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社長メッセージ
Message from Our CEO
合同会社ユー・エス・ジェイは、
テーマパーク
「ユニバーサル・スタジオ・

USJ LLC is committed to providing guests with world-class

ジャパン」の 運営を 通じて、ゲストに「ワールドクラスの 体 験」を

experiences at Universal Studios Japan. These are extraor-

提 供すべく、全力を尽くしてきました。それは、ゲストのみなさまに

dinary, immersive experiences that free our guests from

とって非日常的な没入感たっぷりの体験となり、日常から解放される
だけでなく明日への活力にも繋がっていると確信しています。また、
私たちは「世界最高のエンターテイメント・リーディングカンパニー」
として「ワクワク・ドキドキ」の体験を提 供し続けると同時に、地 域
社会と地域経済の発展を支えてきました。
「Value Our Community 社会に貢献します」は、合同会社ユー・

the routines of daily life and help re-energize them for
tomorrow. As a leading company in global entertainment,
we offer non-stop thrills and excitement. At the same time,
we work hard to support our community and local economy.
But beyond that, we understand that our business is
supported by the local community. This is why one of our
core principles is “Value Our Community.” We see it as our

エス・ジェイが大切にしている姿勢の一つです。私たちのビジネスは、

mission to help the local community grow and overcome

地 域社会によって支えられており、その課 題 解決や発展に関わる

challenges. Therefore, we are dedicated to giving back

ことは、私 たちの 使命です。今後も、福 祉、教 育、文化、雇 用、環 境

through programs in a variety of areas, such as welfare,

などのさまざまな分野を通して、積極的に貢献していきます。また、

education, culture, employment, and the environment.

み なさまの良き隣人として、愛され、支 持されるよう努めます。私
たちの目指す社会は、すべての人が「日々の前向きなパワー」をもつ
ことのできる社会です。そのためにも、強みである、エンターテイメント
の力を最大限に発揮し、地域のリーダーや多種多様なコミュニティ
と協力しながら、様々な取組みを進めていきたいと思います。

We strive to ensure that we are a good neighbor, one that
the community values, and aim to create a society that
empowers people everyday. To this end, we will continue
to utilize our strength in entertainment, cooperating with
local leaders and a diverse range of communities, to foster
programs that give back to society.

このレポートでは、私たちの取組みと、それぞれの活動にかける思い

This report outlines our social contribution programs and

を紹介しています。
みなさまにも、
これまでに実現した取組みについて

our thoughts behind each one. I hope you enjoy taking

ご覧いただければと思います。

a look at how we implemented each program to date.
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エクスターナル・アフェアーズ部 チームメンバー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと此花区、大阪の遠景

社会貢献にかける思い
How We Aim to Give Back
合同会社ユー・エス・ジェイでは、全社一丸となってさまざまな

OUR PHILOSOPHY
私たちの理念

その成 長は最 終 的に日本やアジアの成 長に繋がるでしょう。

目標を達成するために、従業員の規範となるいくつかの“Values”

だからこそ、地域コミュニティとの連携は不可欠であり、地域が

（姿勢）を定めています。“Values”とは、私たちに行くべき道を

抱える課 題を把 握し、私たちの特 性を生かして何ができるの

示すコンパスのようなもので、
これに沿って私たちは同じ方向に

かを考えながら、多くの社 会 貢献の取組みを行っていきたい

向かって進んでいます。その“Values”の1つに、
“Value Our

と考えています。

Community”(社会に貢献します)というものを掲げています。

その中でも特に、子どもたちを育む取組みに注力しています。

私たちのビジネスは社会によって支えられています。ユニバー

未来を担う子供たちが、夢に向かって、勉強やスポーツに積極的

サル・スタジオ・ジャパンの成長は大阪の成長であり、大阪の成長

に取り組む姿勢を学び、夢を実現できるよう、
さまざまな支援を

はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの成長にも繋がります。
さらに

していきたいと考えています。

私たちの姿勢 Our Values

VALUE OUR COMMUNITY
社会に貢献します

安全を最優先します

INNOVATORS

DRIVE RESULTS

新しいことに挑戦します
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SAFETY FIRST

結果を出します

TEAM PLAYERS

チーム一丸となります

MAKE AN IMPACT

相手の心を動かします

DO THE RIGHT THING
正しいことをします

HAVE FUN!

とことん楽しみます !

3

活力ある未来づくりへ
Helping Create a Bright Future
合同会社ユー・エス・ジェイが行っている社会貢献の1つと
して、
「 大阪府育英会USJ奨学金制度」があります。進学に際し
経済的な支援の必要な高校生を対象に給付型の奨学金制度
を実施するもので、2011年に創設後、2020年現在では120名

の高校生がUSJ奨学生となりました。
そんなUSJ奨学生たちが、今、学生として、社会人として活躍
すべく夢に向かって進んでいることを喜ばしく思います。
（取組内容についてはP.8で紹介しています）

将来 への希望とすばらしい仲間との出会い。
新しいエンターテイメントを創造していきたい
南 春輝さん（USJ奨学生 第7期生）
だけでなく、奨学生という同じ環境で、かけがえのない仲間に

奨学生への応募を決めた時が将来 への第一歩。
法曹の世界から大阪に恩 返しを

出会わせてくれたことも非常に大きいです。実際、将来に向かって
さまざまな夢を追いかける彼らの言葉や言動には、たくさんの
影響を受けました。毎年パークで行われる奨学生認定式には、
私たち認定者も招待いただき、その場で彼らともお会いできる

田中 想音さん（USJ奨学生 第1期生）

ので、大きな刺激となっています。
つながりがしっかり育めることもこの制度の大きな特徴だと

どの奨学生も真剣に自分の夢と向き合っていて、誰もが金銭的

思います。昨年は、3期下の後輩が私も学んだロースクールの

な問題で自分の夢をあきらめたくないと頑張っています。
自分の

後輩になり、勉強や進路について話をする機会がありました。

夢を自分の言葉で語れ、お互いに高め合える環境が、
ここには

同じ奨学生、同じ夢を持つ仲間ができて本当にうれしく思い

あります。奨学金という金銭的な援助だけでなく、離れていても

ましたし、こうした絆を結べる場があることはやっぱりすばら
しいと思います。
私は今春から、大阪の弁護士事務所に勤務し、頑張っていく
つもりです。企業法務を中心に扱う事務所ですが、さまざまな
業界の企業とのお仕事に好奇心をもって取り組んでいこうと
張り切っています。多彩な案件に学び、企業のサポートに徹する
【プロフィール】大阪府育英会USJ奨学生1期生。国立大学
法学部、
司法修習生を経て今春、弁護士事務所への就職が決定。
念願の弁護士として、
スタートを切りました。
高校時代、新聞に取り上げられていたUSJ奨学金制度の

ことで、ゆくゆくは地元大阪に恩返ししたいと考えています。
USJ奨学金制度に興味を持たれている方は、遠慮したり、
あき
らめたりすることなく、
まずはチャレンジしてほしいと思います。
将来の夢についてしっかりと考える機会を大切にしてください。
真摯な取り組みが、将来を輝かせると思います。

【プロフィール】高校から音楽科で音楽を専門的に学び、大阪府
育英会USJ奨学生に応募。奨学金を得ながら、現在、音楽大学
でプロの演奏者になるために懸命に励んでいます。
USJ奨学金制度については、高校で配布された案内書で
知りました。私は打 楽 器の演 奏 者をめざしていて、大 学でも
勉強を続けるつもりでいました。奨学金をいただければ余裕を

お互いの夢を真剣に応援しあえる仲間に出会えたことは、私に
とって一番の喜びです。
今後は、奨学金で得た数々の経験をもとに、
もっと技術と知識
を身につけ、最高の音を出すために一音一音微々たるところに
まで拘って、自分の納得できる演奏者をめざしていきたいです。
今、
コロナウイルスの影響により、
表現の場は制限されていますが、
新しいかたちで音楽のすばらしさを発信していきたいと思います。

もって勉 強に打ち込める、それは将来の希望につながること
なので、時間が限られていたのですが選考に取り組み、晴れて
奨学生になることができました。
実際、学費の助けになったことはもちろん、
レッスン費やコン

記事を母が見つけてくれ、
この制度のことを知り、ぜひ挑戦した

クールの費用、
スティックなど備品の購入など、幅広いサポート

いと思 いました。選 考に向けて、それまで漠 然と思い描いて

につながり、本当に助かっています。特にコンクールは、
キャリア

いた弁護士になる夢について、
じっくりと考えるよい機会となり

育成に絶対に欠かせないものなので、迷わずに出場できること

ました。自分にとってたいへん有意義な経験だったと思います。

が心からうれしいです。
第7期 奨学生認定式

また、奨学生になったことは、私の将来を明るく照らしてくれた

無事、奨学生になって、法律の勉強をすすめていくうちに、
幅広い分野に対応できるゼネラリストと呼ばれる弁護士になり
たいと、目標が定まりました。
これも、高校時代に将来のことに
ついて真剣に考えたことから始まっています。奨学金制度に

社会貢献として、私たちにできることはまだまだあります。その

人材が必要とされています。そうした観光都市を担う人材の

出会えて、進む道が明確になったことは間違いありません。

一環として、
より多くの子どもたちに合同会社ユー・エス・ジェイ

育 成をサポートするなどの明るい未来づくりへの貢献こそ、

だからこそできる「 学習機 会や体 験 」を提 供していきたいと

当 社 にふさわしい 社 会 貢 献 活 動だと考え、さらなる活 動に

考えています。観光を重視する関西、特に大阪では、それを担う

取り組んでまいります。

私は奨学生1期生で、私の後に続く奨学生たちの認定式など
に参加する機会があります。そうした場を通じて、後輩たちとの
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第1期 奨学生認定式
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OUR ACTIVITIES
私たちの活動

・大阪府育英会 USJ 奨学金制度の実施
子どもの成長を
サポートする取組み

・就業意識醸成プログラム「ワンダー・キッズ・プログラム」
・小中学校への英語教育の支援
・公立大学法人大阪との連携による人材育成の支援

・コミュニティ・プログラム等による難病児童への支援
地域コミュニティに
貢献する取組み

・障がいを持った子どもたちへの活動支援
・大阪府内の児童養護施設、母子シェルターへの物販商品寄贈
・プラスチック資源循環利用の可能性を探るイベントを開催

社会貢献活動のご紹介
Our Social Contribution Activities
私たちが運営するユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、
「ココロ

私たちは、パークの中から飛び出して、
「日々の前向きなパワー

もカラダもとびきり元気になってもらいたい」、
「 パークを出た

の源」を地域の皆さまに、そして社会の未来をひらく存在である

後も続く
『日々の前向きなパワーの源』を持って帰ってもらい

子どもたちへ届けたいと考えています。これまでに実 施した

たい」、そんな思いで日々、ゲストの皆さまをお迎えしています。

社 会貢献活動をご紹介します。

私たちのアプローチ

① 子供たちの成長をサポートする取組み

② 地域コミュニティに貢献する取組み

子どもたちが楽しく遊びながらキャリアについて学べる

2020年、新型コロナウイルスの流行により、私たちは大きな社会活動

活動を実施するとともに、大阪府育英会USJ奨学金制度の

の制約を受けることとなりました。
そんな中、
私たちが地域へ貢献できる

実施、
さらには大学での観光プログラムの授業の実施など、

こととして、
大阪府コロナ助け合い基金を通じての医療従事者への支援

子どもたちの成長に応じた支援に取り組んでいます。

を実施。
また、
学校が休校となり、
終日、
放課後児童クラブで過ごす子ども
たちを元気づけようと、人気オリジナル商品を寄贈しました。

・オンラインストアや飲食店舗の売上の一部を寄付
コロナ禍での活動

・医療現場へのライドポンチョの寄贈
・小中学生の運動不足解消のためのダンス動画を制作
・休止となっていた此花区内の子ども食堂への支援

合同会社ユー・エス・ジェイでは、2006年より社会貢献プロジェクト
「USJドリームウィーバーズ」
（ Dream Weavers：夢を紡ぐ人の意）を推進しています。
よりよい地域社会づくりと発展を願い、支援を必要とする人々のサポートに特化した
さまざまな活動に取り組んでいます。
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これまでの活動

これまでの活動

子どもたちの成長をサポートする取組み

地域コミュニティに貢献する取組み

Past Activities and Programs Our Other Initiatives to Support Kids

Past Activities and Programs Our Other Initiatives for Local Communities

USJ ワンダー・キッズ・プログラム

難病児童への支援

病院訪問の模様

開会式

ご参加の皆さま

コミュニティ・プログラム

難病児童招待（kiitos）

難 病 や重 度の 障 が い のため、な かな か
パークに来られない子どもたちのもとへ
パークの仲間たちやエンターテイナーが
訪れ、歌やダンスを一緒に楽しみます。

大阪市立総合医療センターの医師、看護
師、ボランティア学生と協力し、年に2回
難病の子どもたちとその家族をパークに
招待しています。

改装したプレイルーム

難病の子どもたちの病室やプレイルーム
などを楽しい空間に改装するサポートを
行っています。

障がいを持った子どもたちへの活動支援

プログラムに参加する子どもたち

ボランティアとして参加したエスコートクルー

家族と離れ毎日を過ごしている児童養護施設の子ども

があることを学び、働くことに興味や具体的なイメージを

たちを対象とした就労意識醸成プログラムを1年に1回

持ってもらう内容になっています。また、仕事をすることで

実施しています。

自立でき、人生を切り開いていくことをプログラム全体を

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにはさまざまな仕事

通して伝えています。
特別支援学校へ学習支援機器を寄贈しています。

大阪府育英会 USJ 奨学金制度

物販商品寄贈

福祉施設へ送迎車両を寄贈しています。

障がいを持った方への自立支援

進学に際し経済的な支援の必要な高校生を対象
に奨学金制度を実施しています。
チャリティ・ディナーショーの収益金を原資に、
公益財団法人大阪府育英会において給付型奨学金
として1人100万円が支給されます。2020年時点、
U S J 奨 学 生となった高 校 生は累計120名に上り
ます。毎年、パーク内で奨学生認定式を開催し、同期
の奨学生だけではなく、先輩たちとの交流の場を
奨学生認定式
※2020年は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、奨学生認定式の開催を中止いたしました。
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できる環 境を私たちは提 供しています。

作業所製品販売の様子

寄贈した商品

設けています。多くの人との繋がりを通じて切磋琢磨

大阪府内の児童養護施設、母子シェルター等にパーク・

作 業 所で 作られた製 品を従 業 員 食 堂で定 期 的に販 売

オリジナルグッズを寄贈しています。

しています。
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これまでの活動

これまでの活動

Past Activities and Programs Collaboration with Other Companies

Past Activities and Programs Collaboration with Osaka Prefecture

チャリティ・ディナーショー

大阪府との包括連携協定

企業様との連携

大阪府との連携

ショーの模様

2007年より毎年、主要取引先企業の協力を得て、地域
で支援が必要な人々をサポートするためのチャリティ・
ディナーショーを開催しています。
ディナーショーでは
「チャリティ・オークション」
も実施して

チャリティ・オークション

サイン入りピンフラッグなどのレア商品が出品されました。
収益金は給付型大阪府育英会USJ奨学金の原資、難病
と闘うお子さまの病室やプレイルームの改装、福祉施設
への車両寄贈、特別支援学校への学習支援機器の寄贈

おり、
これまでに
「ミニオン」
のキャラクターデザイナーによる

などに活用しています。

コンセプトアートや、
プロゴルファー ローリー・マキロイ氏の

※2020年は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、開催を中止いたしました。

包括連携協定 締結式

大阪府 吉村洋文知事

エンターテイメントの力を通し、大阪から未来を超元気に！
合同会社ユー・エス・ジェイは、2020年11月、大阪府と包括連携協定を締結いたしました。
本協定の締結をきっかけに、大阪府とのさらなる連携・協働した活動により

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン× コカ・コーラ
リサイクル Study Together イベント

継続的でより貢献度の高い活動に取り組み、大阪から日本全体を“超元気”にできる社会づくりをめざします。

本協定で連携・協働していく7分野と新たな連携事例

子ども・教育

観光・地域活性化
環境
社長CEO J.L. ボニエ

2020年9月、パークのオフィシャル・マーケティング・

しました。さらには環境省の協力のもと、国立環境研究所

パートナーの日本コカ・コーラ株式会社、
コカ・コーラ ボト

所属の五箇公一先生による講義も実施し、リサイクルを

ラーズジャパン株 式 会 社 ( 以 下 、コカ・コーラ社 )と共同

はじめとする環 境 問 題に対して積 極 的に理 解を深める

で、プラスチック資源循環利用の可能性を探るイベント

機会の創出に努めています。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×コカ・コーラ リサイ
クル Study Togetherイベント」を開催しました。
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福祉・健康

女性活躍・働き方改革

その結果、環境省主催の「みんなで減らそうレジ袋チャレ
ンジ」キャンペーンにおいて、特に顕著な取組みを行った

また、パーク内で実 際に回 収されたコカ・コーラ社の

優秀サポーターとして、エンターテイメントの力を活用した

ペットボトルから作られたオリジナルエコバッグを作成し、

独自性の高い表現と、それによる幅広い層への意識啓発

大阪府市の協力のもと、府内の小学生とそのご家族へ配布

に努めたことが評価され、
「 特別賞」を受賞いたしました。

・小中学校等への英語教育の支援
・府立支援学校の生徒へ就労意欲を醸成する取組みを実施
・公立大学法人大阪との連携による人材育成支援
・基金を通じた子どもたちへの支援
・国際観光都市の創出に向けた協力
・2025年日本国際博覧会の開催に向けた協力
・プラスチックごみの削減に向けた取組みの推進
・障がいや難病をかかえる子どもたちへの支援
・こさえたん（障がい者が生産する製品）の販売を協力
・大阪府障がい者等用駐車区画の設置への協力
・Well-Being OSAKA Labへの参画を通じた、健康経営等の取組みの推進

安全・安心

・大阪880万人訓練への参画
・災害時における支援

府政のPR

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの広報ネットワークの活用
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これまでの活動

これまでの活動

コロナ禍での医療従事者へ向けた活動

コロナ禍での地域の子どもたちへ向けた活動

Past Activities and Programs Activities for Healthcare Workers in the Coronavirus Pandemic

Past Activities and Programs Activities for Local Children in the Coronavirus Pandemic

ゲストとともに

ダンス動画 ワンシーン

ユニバーサル・チャリティ・メニュー

ゲストにお送りしたメッセージカード

オンラインストアでお菓子セットを販売し、
売上の一部を寄付

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の
飲食店舗の売上の一部を寄付

公式オンラインストアにてパーク・オリジナルグッズの中

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気メニューの売上の

からお菓子の詰合わせを販売し、売上の一部を「大阪府

一部を「大阪府新型コロナウイルス助け合い基金」に寄付

新型コロナウイルス助け合い基金」に寄付しました。

しました。

リモート学習中の小中学生に向けて
大阪府教育庁と協働し、ダンス動画を制作

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気者
たちが登場するオリジナルDVDの配布

休校中、家に閉じこもりがちな小中学生たちの運動

難病や障がいで病院や施設で治療中の子どもたちが

不足を解消しようと、家庭内でも楽しく体を動かす

面会謝絶でご家族にも会いにくい状況の中、少しでも

ことができる体操・ダンス動画を大阪府教育庁の監修

元気になってもらおうと
「キャラクター・グリーティング・

のもと制作しネット配信しました。

DVD」を制作し、送付しました。

従業員とともに
従業員食堂で食事代金にプラスして支援金を寄付
募金額の意思表示カード「ユニバーサル・チャリティ・カード」をレジで提示すると、
会 計金額にプラスされ募金ができる仕組みをつくりました。集まった募金は「大阪
府新型コロナウイルス助け合い基金」に寄付しました。

企業として

子どもたちにお渡ししたクリスマススウィーツ

子ども食堂にオリジナル・ランチボックスや
スウィーツを提供

寄贈したキャップをかぶる子どもたち

さまざまな背景を持つ子どもたちにとって大切な居場

医療現場の防護服不足に対して
ライドポンチョを寄贈

物販商品を大阪市内の
放課後児童クラブへ寄贈

ユニバーサル・グローブのブルーライトアップ

拡大の影響を受け、
休止となっていました。そんな子ども

大阪市の医療現場での防護服不足を解消するため、
「雨

ユニバーサル・グローブを青い照明とビームで演出する

たちに少しでも笑顔になってもらおうと、
ユニバーサル・

学校が休校となり、放課後児童クラブで過ごす子ども

がっぱ」提供の呼びかけがありました。それを受け、発送

「ブルーライトアップ」を実施し、最前線で闘う医療従事者

スタジオ・ジャパン特製のランチボックスやスウィーツ

たちを元 気づけようと、人 気オリジナル商 品を寄 贈

を此花区内の子ども食堂へ提供しました。

しました。

可能なライドポンチョ数千着を寄贈しました。
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所となっている子ども食堂が、新型コロナウイルス感染

に向けてエールを送りました。
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過去の受賞や評価
Awards and Recognition

2016 年 8月

2018 年 7月

2019 年12月

2020年 5月

2020年12月

企業ベスト賞
難病の子ども支援

紺綬褒章を受章
大阪府育英会への奨学金寄付

神戸キワニス社会公益賞
児童福祉行政への貢献

紺綬褒章を受章
大阪府育英会への奨学金寄付

環境省「みんなで減らそうレジ袋チャレンジ」
優秀サポーター特別賞

エンターテイメントを通じた環境意識啓蒙活動

各種感謝状授与

大阪府

●

●

●

大阪市

堺市

大阪府育英会

●

ワンダー・キッズ・プログラム招待
福祉施設への車両寄贈
ワンダー・キッズ・プログラム招待

●

物販商品寄贈

●

福祉施設への車両寄贈

●

ワンダー・キッズ・プログラム招待

●

物販商品寄贈

●

大阪府育英会USJ奨学金における感謝状
合同会社ユー・エス・ジェイ

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

大阪府育英会USJ奨学金

●

物販商品寄贈

〒554 - 0031 大阪市此花区桜島2丁目1番33号
当社の許可なく複製・転載することは禁止されています。
2021年発行 Published in 2021
一部画像はイメージです。パークでは衛生強化対策へのご協力をお願いします。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください
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