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一般的な質問

ウェルビーイング手当とはどのようなものですか？

 ウェルビーイング手当とは、全知的なウェルビーイング（身体、精神、経済、コミュニティ）を維持するための経費に補助

金を出して、 従業員をサポートするものです。手当の金額は、各国の地域別に公平になるよう調整されます。居

住国の手当を現地通貨で確認するには、福利厚生に関するマイクロサイトにアクセスしてください。

どの経費がウェルビーイング手当の対象になりますか？

 手当の対象となるプログラムまたはアクティビティのセットリストはありません。どのプログラム、アイテム、アクティ

ビティも、 つの柱（身体、精神、経済、コミュニティ）のいずれかのウェルビーイングを強化するための施設、機器、ク

ラス、教育、サポートを提供するものであれば、手当の対象になります。たとえば、フィットネスセンター、健康に良い

料理のクラスや調理器具、マインドフルネスアプリ、ファイナンシャルトラッカー、平和的な抗議のための社会的な行事

または資材などが対象になります。

以下の質問に回答してチャートの順に進んでいくと、経費が認められるかどうかを判断できます。

ウェルビーイングに役立ち

ますか？

「はい」の場合は、この

まま進んでください。

「いいえ」の場合、手

当を請求できるプログラ

ムではないと思われます。

ウェルビーイングの つの柱

（身体、精神、経済、コミュニ

ティ）の つ以上に沿ったもの

ですか？

「はい」の場合は、問題

ありません。このまま

進んでください。

「いいえ」の場合、アイ

テムに対する手当を受け

取ることはできません。

すでに別の のプログラム

または福利厚生の適用を受けていま

すか？（医療保険、 プ

ログラム、 など）

「いいえ」の場合は、先

に進んでください。

「はい」の場合は、アイ

テムに特化した基本プロ

グラムを利用してくださ

い。また、ウェルビー

イングのほかの側面で

ウェルビーイング手当の

プログラムを使用するこ

とを検討してください。

例外リストに含まれていますか？

以下の例外を参照してください。

「はい」の場合、残念な

がらこの手当を受け取る

ことはできません。

「いいえ」の場合は、

ウェルビーイング手当精

算プラットフォームから

このアイテムを送信し、

手当を受け取ってくださ

い。
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ウェルビーイング手当から除外されるアイテムは何ですか？

A. 以下の除外リストを参照してください。ご不明な点がある場合は、お気軽に人事部へお問い合わせください。

• あらゆる種類の銃器、兵器

• 違法薬物

• アルコール、タバコ、健康に害を及ぼす可能性のあるもの

• 現在別の プログラム（健康保険、 、 など ）の適用対象になってい

るアイテム。これらのプログラムへの加入の有無は問いません。

ワクチン接種は通常 の健康プランでカバーされますが、 年 月 日までは、例外として、ワクチン接

種もウェルビーイング手当の対象となる正当な費用として認められます。

ウェルビーイング手当は、会計年度と暦年のどちらをベースにしていますか？

 ウェルビーイング手当は、暦年をベースにしています。

年前のウェルビーイング手当を受け取ることはできますか？

 は、前暦年についての請求の提出を認めていません。ただしサブスクリプションを前払いしている場合は、請求

が発生した暦年について請求を提出することができます（例： 年の会費 クラスに対する支払いを 年 月に支

払う場合、 年に請求を提出できます）。

年 月 日付けで有効になったプログラムの変更

ウェルビーイング手当の増額が国によって違うのはなぜですか？新しい取り組みですか？

 年 月に、ウェルビーイング手当に対して、より物価に連動した取り組みを開始しました。最初に取り組みを開始し

たのは、インド、コスタリカ、アイルランドです。この取り組みの目的は、以前私たちが行っていたような、ドルに換算し

て手当を決めるのではなく、手当の価値を世界中で公平にすることです。 年 月 日から、この取り組みは、新しい

ウェルビーイング手当の増額に合わせて、すべての国に展開されました。

増額は国によって変わりますが、公平性は保たれます。指標がもっとも高い国の場合、手当の上限は 米ドルになり

ます。

はどのようなプロセスで、さまざまな国の手当の金額を決定したのでしょうか？

 私たちは、 、 の指標分析や、 評価プログラムで使用される同様の方法を使用して、さまざ

まな国の金額を決定しました。

手当が増額される前に、 年のウェルビーイングの請求を で提出しました。どうなりますか？

 年 月 日から 年 月 日までに で処理されたウェルビーイング手当の請求の提出は、従来どおり

処理が継続されます。これらの処理は新しい精算プラットフォームにもアップロードされ、それに応じて利用可能残高が調
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節されます。

対象者

プログラムへの参加資格があるかどうかは、どうすればわかりますか？

 週に平均 時間以上勤務する、福利厚生対象のすべての正規従業員には、プログラムへの参加資格があります。

私はパート従業員です。このプログラムの対象者ですか？

 週に 時間以上勤務する、福利厚生対象のすべての正規従業員が対象です。

私はインターンです。このプログラムの対象者ですか？

 いいえ。インターンと契約社員はプログラムの対象ではありません。

私は別の国に長期出張中です。私は対象者ですか？

 はい。赴任中の国に適用される手当を受け取る資格があります。経費報告は、赴任中に提出する必要があります。

休職中です。私は対象者ですか？

 はい。承認された休職中は、プログラムの対象者です。ただし、イスラエルに居住している場合は、休職から復帰するまで、

手当は給与に含まれません。

現地通貨と手当の金額が異なる場所に異動になります。どうすればいいですか？

 勤務場所の変更が完了すると、手当の金額と資格がシステム内で自動的に調整されます。前の国での経費報告をすでに提出

している場合は、それに応じて利用可能残高が調節されます。

金額または金銭上の手続きに関する質問

請求できる金額はいくらですか？

は、各国で許容される最高額まで手当を支払います。各国のウェルビーイング手当については、ウェルビーイン

グ手当の表を参照してください。

手当を請求する方法を教えてください。

 年度中に （精算）プラットフォームにログインし、請求を提出します。請求を提出する際には、年度中に

支払った料金の証明書類が必要になります。ウェルビーイング手当のクイックリファレンスガイドを参照して、請求を提

出する詳しい手順を確認してください。

https://benefits.vmware.com/work-life/wellbeing-allowance/
https://benefits.vmware.com/work-life/wellbeing-allowance/
https://source.vmware.com/intranet/document/13291/Wellbeing-Allowance-Quick-Reference-Guide-New-Claim.pdf
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請求はいつ提出しますか？

 請求は、年間を通していつでも提出できます。請求提出の締め切りは、請求が発生した暦年の最終日です。遅れて提出され

たものは受理されません。

請求の提出は年末まで待つべきですか？

 従業員は、年間を通して請求を提出できます。従業員のみなさまには、遅れないように、できるだけ早く請求を提出するこ

とをお勧めします。すべての請求の提出締め切り日は、 月 日です。締め切りまでに送信されなかったリクエストは、

例外なく却下されます。

からウェルビーイング手当はいつ受け取れますか？

 各暦月の最終日までに提出されたウェルビーイングの請求は、 ～ か月後に支払われます。 を退職する際には、

退職日前に経費報告書を提出する必要があります。サポートが必要な場合は、 リクエストを送信してください。

手当は課税対象ですか？

 米国を始め、大多数の国は、ウェルビーイング手当は課税対象の福利厚生だと考えられています。手当が収入として課税対

象になるかどうかは、国によって異なります。各国の受給資格については、居住国の給与を確認してください。

ウェルビーイング関連の合計経費が、各国で許可された年間最大額を上回るとどうなりますか？

 請求を提出できるのは、各国で許可された年間最大額までです。それを上回る費用は各自でお支払いください。

ウェルビーイング関連の経費に対して支払った消費税は、払い戻されますか？

 いいえ。ウェルビーイング関連の経費に対して支払った消費税は、払い戻しされません。

https://help.vmware.com/user/#/catalog-form/21/111
https://help.vmware.com/user/#/catalog-form/21/111
https://source.vmware.com/finance/payroll/Pages/Home.aspx
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ウェルビーイングの請求の提出

ウェルビーイング手当を請求するプロセスはどのようなものですか？

 ウェルビーイング関連の経費の払い戻しを受けるには、請求が発生した暦年の最終日までに、 経由で

（精算）プラットフォームにログインし、メッセージに従って請求を提出する必要があります。

請求を遅らせたり早めたりすることはできますか？

 いいえ。経費報告書の日付は、経費報告書を提出する日付を反映している必要があります。遅れて提出された前年分の報

告書は受理されません。また当暦年で経費が発生しない限り、将来の経費の報告書を提出できません（例： 年の会費

クラス サブスクリプションに対する支払いを 年 月に行う）。

や ではなく （ウェルビーイング手当）プラットフォームを使用して、ウェルビー

イング手当を申請する必要があるのはなぜですか？

 ウェルビーイング手当はグローバルなプログラム費用です。 （ウェルビーイング手当）プラットフォー

ムを使用すると、払い戻しが組織に影響しないようにすることができます。

経費報告書が承認されたかどうかがわかるまで、どれくらいかかりますか？

 ウェルビーイング関連の請求は、 時間以内に （精算）プラットフォームで確認、承認されます。承認

から給与処理まで、請求のステータスをプラットフォームで直接追跡できます。経費は ～ か月以内に給与として支払

われます。

提出済みの経費報告書を変更できますか？

 はい。ドラフトまたは承認済みのステータスの請求であれば、変更またはキャンセルすることができます。請求が支払い

処理に回されるか、支払い済みになった場合は、編集または削除することはできません。請求を変更またはキャンセルす

る詳しい手順については、ウェルビーイング手当のクイックリファレンスガイドを参照してください。

請求とともに提出する必要がある書類は、どのようなものですか？

 レシート、請求書、または価格や契約期間が記載された会員契約書またはサブスクリプション契約書のコピーのいずれかを

提出できます。銀行 クレジットカード取引明細書では不十分です。

https://wellbeing.vmware.com/allowance
https://wellbeing.vmware.com/allowance
https://wellbeing.vmware.com/allowance
https://wellbeing.vmware.com/allowance
https://source.vmware.com/intranet/document/13292/Wellbeing-Allowance-Quick-Reference-Guide-Edit-Claim.pdf


 

ウェルビーイング手当

書類の原本をだれかに提出する必要がありますか？

 ブラジルにお住まいの場合、政府からの要件として、支払に関する実際の書類を提出する必要があります。ブラジルの従業

員は、最初に （精算）プラットフォームで請求リクエストを入力し、経費報告書を印刷してから、書類を

添付して、ブラジルオフィスの経理部に提出する必要があります。

その他のヘルプ

• お探しのものが見つからない場合は、人事部のページのいずれかで、 （人事部への問い合わせ先）をク

リックして人事部へ問い合わせるか、内線番号 に電話をして、 （ アドバイザー）を選択し

てください。

• チケットを提出して、サポートを求めることもできます。

• 人事部の詳細については、 の のページを参照してください。
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