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Profile summary
Ryoko Mannen (萬年 良子)

American Express Intl., Amex Japan 

● 2006年 CS統括ディレクター、シドニー支社に赴任
● 2012年 取締役、サービス部門副社長 兼 GM就任

ベルトラ株式会社
● 2016年 執行役員
● 2017年 取締役 就任

○ カスタマーサービス、人事、広報部門の統括
○ GPTW（働きがいのある職場）等人事制度の導入
○ 顧客満足度指数NPS（Net Promoter Score）導入
○ 海外旅行事業部問の統括

● 2018年より早稲田大學商学部招聘講師
● 2018,2019年 東洋大学・京都女子大学 講演

3ATE Perth 2019 

女性や若手人材(リーダー)育成

・女性や若手人材は日本に変革をもたらす

・日本女性は世界で活躍できる強さあり！

SDGｓ/理念に沿う経営実践企業に

・社会や人の為に何ができるか＞売上より先

・世の中の課題を解決できる経営を続ける

現在及び今後の展望：
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VELTRAとOTAマーケットの紹介
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現地体験型オプショナルツアー
オンライン予約サイト「VELTRA.com」の運営

ベルトラは世界中の旅行者が

現地発ツアーやアクティビティーを

予約できるグローバルな

オンラインマーケットプレイスを

運営しています。



ベルトラのビジネスモデル

●世界を飛び回り現地催行会社と直接契約をする
●市場に最適化する商品作成とプロモーションを行う
●オンライン上で販売(海外/国内体験アクティビティ)
●24時間365日多言語でカスタマー・サービス
●参加後の体験談より商品改善を行う

(日本語、英語、中国語、韓国語)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ハイライトしました



Japanese 13,706

English
8,354

Chinese
3,212

Korean
2,891

28,163
Activities Worldwide

Women
67%

Men
33%

288
Staff Worldwide

V E L T R A  
K E Y  
N U M B E R S

2.9 million 
Members Worldwide

5,000+
Partners

150
Countries

440,000
Customer Reviews

24/7
Customer Support

4
Languages

9
Offices Worldwide



ベルトラの取扱高と会員数の推移

●取扱高、会員数ともに堅調にYOY+39％ +16% 
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2015 2016 2017 2018 2019

会員数

2015 2016 2017 2018 2019

取扱高 200万人

160万人

136万人



心揺さぶる「旅の体験」を届け、
人々の人生をより一層豊かにする。

企業理念

関わるすべての人達とともに

持続的に成長し、

独自の存在感をもって、

観光産業と国際交流をリードする

To be a global leading company 

in tourism and international relations,

delivering our unique value, 

and promoting sustainable growth 

with stakeholders.
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VELTRAの紹介



ベルトラは女性、若手、グローバル人材ミックスでユニーク
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女性社員67%
女性管理職や
子育て中の女性も
数多く活躍中

若手社員65%
20～35歳までの
若手社員65％
幹部候補生！

多国籍人材38%
国内外含め全社員の
約38％が外国籍
ダイバーシティはBAU

2019年11月時点

67% 33%

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
女性社員の割合は2019年11月末時点（グローバル含む全体集計）�その他は2019年5月末時点での数値



女性が世界拠点で活躍することを支援するベルトラ
・世界の8拠点ほぼすべてで女性がリーダーとして活動中
・女性リーダーの活躍がベルトラの成功の鍵のひとつ
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Ms.M /Tech
Malaysia 

Ms.V / Mktg
Phillipine

Ms.T&AT/Sales
Thailand  

Ms.A /CS
UK 

Ms.AG /Sales
France 

Ms.C/ Sales
Spain   
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女性がのびのび働けるベルトラ

現場
ほぼ女性の
マネジメント

取締役１名
本部長２名

マネージャー21名

産休後の
復帰率

100%
（2019年 復帰社員6名）

女性
マネジメント

割合

41%

女性の
キャリアパスを

奨励
昇級者数（契約社員＆正社

員→係長＆課長
→本部長。同部門や他部

門）

36名
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女性を活用したい端的な理由：ビジネスの成功を可能にするから

女性支援をする会社
育休と復帰サポート
WFH（在宅勤務）

Flex（時間差勤務）
上司の理解と支援必要
キャリアパス可視化

ビジネスの結果
人材不足課題解決
柔軟な発想が得意

複雑な仕事を厭わない
Multi Windows脳
勇気ある行動できる
権限移譲を率先

やる気ある女性👆👆
チームや部下育成
チームエンゲージ
ゴールを達成

マネジメント昇進
決裁権限＝仕事楽しむ



【キャリアパスを可視化：実例１】
・社員（エントリー部門CS）に可視化→勇気づけ→部門での昇進↑他部門移動＆昇進
・生産性やモチベーション向上に貢献、退職率の削減にも寄与



【キャリアパスを可視化：実例２】
・具体的な実例で身近なベストプラクティスを共有
・将来的なリーダー育成にも寄与
2016年に社員に行われた「キャリアパス可視化」
実際のケース紹介で説明した例（添付下＆横）



【女性(社員)に働きやすい環境を提供した実例】
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どこで働くかより何をしたかだ！WFH導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まとめたスライドのタイトル●ベルトラ社員の構成と特徴●有能な社員の活用、モチベーションマネジメントに課題（2016年）●多様なフレックスタイム・メニュー●在宅勤務制度（ワーク・フロム・ホーム）2016年導入メモ：5月末時点の東京オフィスのみでの集計です ■女性管理職 46.50% ■育休中 5名 *4月～5月までの復職が6名なので、お送りいただいた資料にあった”育休中10名復帰予定”のところは現時点でも100%復職になるかと思います ■外国籍社員 11.5%(≒12%) 
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旅のエキスパートによるカスタマーサービスの運営はほぼ女性です

✔ 24h x 365日4か国語体制のオンラインサポートで安全・安心を提供

✔ 参加100%を目指し旅前タビ中旅後までを徹底的にサポート

✔ CSでのNet Promoter Scoreは個人指標＋社員全体も業績評価に

結果に繋がった：

NPS 34% (201９年11月現在)

【働きやすさ→モチベーション加速でビジネスに繋がった実例】

・VELTRAのCSはプロフェッショナルなプロフィットセンター



【ベルトラの包括的人事施策マトリックス】
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旅行業界のこれから vs. 「女性（社員）を活かす不変」
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Digital Disruption（破壊的イノベーション）が起こる？

移動を伴う旅行の概念の破壊 体験の概念の破壊 選択するという概念の破壊

Ex. AR強化、パーソナライズEx. 送迎価値の低下、郊外の付加
価値向上（繁華街の価値低下）

Ex. ホームアシスタントによるパ
ーソナライズ化、検索や表示など
の最適化、データの価値向上



ベルトラがしていきたいこと - 国際交流ｘSDGs
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・社会における益々の責任
・誰かの何かに確実に貢献する
・旅先の感動は人生を豊かに彩る

観光産業は
「光」溢れる産業に変えられる！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「旅先での体験を通して人生を豊かなものにしてほしい」ベルトラは、世界150か国の現地体験型オプショナルツアーを取り扱う専門予約サイト。心揺さぶる「旅の体験」を一人一人に届けるというミッションのもと、お客様が世界中のさまざまなアクティビティに出会える市場を提供してまいります。https://file.veltra.com/jp/promotion/japan/barrier-free-tour/



ベルトラWay： 女性（社員）を活かして社会に貢献
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・観光産業は日本の基幹産業
・観光産業の働き手の多くは女性
・世界の観光産業のリーダーのは多くは女性
・女性活躍の後押し、役員への起用は観光産業の未来
・日本がリードして世界の平和に「光」を灯す！

・女性の能力を活かす
・女性と共に社会貢献
・女性や若い世代の可能性を引き出す真なる企業に

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「旅先での体験を通して人生を豊かなものにしてほしい」ベルトラは、世界150か国の現地体験型オプショナルツアーを取り扱う専門予約サイト。心揺さぶる「旅の体験」を一人一人に届けるというミッションのもと、お客様が世界中のさまざまなアクティビティに出会える市場を提供してまいります。https://file.veltra.com/jp/promotion/japan/barrier-free-tour/



心揺さぶる「旅の体験」を届け、
人々の人生をより一層豊かにする。

企業理念

関わるすべての人達とともに

持続的に成長し、

独自の存在感をもって、

観光産業と国際交流をリードする

To be a global leading company 

in tourism and international relations,

delivering our unique value, 

and promoting sustainable growth 

with stakeholders.



25

ご静聴ありがとうございました

次のページからは補足資料



OTAとは？

Online
Travel
Agent

オンラインに特化した旅行代理店

https://www.veltra.com/cn/


日本＆世界のOTA: ホテル・航空券を主に取り扱う
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価格比較サイトグローバルOTA 口コミサイト



世界の大手OTA 
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4年で187％ 4年で210% 4年で470%



Our Mission
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旅行の何をChangeするの？
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どこに行くかより、誰と何をするか

VELTRAが考える旅の本質
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旅先で何する？

Dinner in the Sky（ドバイ）

USD147～

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「Dinner in The Sky® - ディナー・イン・ザ・スカイ」ドバイの上空で営業中！＜10月～5月／ランチorディナーorアフタヌーンティー／ドバイ＞https://www.veltra.com/jp/mideast/uae/dubai/a/159678（夏季は熱すぎて休業。10月より再開予定。）
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旅先で何する？

SkySauna（フィンランド）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
空飛ぶサウナが新登場！サウナに入りながら絶景を堪能☆サウナ観覧車「スカイ・サウナ」＜ドリンク付／ゴンドラ貸切＞https://www.veltra.com/jp/europe/finland/a/137488



Confidential 33

旅先で何する？

SkySauna（フィンランド）

EUR 54～

ココ→

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
空飛ぶサウナが新登場！サウナに入りながら絶景を堪能☆サウナ観覧車「スカイ・サウナ」＜ドリンク付／ゴンドラ貸切＞https://www.veltra.com/jp/europe/finland/a/137488



旅先で何する？

Devil’s Pool（ザンビア）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
☆乾季限定☆絶叫必至デビルズプール！世界三大瀑布ビクトリアの滝の淵を泳ぐスリル体験！＜英語ガイド／送迎付＞https://www.veltra.com/jp/africa/zambia/a/159181Photo:https://www.zambiatourism.com/destinations/waterfalls/victoria-falls/victoria-falls-devils-pool/



旅先で何する？

Devil’s Pool（ザンビア）

USD 195～

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
☆乾季限定☆絶叫必至デビルズプール！世界三大瀑布ビクトリアの滝の淵を泳ぐスリル体験！＜英語ガイド／送迎付＞https://www.veltra.com/jp/africa/zambia/a/159181Photo:https://www.zambiatourism.com/destinations/waterfalls/victoria-falls/victoria-falls-devils-pool/



Colorier：旅を彩る、ツアーガイドとの出会い
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colorier.veltra.com

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その場所を訪れたら是非寄りたいレストランやお店があるように、その場所を訪れたら是非会いたい、あの人のツアーにまた参加したいそんな思いを抱かせてくれる素敵なツアーガイドやインストラクターが世界にはいます。想像を超えた景色を見せてくれる、味わったことのない感動を体験させてくれる彼らとの出会いは、私たちの個人旅行をより一層、時には何倍も何十倍も思い出深いものにしてくれます。ベルトラはそんな彼らをリスペクトを込めてコロリエ（彩る人）と呼び、世界中の旅を彩るコロリエと、あなたがつながる世界を創造します。



emo：あなたの知らない体験が見つかる旅メディア

Confidential 37

emo.travel

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
言葉にできないほどの感動。世界の誰かが感じた特別な旅をコレクションしてお届けします。あなたの知らない体験がきっと見つかる旅メディア「エモ」。今日、今、この瞬間も誰かが世界を旅しています。世界中の旅人が目にし、耳にし、経験し、心揺さぶられた瞬間を綴った体験談は、その旅の醍醐味がつまったストーリー。読めば一瞬で、あなたを非日常の世界へ旅立たせてくれるでしょう。エモは時代の旅メディアとして、様々な切り口でエモーショナルな体験談をセレクト。旅好きなあなたの心をくすぐります。
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