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見舞金制度（保険）
と優待割引サービスにより、客単価向上を実現

メガロス、ベネフィット・ワンのサービスでお客さまに安心と満足を提供
野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社

CS 推進部長

鈴木俊太朗氏（左）

株式会社ベネフィット・ワン 執行役員 プロダクトマーケティング部 部長
マーケティング担当 谷川茂雄氏（右）
フィットネスクラブ会員さま向けに、ク

導入後もお客さまからの意見をベネ

ラス500円で入会時にご案内し、初月

ラブ内で怪我をした場合に見舞金をお

フィット・ワンさまに伝え、改良して

無料で新入会者全員に付けている。そ

支払いする見舞金制度（保険）と優待

いただいています」
（鈴木氏）

のほか、割引率の高いキャンペーンを

割引サービス「ベネフィット・ステーショ

お客さまからのご意見として多いの

定期的に開催し、店内にポスターを掲

ン」を提供している株式会社ベネフィッ

は、
「利用できる施設を増やしてほし

示するなどして入会を促進している。

ト・ワン（以下、ベネフィット・ワン）
。

い」というもの。要望を受けると、ベ

メガロスの在籍者のうち約21％が

保険業法の解釈の変化に伴い、今年４

ネフィット・ワンは映画館や飲食店な

入会している。また、同社の福利厚生

月より見舞金の扱いを改定した。10年

どの運営企業へアプローチし、利用で

としてもベネフィット・ステーション

前から同サービスを導入している野村

きる施設は現在140万件以上になる。

を導入しており、お客さまの入会率を

不動産ライフ＆スポーツ株式会社（以下、

コンプライアンスを重視した経営
お客さまにも安心を提供

高めるためにもスタッフへの利用を促

メガロス）に同サービスを導入した理

している。

見舞金制度（保険）は、通院や入院

「付帯収入として大きく、また特に

に対して一定の金額が給付されるとい

サービスを利用しているお客さまの退

見舞金
（保険）制度と優待サービス 10
年前、新たな付加価値として導入

うもの。2018年ごろから金融庁の保

会率が低いことはわかっています。入

険業法の解釈が厳しくなったことから、

会率を高めるために、スタッフが優待

メガロスがベネフィット・ワンの

損害保険会社と組んで今年４月に改訂

割引サービスを利用して、お客さまと

サービスを導入したのは10年前。三

した。

の会話のなかでお勧めするようにして

鷹店がオープンするタイミングで、当

「コンプライアンスが重視される時代

います」
（鈴木氏）

時の支配人がお客さまに付加価値を提

ですから、フィットネスクラブ運営企

供できる新しいサービスを模索してい

業さまにとっても当社にとっても以前

めるための様々な施策を行っている。

た。
当時同様のサービスは少なく、
パー

のままではいけないと判断しました。

「クラブの入会キャンペーンに合わせ

トナーとなる企業を探すなか、ベネ

損害保険会社に相談し、サービス内容

て、通常より高い割引率でサービスを

フィット・ワンの優待割引サービスや

は変えずに改訂しました。保険業法の

提供しています。リピート率が高いこ

企業姿勢を信頼して、一緒に商品を考

解釈は度々変わります。パートナー企

とがわかっているので、まずはキャン

えていった。

業さまやそのお客さまに商品を供給す

ペーンなどで試してもらうよう努めて

「当時フィットネスクラブのお客さま

る立場として、しっかりキャッチアッ

います。また、コンテンツをデジタル

へ新たなサービスを提供するにあたり、

プしていくことは責務だと考えていま

化し、利便性を高めています。さらに、

優待割引サービスだけではなく、見舞

す」
（谷川氏）

今春からチラシ作成ツールができ、ク

由やその効果について聞いた。

ベネフィット・ワンも、入会率を高

金制度を設けることにしました。万が

これに対し鈴木氏は「お客さまに保

ラブ近隣の利用可能施設を簡単にプリ

一のときに補償がついているとお客さ

険と言えるようになり、わかりやすく

ントできるようになりました。これを

まが価値を見出しやすいのではないか

伝えられるようになった」と話す。

店内で掲示してもらうと、お客さまの

という考えからです」
（谷川氏）

「当社としてコンプライアンスは重要

認知度が向上し、ご利用につながると

「フィットネスクラブの会員になるこ

と考えており、安心感をもってご入会

思います」
（谷川氏）

とで優待割引サービスを利用できるこ

してくださるお客さまもいるので、き

同社に限らず、多くのフィットネス

とは、アクティブな方が多いことから

ちんと対応してくださるベネフィッ

クラブは新型コロナウイルス禍で在籍

親和性が高いと考えました。また、ス

ト・ワンさまは信頼できます」
（鈴木氏）

が減るなか単価向上策を模索している。

ポーツクラブでは怪我の心配があるた

会費プラス 500 円で提供
売上アップ、継続率向上に寄与

ベネフィット・ワンのサービスはこれに

め、見舞金制度があることで安心し
て利用できるようになると思います。

10

メガロスでは、同サービスを会費プ

Fitness Business 111 ◎ November-December 2020

有効かつ、コンプライアンスにも対応
した安心できる商品だといえるだろう。
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FIA、感染予防業界ガイドライン改訂第８版を発表

新型コロナウイルス禍前の状況に近づける内容に変更

一般社団法人日本フィットネス産業協

確認して利用していただく。

ず呼気が荒くならないプログラム

会（以下、FIA）は、５月25日付けで

②距離を確保したロッカーが空いてい

②指定された場所からの移動が発生す

感染予防策の指針として業界ガイドラ

ない場合、あるいはお客さまが利用し

るプログラムおよび呼気が荒くなるプ

インを発布し、感染予防の啓発に努め

ているロッカーの近くをほかのお客さ

ログラムに分けて対策を実施する

てきた。その後、フィットネス関連施

まが利用する場合、マスクなどを着用

③指定された場所からの移動が発生せ

設内のあらゆる環境を徹底的に国とと

のうえ、会話をせず、できるだけ２ｍ

ず呼気が荒くならないプログラム

もに検証を重ね、11月６日に改訂第８

（最低１ｍ）の距離を確保した場所へ

①などに対応するプログラムの例と

版として、最新の業界ガイドラインを

移動して着替えていただく。あるいは、

しては、ヨガやストレッチ、ピラティ

発表した。

ほかの方の着替えが終了するのを待っ

ス、リラクセーション系などの静的コ

ていただく。

ンディショニング系プログラム、ボー

最新のガイドラインは、安全確保を

③実行性を担保するため、巡回スタッ

ルエクササイズ、ダンベルエクササイ

第一優先にしつつ、少しでも新型コロ

フによる口頭での注意喚起、ロッカー

ズなどの機材を使った定位置でのもの

ナウイルス禍前の状況に近づけるよう

の扉や壁に注意喚起を掲示する、更衣

となる。

配慮した内容となっている。以下に、

スペースの椅子や床に間隔の目安を貼

今回の大きな改訂ポイントを記したい。

付する、館内アナウンスを徹底して注

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連

意喚起する、利用者へ注意喚起のプリ

合会が策定した『浴場業（公衆浴場）

ントを配布するなどによってルールを

における新型コロナウイルス感染拡大

遵守する環境を整備する。

予防ガイドライン』に準拠するとなる

（１）マスクなどの着用について
この点については、今回も変わらず、
あらためてマスクやネックゲイター着

（５）サウナ

用を徹底することとなった。マウス

上記が例だが、要するに、スペース

が、フィットネスのガイドラインにつ

シールドは明確に禁止となり、マスク

の空いているエリアを探して使ってい

いては、そもそも全館共通のルールと

やネックゲイターで鼻と口をしっかり

ただき、帰る際など、そのロッカー周

して以下の通り明記されているので、

と塞ぐことが重要となる。しかし、感

辺が混んでいた場合は待っていただく

２mのディスタンスを確保する。

覚過敏症やアレルギー反応などにより、

か、離れて着替えてもらうこと。これ

「マスクなどの着用ができないエリア

その着用が困難な場合もあろう。やむ

を基本の行動ルールとして認識しても

（更衣室・ロッカー（脱衣・着衣の場

を得ずフェイスシールドなどで鼻と口
を覆う場合は、確実に最低２m以上の
距離を確保し、会話を控えること。ま

面）／スパ・サウナ・ミストサウナ／

らうことが重要だ。

浴槽／プールなど）においては、確実

（３）トレーニングエリア
対面を避けて、２m（最低１m）の

に2m以上の距離を確保する」

間隔でトレーニング機器を設置する

そのほか、詳細についてはFIAホー

即時に口と鼻を、マスクやネックゲイ

（フリーウエイト含む）
。つまり、対面

ムページを参照いただきたい。クラブ

ターと同様に覆うことができるように

の場合は確実に２m、並列の場合は平

にとっては新たなガイドラインに則り、

すること（タオルやハンカチを準備す

常復帰ということになる。トレッドミ

対応を見直すことに大変さを感じるこ

る）
。

ルやバイクなどカーディオ系のゾーン

ともあるだろうが、このような対応が

は、マシン間にパーテーションを設

感染予防やお客さまの利便性向上につ

置することで２ｍ（最低１m）とする。

ながっていくことを忘れず、柔軟に対

つまり、パーテーションを前提に間引

応していただきたい。

た、くしゃみや咳をすることを前提に、

（２）ロッカーの間引き
ロッカーの間引きはなくすことと
なったが、密を排除するためのルール
を各施設の形状や設備に応じて策定し、
徹底することが望ましい。対応例とし
ては次のようなものがある。

解除となる。
（４）グループエクササイズゾーン

◆マスク着用のイメージ

プログラムの内容に応じて、できる

①お客さまが使用するロッカーを選ぶ

だけ２m（最低１m）と２ m四方空け

際は、できるだけ２m（最低１m）の

ること。プログラムにおいては次の３

範囲に更衣中の隣人がいないことを確

つを意識して提供する。

認したうえで、空いているロッカーを

①指定された場所からの移動が発生せ
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集

Feature

ポストコロナの組織づくり

見通しが効かない時代には、リーダーでさえ「正解」がわかりにくい。だが、リーダーは、こうした経営環境
でも、腹落ち感のある戦略を示す必要がある。そのうえで、従業員らが目的や戦略を共有し、自発的にその実
現に取り組み、そうしたなかで得た情報やアイデア、知恵を組織にフィードバックしながら、協働して有機的
に成長していく組織になる必要がある。１人の傑出したリーダーだけでは with コロナは生き抜けない。フィッ
トネス事業者は、ポストコロナを見据え、どのように組織づくりを進めていけばよいのか？ 人事・組織に詳
しい識者、先進の事業者にヒントを求めた。
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Feature
特

ポストコロナの組織づくり

集

Ⅰ

Issue

課題

新型コロナウイルス禍（以下、コ
ロナ禍）の影響がやや薄れ、フィッ

に変えようとするのはよくない。そ

ことも求められる。
従業員全員で戦略につながるアイ

れでは経営者の能力が疑われる。

トネスクラブに少しずつ会員が戻り

今日のような経営環境にあって、

デアをひねり出し、それらをもとに

始めてはいるものの、いまだにコロ

リーダーは腹落ち感のある戦略を示

絞り込まれ、合意された戦略に、従

ナ禍前の在籍会員数に対して２～３

す必要がある。そのためには、従業

業員が一体感をもって取り組んでい

割減で推移しているフィットネスク

員を顧客以上に大切にし、積極的に

くことになるのだろう。

ラブが多く、今期の決算は赤字予想

コミュニケーションを図るべきだろ

今号では、変革期の人事・組織に

の企業が多い。

う。そういうベースがあってこそ、

関して詳しい識者、先進の事業者に、

若年層のジムユーザーが多いこと

従業員らが目的や戦略を共有し、自

フィットネス事業者がポストコロナ

から比較的回復が早いとされるエニ

発的にその実現に取り組み、そうし

を見据えて事業の立て直し～再生・

タイムフィットネスでさえ、
「４月

たなかで得た情報やアイデア、知恵

再興を図るために、どのように新し

に58万人だった会員数が５月に50

を組織にフィードバックしながら、

い戦略に整合した組織づくりに取り

万人まで減少。８月には54万人ま

協働して有機的に成長していく組織

組めばよいのか、主に次の７点につ

で戻ったが、回復は鈍い。８月の利

ができていくのではないか。人材は、

いて訊ねた。

用者はコロナ前の半分にとどまって

今、最も重要な資源であり、単なる

（１）beforeコロナからwithコロ

いる」
（日経MJによる全国の消費者

オペレーターというだけにとどまら

ナに向かい、人事・組織面ですぐに

1,000名への調査）状態だった。

ない。特に、最前線でお客さまと直

変えたほうがよいと考える点は？

接接する従業員から湧き出るアイデ

（２）withコロナ・ポストコロナの

アは貴重だ。

人事・組織のイメージは？ そこに

どうすれば業績を回復していける
のか？ 果たして、このwithコロ

向かうためにすべきことは何か？

ナの状況は収束に向かい、解消され

今は、経営者ですら、
「正解」が

るのか？ この先も影響を拭い切れ

わかりにくい。リーダーが進むべき

（３）ワークエンゲージメントや従

ないとすると、どのような戦略、組

戦略的な方向性をきちんと示し、全

業員エンゲージメントはどの程度重

織で、今後、生き残りを図り、成長

従業員を引っ張っていくことが難し

要になるのか？ 今後、従業員育成

を目指せばよいのか？

くなってきている。そこで、今号で

のための「投資」は重要になるか？

などといわれるよ

は組織にウエイトを置き、ポストコ

具体的にはどんな「投資」が重要

うに、先行きが見えにくいこれから

ロナを見据えてどのような組織づく

になるのか？

の時代は、アルフレッド・チャンド

りをしていけばよいか、ヒントを示

（４）以前から取り組んでいた「働

ラーの「組織は戦略に従う」の言葉

したいと考えた。

き方改革」への取り組みは予定通り

巷間、VUCA

※１

に倣い、beforeコロナからの延長線

これからは、既存顧客が満足する

進むのか？

上にある改善レベルの経営を現状の

※２

新しいサービスをつくり、LTV

（５）人材採用や人事評価・人事マ

組織のまま続けようとするのではな

を高める一方で、これまで参加して

ネジメントはこれから変えていくべ

く、ましてやリストラのような一時

いなかった生活者をセグメントして、

きなのか？ 例えば、ジョブ型かメ

しのぎをするのでもなく、変化する

この各セグメントにもそれぞれアプ

ンバーシップ型かといった議論があ

環境に適応する戦略をまずきちんと

ローチして需要を顕在化させ、将来

るが、どう考えるのか？ 働きがい

策定し、実行に最適な組織づくりを

の会員予備軍としてナーチャリング

のある会社にして成果を上げていく

していくことが求められよう。業績

していくことが求められよう。さら

ためのキーポイントは？

の停滞や悪化をコロナや組織、特定

に、既存のビジネスモデルではとら

（６）ポストコロナ期を見据えた人

の従業員のせいにして、これといっ

えきれない顧客ニーズに、別のビジ

事・組織改革を阻む要素があるとし

た戦略もなしに組織や従業員を強引

ネスモデルをつくり、対応していく

たら、それは何か？あるいは、そう
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編集部注：「※」が付いた略語の詳細については、
特集の最後に掲載しています。

出展企業募集中！

フィットネス・スポーツ業界
合同リクルートフェア2022
2016年から開催し、
年々、
出展企業・来場者ともに増えている
フィットネス・スポーツ業界合同リクルートフェア。
来年、
第６

来場者に配布する
「リクルートマガジン」
への
広告出稿も募集中！
企業情報や
社員インタビューを
掲載します

回目を開催することが決定しました。
興味のある企業さまはぜ
ひお問合せください。

開催日程決定！

東京会場

2021年

2月25日

木

大阪会場

＠TKPガーデンシティPREMIUM品川

2021年

3月2日

火

＠TKPガーデンシティPREMIUN心斎橋

出展企業様の声
株式会社東急スポーツオアシス

フィットネスクラブ広尾

リクルートフェアは、フィットネス業界志望の
学生の皆さんにとって、
１日で多くの会社の事
業内容や雰囲気を知ることができる機会であ
ることがよいと思います。また、少人数制の説
明会なので、
私たち人事担当者も、
学生の皆さ
んとの距離が近く、会社説明会とは違った距
離感で学生の皆さんと話すことができる点が
いいですね。

毎年出展しています。
過去のフェアを機に採用
したあるスタッフはとても優秀で、フロント兼
管理栄養士として頑張ってくれています。今回
も、
学生さん数名がすぐに体験に来てくれまし
た。
また、
今年は昨年入社の新人にプレゼンを
してもらったところ、
「入社してよかった！」と
言ってくれたことも収穫でした。来年もぜひこ
のような機会をいただきたいです。

フィットネス・スポーツ業界 合同リクルートフェア2021実績
東京会場

2020年

＠TOC五反田メッセ
お申込者数：約
大阪会場

564名

2020年

3月2日

申込者属性：下記グラフ参照

月

3月10日

火

＠TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋
お申込者数：約

福岡会場

324名

2020年

北陸 5％
四国・中国・九州 11％

3月13日

北海道・東北
6％
女性
37％
男性
63％

大学・短大
42％

専門学校
58％

金

＠南近代ビル貸会議室
お申込者数：約

51名

出展企業

協賛企業

後援団体

株式会社クラブビジネスジャパン『リクルートマガジン』編集部
TEL . 03-5459-2841 FAX. 03-3770 -8744
info@ﬁtnessclub.jp
問い合わせ

東京
23％

東海
3％
関西 27％

関東
（東京除く）
25％
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フィットネス初心者に運動習慣をつけるセミパーソナルトレーニングジム

JAMROCK FITNESS
JAMROCK fitness 代表取締役 野間一暢氏
株式会社NOMANは東京都で２店舗
のセミパーソナルトレーニングジム

ら、現在は体制を整えている。多くの

マトリックスのマシンを採用
限られたスペースを有効活用

フィットネスクラブが会員減に悩むな
か想定以上の集客を実現できた理由を

「JAMROCK FITNESS」を運営している。

施設の延床面積は約200㎡で、建物

今年７月、東京都墨田区にオープンし、

構造上ウエイトマシンやパワーラック

野間氏は次のように考えている。

予想を上回る集客を実現している。

があるメインスペースと有酸素運動を

「この数年でパーソナルトレーニング

行うスペースが分かれている。メイン

＝高額ということが認知され、それよ

スペースには、ラットプル/シーテッ

り低価格で丁寧な指導を受けられるこ

初心者をターゲット
１対 3 のセミパーソナルトレーニング

ドロー、
レッグエクステンション/カー

とがよいのだと思います。また、住宅

JAMROCK FITNESSは、家から近く

ル、アブダクション/アダクション、

立地、少人数制で密にならないなど、

て初心者が使いやすいクラブを目指し、

ファンクショナルトレーナー、メガパ

コロナ禍のニーズに合っていたのだと

2018年４月に東京都葛飾区新小岩に

ワーラック、メガハーフラック、スミ

思います。在宅勤務による運動不足を

１店舗目をオープンした。同クラブの

スマシン、アジャスタブルベンチなど

解消するために入会した人もいます」

運営が順調だったことから、新規出店

があるほか、ファンクショナルスペー

今後の課題はより一人ひとりに合っ

を考えており、今年３月に墨田区の菊

スを設けている。

川駅から徒歩５分ほどの場所に物件を

た指導を行うこと。

マシンは主にマトリックスを選んだ。

「初心者が多いため指導にも時間がか

見つけ契約。
新型コロナウイルス禍
（以

「内装に合う、黒で重厚感のあるマシ

かっています。マシンの待ち時間が生

下、コロナ禍）が拡大するなか予定よ

ンを探していました。また、限られた

じてしまったり、お客さまへの対応が

り準備に時間をかけ、７月にオープン

スペースで複数人に対応するため、汎

細やかにできなかったりすることが課

した。

用性のあるマシンがよいと考えていま

題です。より一人ひとりの悩みに沿っ

「今までフィットネスクラブへ行った

した。マトリックスのスミスマシンは

た指導ができるよう、一度入会をス

ことがない人、通ったことはあるけれ

脚、胸、肩、背中など様々な部位に使

トップして対応しています。また、今

ど続かなかった人へ、少人数制で提供

えることが魅力でした。自身が通って

はイベントや飲み会などの開催が難し

しています。きちんと指導してもらい

いたセミパーソナルトレーニングジム

い状況ですが、コミュニティをつくる

たいと考える人へパーソナルトレーニ

『トリヤヴェロス』からの紹介で、
ジョ

ングより低価格で提供できることが特

ンソンヘルステックジャパンさんの対

来年には都内にもう１店舗、さらに

徴です」

応がよいということも選んだ理由のひ

その後は自身の出身地に近い中国・四

とつです」

国地方への出店が目標だ。少人数制に

コロナ禍に合ったスタイルで
予想以上の集客を実現

より個々に適したトレーニングの提供

菊川駅のほか、複数路線の駅から徒
歩圏内にあり、周辺の居住人口は多い。
メインターゲットは30 〜 40代の女性
だ。月８回まで通えて料金は19,000円。

と運動習慣の定着を実現している同ク

現在の会員数は約170名。利用率

１回のトレーニングは原則60分＋有

も高く、昼は多少空きがあるが、夜

酸素運動としている。

は定員いっぱいのため、キャンセル

プロモーションは、オープン前に半

７で30代、40代が多い。特にペア割

スティング。６ヶ月間の在籍を条件と

（14,900円／月・税別）が好評だ。同

した２ヶ月間無料キャンペーンを行い、

じ曜日・時間に来館するお客さまが多

大きな反響があった。

いが、忙しい人が多いことからキャン

初回体験時にマンツーマンでカウン

ラブ。より多くの人の健康をサポート
できるよう、サービスを提供していく。

待ちとしている。男女比はおよそ３：

径約３km圏内に５万部のチラシをポ

セリングと運動指導を行う。そのとき

ために何ができるか考えています」

セルを防ぐためにもトレーニング終了
時に次回の予約をすることとしている。

に体組成測定結果をもとにメニューを

新小岩店はオープンから１ヶ月で

作成している。２回目以降は、トレー

20名程 度、徐 々 に 増 え て 現 在 は 約

ナー１人に対して最大３名に対応し、

180名を維持している。菊川店の集客

指導している。

スピードが想定より早かったことか
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からだステーションを使い、お客さまとのコミュニケーションを強化

Salute
Salute 代表 佐藤陽亮氏（左）
株式会社豊通オールライフ ヘルスケア事業部 ICT ソリューション G 松久将一氏（右）
「ボディスタジオSalute」は2012年５

スマートフォンで簡単に確認できる

会員サポートや日々の接客・指導を

月にオープン、今年５月から豊田通商

こと、長期的な目標へのアプローチ

効率化する。会員さまに対して、プッ

株式会社が提供する運動管理システム

がわかりやすくなることなどに魅力

シュ通知によるアドバイスやメッ

を感じたから。

セージを自動または都度配信するこ

客さまとのコミュニケーションを積極

「会員さまそれぞれの目的がありま

とができ、コミュニケーション強化

的にとっている。

すが、短期間で達成できるものばか

や来店促進につながるサポートを効

りではありません。からだステーショ

率的に行える。また、アプリを介し

運動が苦手な人や初心者が通いやすい
加圧トレーニングメインのスタジオ

ンを利用することで、運動履歴や身

てレッスン動画や健康レシピ・コラ

体のことが一目でわかり、目的に対

ムなどのコンテンツも配信できる。

佐藤陽亮氏は、初心者が通いやす

してきちんとアプローチできるよう

「からだステーション」を導入し、お

い地域に密着したスタジオをつくり
たいと、埼玉県越谷市の住宅街にボ

になっています」
（佐藤氏）
月会費プラス1,980円で提供するほ

今年10月からは、体組成計、血圧
計のデータ連携を強化・拡張。新た
に連携の対象となる機器を拡張した。

ディスタジオSaluteをオープンした。

か、
「からだステーションのみ利用し

これにより、すでにクラブで所有す

メインターゲットは30 〜 50代の女性。

たい」という会員さまの家族や友人

る機器からも簡単にデータを連携・

新型コロナウイルス禍（以下、コロ

からの要望を受け、2,980円でからだ

管理できる。

ナ禍）の影響により、
２〜３割が休会・

ステーションと有酸素マシンのみ利

退会してしまっているが、現在、想

用できることにした。まずは会員さ

歩数・カロリーなどの運動量、イベ

定通り30 〜 50代のフィットネス初

まのからだステーション利用を増や

ント参加や誕生日などに応じて自動

心者の女性約200名が在籍している。

し、その後はからだステーションの

でポイントが貯まり、景品を提供で

「これまで運動をしていなかった人、

みの会員も募っていきたい考えだ。

きるシステムもバージョンアップ。

運 動 し た い け ど 苦 手 な 人、今 ま で

「退会してしまったお客さまのなか

ポイントが付与されやすい仕様へ変

フィットネスクラブに通っても続か

には『もっとスタッフと話したかっ

更し、景品にAmazonギフト券やカ

なかった人などに気軽に通ってほし

た』というご意見があります。から

タログギフトなどを追加した。クラ

いと、住宅地に出店しました。魅せ

だステーションを通じてコミュニ

ブへの入館数や運動量に応じて勲章

る身体よりも、機能的な身体をつく

ケーションをとることで補えると考

（バッジ）を獲得でき、アプリ上で管

ることが大切と考えており、自重で

えています。また、健康維持や機能

理ができる機能も新たに加わった。

行う加圧トレーニングをメインにし

改善などの効果は長期的にみないと

さらに、来春には、基幹システム

ています。ダイエットや不調の改善

わからないので、結果を出すには、

とのデータ連携、レポート作成機能

のために通われています」
（佐藤氏）

継続が必要だと考えます。からだス

を追加。これまでデータ連携が特定

体組成や運動履歴を可視化
長期的な目標へアプローチ

テーションを利用している会員さま

の会員管理システムに限定されてい

また、クラブへの入館や継続期間、

から『測定データを可視化すること

たが、システムを問わず可能になる。

同クラブがからだステーションを

により自分と向き合えるようになっ

基幹システムの会員情報や利用状況、

導入したのは、体組成や運動履歴を

た』というお声をいただいています」

からだステーションから得られるラ

（佐藤氏）
からだステーション
３つの機能をバージョンアップ

68

イフログを一元管理することで、日々
のフォローや運営を効率的に行うこ
とが可能になる。

からだステーションは、ウエアラ

フィットネスクラブの運営を強化・

ブル端末などで記録した運動量やク

改善し、経営課題を解決するための

ラブで測定した体組成、血圧などの

様々な追加機能の開発、バージョン

測 定 結 果 を、ス マ ー ト フ ォ ン ア プ

アップを実施しているからだステー

リやタブレットで可視化できるも

ション。会員さまとのコミュニケー

の。クラブ内外のデータを一元管理し、

ションの強化につながるだろう。
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ON DIARY を活用し、単価向上。運動習慣に効果

MY-GYM Are de vivre
MY-GYM Are de vivre 代表 百合本啓太氏
熊本県でパーソナルトレーニングジム

べて税別）など。月４回または月８回

ることで、モチベーションの維持や習

とレンタルジムをそれぞれ１店舗ず

通うお客さまが多い。現在の会員数は

慣化のサポートにつながると思ってい

つ展開しているMY-GYM Are de vivre。

約60名。男女比は１：９、年齢構成

ます。アプリのチェックにより家での

株式会社ジ・アイのシステム「ON

は40 〜 50代が多い。

習慣的なトレーニングを促しています」

DIARY」を導入したことで単価向上に

ON DIARY を活用し
トレーニングを習慣化

会員さまのうち７割程度は毎日きち

成功すると同時に、お客さまの運動習
慣をサポートしている。
生活習慣病改善のための
パーソナルトレーニングジム

同クラブは今年８月にトレーニング

んとアプリのチェック項目を活用して
おり、必要に応じて百合本氏がコメン

の習慣化を目指してON DIARYを導入、

ト機能でリアクションしている。

これを機に会費を30％ほど値上げし

来館頻度を減らし
家でのトレーニングで成果を出す

た。

MY-GYM Are de vivre大江店は生活

「トレーニングを習慣化してほしいと

習慣病の改善のためのトレーニングに

思ってジムをつくりましたが、実際に

来店単価を上げていくこと。

特化した、パーソナルトレーニングジ

運営していくなかで、会員さまとのリ

「クラブへ来館していただき運動する

ム。熊本県熊本市の住宅地にある。百

レーションを築いて、トレーニングを

ことも大切ですが、自分でトレーニン

合本氏は大学時代に「真の健康とは何

習慣化させることの難しさを感じてい

グできるようになってほしいと思って

か」を考えるようになり、
卒業後、
パー

ました。“会員さまのトレーニングの

います。ON DIARYを活用することで、

ソナルトレーナーとして活動を始めた。

習慣化をサポート”というON DIARY

オンラインのサポートもしやすくなり、

2018年に理想のトレーニングを提供

の理念に共感し、トレーニングの習慣

お客さまの目標達成をサポートできま

したいとMY-GYM Are de vivreを設立。

化や新型コロナウイルス禍による休会

す」

少しずつ会員数を増やしている。

者とのつながりを保つための施策とし

百合本氏の理想は、月に1回程度の

今後の目標は、来店回数を減らして、

同クラブでは高負荷トレーニングや

て、運用のイメージができたため導入

来館でトレーニングメニューや身体の

過度な食事制限ではなく、身体の歪み

を決めました。実際にイメージした通

変化を確認し、自宅でのストレッチや

を整えることでトレーニング効果を高

りに運用できています」

トレーニングを習慣化すること。クラ

めている。さらに、管理栄養士による

ON DIARYは、お客さまとつながる

ブ内外の運動履歴を蓄積し、目標達成

食事指導を行い、正しい生活習慣づく

ためのプラットフォーム。ON DIARY

までの行動を管理できるON DIARYを

りをサポートしている。

のデジタル問診を使ってプログラムを

活用することで、この目標を実現でき

施設は延床面積約９坪、１回60分

作成することで、お客さまとスタッフ

るのではないだろうか。

間のレッスンで、自重トレーニングを

が目標達成イメージや運動メニューを

メインに、呼吸、ストレッチ、機械を

共有することができる。目標達成に向

使った浮腫改善などを提供している。

けたタスクが表示され、タップするだ

初回来店に、まずはカウンセリング

けで、運動実施記録や食事、生活習

で身体や食事の悩みをヒアリング。そ

慣、体重などのデータも管理できるた

の後、お客さまの身体の状態に合わせ

め、確実に目標に近づく。クラブ側は

たトレーニング指導を行う。

管理画面上にお客さまの利用状況やタ

「お客さまが自立して運動することを

スク実施状況をリアルタイムに確認で

サポートすることを目的としていて、

き、属性や退会リスクも表示されるた

呼吸法、ストレッチ、トレーニングの

め、適切なフォローを行うことができ

解説動画も豊富にそろえています。自

る。

宅用のトレーニングメニューも作成し、

同クラブはお客さまにアプリの

運動習慣をつけることをサポートして

チェックを促すために、予約配信機能

います」

を使い、毎日決まった時間にお知らせ

料金は回数制で24回300,000円、
32回384,000円、
48回552,000円（す

70

配信を行っている。
「毎日決まった時間にメッセージを送
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本誌提携 IHRSA『クラブビジネスインターナショナル』からの情報

■ コロナにより損害を負うも
潜在需要の高さに期待
中国最大級のクラブチェーンであるウィ

過ごしたいと考える方が中心で、求め

３月中旬、当社のクラブを再開する

ルグループ。同社も、新型コロナウイル

る期待値も高いです。施設は主にティ

際には、中国政府の方針に従いました。

ス（以下、コロナ）により甚大な被害を

ア１またはティア２と呼ばれる地域、

毎日体温を測ること、１時間ごとに館

被った。しかし、代表であるウィル・ワ

いわゆる高度に発展した都心または郊

内を消毒すること、さらに利用者数を

ン氏は、厳しいなかにあってもまだま

外のマーケットにあります。afterコ

コントロールすることなどです。ソー

だチャンスは目の前に広がっているとし、

ロナにおいても、私たちがこのポジ

シャルディスタンスは1.5ｍを必ず保

前向きに取り組んでいる。

ショニングを変更するつもりはありま

つようにし、館内の換気も徹底しまし

せん。

た。そのほか、会員の健康と安全を確
保することを目的に様々な対応を実施

―コロナは世界中のフィットネ
スクラブを休館に追い込みました。あ

―会社のビジョンを教えてくだ

なたのクラブが休館したのはいつごろ

さい。

ですか？

―再開への道筋はどのように立
この危機から得た健康に関する学び

中国の春節にあたる１月25日です。
150以上の施設を休館としました。

しました。

てたのでしょうか？

や教訓に基づき、当社は単なるフィッ
トネスクラブ以上の価値を提供できる

フィットネス組織のフォーラムに参

ようになりたいと考えています。これ

加し業界のリーダーたちの話を聞いて、

―2018 年、L1Catterton Asia 社※

からも会員がモチベーションを高め、

幅広い側面から課題やトレンドを把握

がウィルズフィットネスに投資しまし

ライフスタイルをよりよくしていこう

し、取り組むべき事柄を話し合いまし

たね。それによりどのようなことが可

と思えるようになれることに注力して

た。また政府やそのほかの機関と協力

能となりましたか？

いきます。さらに、会員が前向きな気

して、その方針をきちんと理解し、遵

分になったり、健康的な生活習慣を身

守することにも努めました。しかし、

同社とは、ブランドの認知向上や新

に付けられるようなツールも提供して

フィットネスマーケットの変化や会員

型コロナウイルス禍（以下、コロナ

いくなど、身体的な健康だけでなく、

のニーズを満たしながら政府の要求を

禍）における運用の変更や調整などに

心の健康にも貢献していきたいと思っ

守ることは、正直、非常に難しかった

おいて、連携して取り組みました。ま

ています。

ですね。当社は’03年にSARSの大流行

た、この危機の先を見越して、マーケ

もちろん、施設の環境や設備、商品、

も経験しているので、周囲の情報のほ

ティング戦略などの練り直しも行いま

テクノロジー、サービス面においても

かに、当時の経験値も活用しました。

した。目標は、当社含め業界全体とし

引き続き改善し続け、今後も質の高い

今回の困難を乗り切るのに、このこと

てこの変化に適応していくことで、ゆ

トレーニング体験を提供していきます。

が一番役立ったかもしれません。

― 中 国 は、 コ ロ ナ と の 闘 い も

―再開について、会員や消費者

くゆくよい結果が業界に返ってくる状
況をつくることです。

そうですが、フィットネスクラブの

の当初の反応はどのようなものでした

―中国のフィットネス業界にお

休館、そして再開など、すべての対

か？

いて、ウィルズグループブランドのポ

応が他国より先であったので、参考

ジショニングはどこにあるのですか？

にできる対象がなく、自ら取り組み

再開しても、当初の来館者はごくわ

方法を考えていくことが求められま

ずかでした。しかし、感染者数の減少

した。あなたの施設は再開にあたり、

や当社の厳格な感染対策が広まるにつ

ジショニングしています。当社のお客

新たにどのような規制を設けたので

れ、来館者数が増えていきました。現

さまはより健康的なライフスタイルを

しょうか？

時点では、かつての80 ～ 85％まで

中級・高級フィットネスクラブにポ
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フィットネスビジネス編集部がお届けする
メールマガジンへのご登録はお済みですか？

新プログラムやサービス、さらには新店オープン情報などの業界ニュースを「FB 速報」として随時配信するメール
マガジンサービス（無料）です。そのほか、「フィットネスビジネス」をご購読の方に限り、月２回「フィットネス
ビジネス EXPRESS」も配信しています（無料）
。日々の情報収集にぜひご活用ください。

http://www.ﬁtnessclub.jp/business/magazin/

TEL：03-5459-2841 E-mail：fb.customer@ﬁtnessclub.jp

Recommend Books

ヒントになる本 ◉ Text by Takenori Furuya

『KPI マネジメント』
中尾隆一郎著
フォレスト出版刊
本体 2,000 円 + 税

w

ithコロナにおいても安定的に在籍会

員数（予算）を達成～維持するには、
どのように営業管理を行えばよいのか？
フィットネスクラブの経営者や現場の支配
人、リーダーらの多くは今、こんな課題を
抱いているのではないか。こうした課題
にきちんと向き合い結果を出すためには、
KPIマネジメントが有効だ。
「もうずっと
前から取り入れているよ」
。そういう人が
いるかもしれない。でも、ちょっと待って
ほしい。たぶんそのKPIマネジメントは間
違っている。例えば、KPIは１つしか指標
を設定しないのに、あれもこれもといくつ
ものKPIを設定していないか？ また、そ
のKPIは、現場最前線のスタッフが達成を

目指すのに取り組みやすいものになってい
るか？ KPIをKGIとごちゃ混ぜにしてい
ないか？ 本書は、リクルート時代から営
業管理やその研修で実績のある中尾隆一郎
氏が、とてもわかりやすく、KPIマネジメ
ントについて解説している。
著者によると、
「KPIマネジメントとは、次の３点を関係
者全員で共有・実行・改善し続けること。
①現在の事業にとっての最重要プロセスを
明確にし（＝CSF）
、②それをどの程度実
行すると（＝KPI）
、③事業計画が達成で
きるのか（＝KGI）
」
。本書を従業員全員で
読んで、本当のKPIマネジメントに取り組
んでみるとよい。著者の『KPI実践ノート』
『OJTマネジメント』も一読をお勧めしたい。

『偉大な組織の最小抵抗経路』
ロバート・フリッツ著
田村洋一訳
Evolving 刊
本体 2,500 円 + 税

例

えば、あるインストラクターまたは
トレーナーが、多くの生活者がこう
ありたいと望む状態をつくり出せる画期的
なプログラムを開発したとする。人々のペ
インを取り除き、ゲインを促すことができ
るプログラムだ。そのプログラムは取り組
むことが比較的容易で、日本において徐々
に普及している。やがてその効果（エビデ
ンス）を実証したいという研究者が協力者
として現れ、共著でそのメソッドをまとめ
た書籍を出版。ベスト&ロングセラーとな
り、評判は欧米にも広まり、日本発のその
プログラムが世界中に広がり始める。開発
したインストラクター、トレーナーは世界
的に知られる存在となり多くのメディアに

登場し、プログラムのファンは日々増えて
いく。本書を読むと、こんなふうに、あり
たい自分や志、
価値観を大切にして、
ビジョ
ンを自由に想像し、その実現を目指すこと
はとてもよいことだとわかる。そして、ビ
ジョンを実現するためには、偏見や先入観
をもたずに、ただ現実そのものを見て、複
数の課題を抽出、その構造を整理したうえ
で複数の目標に置きかえ、適切なプロセス
で取り組んでいけばよいことがわかる。著
者は、
「自分は何をつくり出したいのか？
自分のいる現実はどうなっているのか？
つくり出したい世界や自分の人生を実現す
るために何をするのか？」と単純に考える
ことを勧める。気持ちがラクになる１冊だ。

『最強チームをつくる方法』
ダニエル・コイル著
楠木建監訳、桜田直美訳
かんき出版刊
本体 1,600 円 + 税

ニ

ューヨーク・タイムズのベストセ
ラー作家でスポーツライターでもあ
る著者が記した本書。最近は、
「優れた組
織」
はコモディティ化しつつあり、
パフォー
マンスを左右する要因が組織力からチーム
力へとシフトしてきているという。現場で
働く人々のモチベーションは、やりように
よっては２倍３倍どころか10倍にもなり
うる。それがチームともなれば、その可変
性は掛け算で増幅する。著者は
「チームは、
地球最大級の力」をもつとまでいう。逆
に、チーム力を発揮できない組織はいつま
で経ってもパフォーマンスを上げることが
できない。誤解を避けるためにいっておく
と、強いチームは、いくら高度なスキルを

備えた優秀とされるメンバーを集めてもつ
くれない。迅速な意思決定と実行にも関係
しない。そもそも「強いリーダー」や「
（個
性的でエキセントリックな）天才」は必要
としない。著者は、チーム力は文化（The
Culture Code）に負うところが大きいと結
論付けている。では、チーム力を醸成する
文化をつくるにはどうしたらよいのか？
「
『安全な環境』
『弱さの開示』
『共通の目標』
の３つに集約される」
と、
著者は言う。チー
ム力を引き出すには、この３つが、この順
番で必要になることを丁寧に説明する。い
くらよい戦略やビジネスモデルがあったと
しても、生き残れない。本書は、これから
の組織づくりを考えるためのバイブルだ。
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コロナ対策 に

フィットネスジム用パーテーション
パーテーションは、高さを調節できるタイプのご用意もございます。
また、フレー ムカラーやサイズなどは施設カラーや置き場所に合わせて
セレクトや調節も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

111
フィットネスビジネス通巻第111号
2020 年 11 月 25 日発行（奇数月 25 日発行）編集発行人／古屋武範

〒 150-0045 東京都渋谷区神泉町 20-25
株式会社クラブビジネスジャパン

神泉 QS ビル 8F TEL .03-5459-2841
FAX.03-3770-8744

定価 2,940 円

本体 2,673 円

Printed in Japan

大日本印刷株式会社

80315-111

雑誌

