日本人海外生活環境調査
参加企業募集

「日本人海外生活環境調査」に参加しませんか？
世界生活環境レポートとは

5.調査方法

企業が海外に人を派遣するにあたっては、現地の生計費のみならず、
生活環境をも常に把握しておく必要があります。
また、派遣都市間
および日本との生活環境差
（ハードシップ）
を必要に応じ給与に反映
させるべきとマーサーは考えます。
それら現地の生活環境やその格差
を客観的かつ定量的に把握することを目的に開発されたのが、
「日本
人世界生活環境レポート」
です。
同レポートは、
「日本人がどう感じるか」に主眼をおき、実際に海外赴
任している日本人を対象としたアンケート
「日本人海外生活環境調
査」
を基にしています。
個人の主観であるアンケート調査を数多く集めることにより客観性を
高め、独自の手法・分析により世界各地の生活環境を指数化し、
レポートとしてご提供しています。

Emailにてご担当者様にエクセルファイルをお送りいたしますので、調査
実施のうえ、
まとめてEmailにてご返送いただきます。CD-ROM等による

1.目的および特徴
 外派遣地の生活環境を全世界統一基準で評価することによって、
海
派遣都市間および日本との生活環境格差を数値化し、比較します
「日本人がど

う感じるか」
という主観を数多く収集して分析することによって
情報を標準化し、客観性のあるデータを提供します
都市間の個々人の評価のばらつきをできる限り排除するため、各項目の
具体的な評価基準を調査票に記載しています
ポイントで評価する部分に加え、
コメント等を記述する部分を設け、
日本人
海外派遣者の生活実態情報も併せて収集、
レポートに掲載しています

2.調査期間

6.調査実施の手順
参加企業
日本人
海外駐在員

調査実施

参加企業
調査
ご担当者

参加申込
調査票配布
回答返送

7.参加特典
 査参加都市の「日本人世界生活環境レポート2016年版」
調
（2016年
3月発行予定）
をディスカウントします
1〜2名参加都市の場合 30%ディスカウント
3名～参加都市の場合
50%ディスカウント
参加費用は一切かかりません
前年度から連続して調査にご参加いただいた企業の皆様には、各企業
1名様1回につき2016年の「海外派遣者報酬ワークショップセミナー
導入編」
に通常の半額にてご参加頂けます
※サンプル数が少ない等の理由で商品化に至らない場合もございますので、予め
ご了承ください

8.参加申し込み

調査票配布：2015年10月～
回 答 期 間：2015年10月～12月15日
返 送 期 限：2015年12月末日必着

参加お申し込みの際は、裏面「参加申込書」に必要事項をご記入の上、
FAXにてお申し込みください
お申込み締切り 2015年10月16日
（金）

3.主な調査内容（全56項目）
物理的・実態的側面

政治環境
自然環境

生活物資調達環境
社会文化環境

経済環境
遠隔性

生活しやすさ側面

安全度

便利度

快適度

4.回答者の条件

ご返送も可能です。
また、
ご希望により、
マークシート形式での調査も可能
です。その場合は質問票と回答用マークシートをお送りいたしますので、
マークシートのみご返送いただきます。

日本人海外駐在員で以下の条件を満たしている方

 任期間が6ヶ月以上経過している方、
赴
または1年以上の赴任を終えて
帰国後6ヶ月以内の方
原則家族帯同
※人数制限はありません。
また日本人の少ない都市については条件を満たしていな
い方でも参加いただけます。都市についても特に制限はありません。ただし、原則
半径50km以内を同一都市とします

9.その他サービス
フィードバックサービス ¥10,000
（消費税別）
／ 都市
「自社海外派遣者の意識を指数で把握

したい」
というご要望にお応えす
るため、参加いただいた回答のみを対象に、商品レポートと同様のウェイ
トで御社だけの指数を算出します
※調査対象期間外の回答についても対応いたします。料金が異なりますので、別
途お問い合わせください

カスタマイズサービス
「自社独自のハー

ドシップランクを作成したい」
といったご要望にお応えする
ため、
ご希望の回答を算出対象とした、
あるいはウェイトを変更した生活環
境指数の算定も行っております。詳しくはお問い合わせください

日本人海外生活環境調査 参加申込書

FAX: 03 5333 8137

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。
※調査に関するお問合せは、電話03 5354 1483 またはmobility.japan@mercer.comまでご連絡ください。

■申し込 み日：2015年
■会

社

■住

月

日

名：

■英文会社名：

所：〒

■担当者氏名：

■部署・役職名：

■T

■F

E

L：

A

X：

■E m a i l：
■参加予定都市数：

都市

■参加予定人数：

人 ※参加予定都市数、参加予定人数は、おおよその数値をご記入ください。

■調査方法：エクセルファイルをお送りします。マークシートをご希望の場合はチェックを入れてください。
□マークシート希望

個人情報の取扱いについて

調査票必要部数

部

本調査のお申込みにあたり、
お客様からご提供いただきました個人情報につきましては、
下記のとおりお取扱い致し

お申込み締切り

ますことをご確認ください。
なお、誠に勝手ながら、
ご同意いただけない場合はお申込みを承ることができませんので

2015年10月16日（金）

ご了承願います。

□同意する
1. 個人情報の管理について
ご提供いただきます個人情報の管理については、下記
の者が責任を負います。
管理者 マーサー ジャパン株式会社
個人情報保護管理責任者
コンプライアンス･オフィサー
連絡先 TEL：03 5354 1560
2. 個人情報の利用目的
当 社では、
ご提供いただきました個人情報を次の利用
目的に必要な範囲内において利用いたします。例外的に
その他の目的に利用する場合は、事前にその利用目的を
お客様に通知し、
お客様に個別の同意をいただきました
上で利用させていただきます。
①当社のコンサルティング等に関する各種イベント・セミナー
等のご案内のため（広告･宣伝を含む電子メールの
当社及び以下4.に記載するマーサー本社
（米国）
及び
マーサーグループの企業からの送信を含みます）
②当 社の取扱製品およびサービスのご案内ならびに
サポート情報の提供のため（広告･宣伝を含む電子
メールの当社及び以下4.に記載するマーサー本社
（米国）及びマーサーグループの企業からの送信を含
みます）
③お客様の管理、顧客層の分析等各種統計資料作成
のため
④アンケート等への協力のお願いのため
⑤当社の事業に関してお問合せいただいた内容に回答
（発送）
するため
⑥当社がご提供する事業に関する対価のご請求のため
3. 個人情報の第三者提供について
当社は、
下記の場合を除き、
お客様の個人情報を第三者
に提供することは致しません。
①お客様の同意がある場合
②前 記2.の利用目的達成に必要な範囲内において
当社の業務委託先に提供する場合
③個 人を識別できないように加工した状態（各種統計
資料等）
で第三者に提供する場合

4. 共同利用について
マーサー ジャパン株式会社
（
“マーサー”
）
では、
お客様から
いただいた個人情報を、
マーサーと共通のポリシーに則り
業務を実施するマーサー本社
（米国）
及びマーサーグループ
の企業
（ホ－ムページの「Mercer worldwide
（http://
www.mercer.co.jp/countrybroker.jhtml）
」
にてご確認
いただけます。）
との間で共同利用する場合があります。
共同利用を行う項目、範囲等は以下のとおりです。尚、
お問い合わせやサイト会員登録時に記載戴く個人情報
の共同利用は致しません。
①共同して利用する個人情報の項目： 氏名、
会社
（組織）
名、会社住所･所属部署・電話番号・メールアドレス、
役職、当社とのお取引履歴
②利用する者の利用目的：上記2.記載の利用目的と同じ
③個人情報の管理について責任を有する者： マーサー
ジャパン株式会社
④取得方法：書面又は電子データ

お申込み・お問い合わせ
マーサー ジャパン株式会社
インフォメーション・ソリューションズ／
グローバルモビリティー
TEL：03 5354 1483
FAX：03 5333 8137
E-Mail：mobility.japan@mercer.com
個人情報の取扱いに関するお問合せ
マーサー ジャパン株式会社
個人情報相談受付担当者
TEL（代表）
：03 5354 1560
E-Mail：privacy.japan@mercer.com

5. 個人情報の安全管理
当社では、
ご提供いただきました個人情報を、外部への
個人情報の漏洩等がなされないように、個人情報保護
管理責任者の下、当社の取扱い基準に従い適切な
安全策を講じ、管理・保管致します。
6. 開示等について
お客様にはご自身の個人情報に関し、利用目的の通知、
開示、
内容の訂正、
追加又は削除、
利用の停止、
消去及び
第三者への提供の停止を求める権利があります。この
求めがあった場合には対応させていただいておりますので
その際には下記個人情報相談受付担当者までお申出く
ださいますようお願い致します。
7. その他の事項
個人情報のご提供には任意項目と必須項目があります。
必須項目である氏名、
会社(組織)名、
会社住所･所属部署・
電話番号・メールアドレスの情報をご提供いただけない
場合は、当社のサービスのご案内をお知らせできなくなる
ことがありますので、
あらかじめご了承下さい。

プライバシーマークについて
マーサーは一般財団法人日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC)より、個人情報について適切な取扱いが
行われている企業に与えられる
「プライバシーマーク」
使用許諾事業者として認定されています

