万種類以上の実用的なサービスが充実。会員本人とその二親等
以内の親族まで利用可能。加入法人は、企業イメージや従業員満足度を向上できる
ほか、DYM オリジナルの約 150 種類の法人向けサービスにより経費削減や生産性向
上もはかることができる。新卒紹介事業会社による提供ならではの「内定者辞退防
止メニュー」など、企業の悩みに役立つオリジナルサービスも豊富。

■株式会社 DYM 会社概要
(1)商号

：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅
(3)設立年月日

：2003 年 8 月

(4)資本金

：5,000 万円

(5)売上高

：約 74 億 1,000 万円（ 2017 年 4 月期 ）

(6)本店所在地

：〒141-0031
東京都品川区西五反田 2-28-5 第 2 オークラビル 3 階（受付）
・4 階・5 階

(7)従業員数

：連結 392 名（2017 年 4 月 3 日現在）

(8)URL

：http://dym.asia/
≪本件に関するお問い合わせ先≫

TEL: 03-5745-0200

株式会社 DYM ウェルフェアステーション事業部

山田

FAX: 03-3779-8720

E-Mail: yamada-g@dym.jp

