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業界初！「JOYFIT あんしんサポート」が待望のリニューアル
お見舞金給付対象にコロナ感染を追加
株式会社ウェルネスフロンティアJHC本部　法人営業部　マネージャー　土田康太郎氏（左）
同　永田英樹氏（右）
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News & Trends

株式会社ウェルネスフロンティア（以
下、ウェルネスフロンティア）は株式
会社リロクラブ（以下、リロクラブ）
と提携し、「JOYFITあんしんサポート」
を会員さま向けに提供してきた。怪
我や盗難といった被害にあってしまっ
た場合、加入していれば見舞金が支払
われるという一種の保険プログラムだ。
この保険プログラムが８月１日より、
JOYFIT全店舗にて一斉にリニューアル。
新型コロナウイルス（以下、コロナ）
に感染してしまった場合でも、見舞金
が支払われるようになった。会員さま
および運営者双方のメリットを深堀り
する。

コロナ不安が一服し、徐々に 
会員さまが戻り始める

ウェルネスフロンティアは直営
およびフランチャイズでJOYFIT、
JOYFIT24、JOYFIT YOGA、そして 
JOYFIT+を 運 営 し て い る。 全 国 に
250店舗以上を展開している同社の
JOYFIT ４ブランドであるが、昨年の
コロナの影響は非常に大きかった。
「昨年はスポーツクラブでの感染の危
険性が高いと大々的に報道されたこと
もあり、会員さまの足は遠のいてしま
いました。しかし現在は、感染症対策
を十分に行っていると会員さまに訴求
することができており、徐々に足を運
んでくださるようになってきました」
と永田氏は話す。

同社の感染症予防対策については、
各種SNSやチラシなどで会員さまに丁
寧にリーチしてきた。具体的には、マ
シンや手のアルコール除菌を励行して
いる。その成果が実を結び始めている
と言えよう。

ま た、同 社 と し てFIT365と い う

別のブランドも展開している。月額
2,980円 （ 税 込3,278円 ） で、 ご 家
族最大４名様までご利用が可能なバ
ジェット型のフィットネスジムである。

この価格で提供しているにも関わ
らず、JOYFIT24ブランドと比較して
FIT365は面積が広い。前者が平均し
て約70坪に対し、後者は平均して約
200坪の面積を誇る。３倍ほどスペー
スが大きいため、利用する会員さまが
密になりづらいところも、FIT365ブ
ランドの強みだ。
「今後、特に力を入れて出店を進めて
いきたいと考えています。ただ、立地
条件を厳選しております」と土田氏は
話す。

あんしんサポートにより、 
会員さまに付加価値を提供
「自分には起こらないだろうと思いな
がらも、万が一に備えるため過半数の
会員さまがあんしんサポートにご加入
いただいております。」と土田氏は胸
を張る。

JOYFIT ブランドならびにFIT365
の会員さまは、あんしんサポートに加
入していれば、怪我や盗難が発生した
ときに見舞金が給付される。月額500
円（税込550円）で安心が買えるので
あれば、安い買い物だろう。導入して
３年以上が経過し、支持され続けてい
た本サービスが、さらに強力なサポー
トを行えるように進化した。

コロナに対応した 
リニューアル内容とは

あんしんサポートは８月１日より、
加入していればコロナに感染してし
まった場合であっても見舞金が給付さ
れるようになった。しかも、施設外で
の感染についても漏れなくカバーされ
るというのだ。リロクラブのこの取り

組みは業界で初となる。
「コロナの感染経路は完全には追跡で
きないなか、このようなサービスがあ
ると会員さまもより一層ご安心できる
かと思い、心待ちにしておりました」
と土田氏は声高に話す。

万が一コロナに感染してしまった場
合は、３万円の見舞金が支払われる。
既にあんしんサポートにご加入いただ
いている会員さまも、８月１日以降は
同様のサポートを享受できる。

また、リニューアルに合わせて画像
のようなPOPも作成し、新規入会され
る会員さまにも魅力を訴求していく。
「あんしんサポートのパワーアップに
よって、会員さまの継続率上昇と新規
入会者さまの増加という効果をもたら
してくれると期待しています」と土田
氏も永田氏も声を揃える。健康維持の
ためにスポーツクラブに通って運動習
慣をつけるなど、免疫力を高めること
がコロナ対策として最も大切だが、日
頃から気を付けていても感染する場合
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はある。そのときもスポーツクラブに
通い、オプションとしてあんしんサ
ポートにも加入し、補償が受けられる
のであれば鬼に金棒だ。

付帯収入をもたらし 
経営の一助に

会員さまに安心という付加価値を提
供できるだけでなく、スポーツクラブ
としても会費収入以外の収入を得るこ
とができるため、この点も非常に大き
なメリットだろう。

JOYFIT、FIT365では会員さまの過
半数がが既にあんしんサポートに加入
していると述べた。しかし、リロクラ
ブの提供する本サービスを導入してい
るスポーツクラブは多いなかでも、こ
の加入率は驚異的な数字であると、リ
ロクラブの斉藤氏は述べる。

付帯収入が見込めるサービスを導入
しても、実際に会員さまに利用しても
らわなければ宝の持ち腐れになってし
まう。スポーツクラブが会費収入以外
の収益源を模索しているなかで、同社
はあんしんサポートを効果的に活用で
きている。その取り組みの秘密とは何
だろうか？

全社的な研修体制を整備し、 
会員さまにしっかりご案内

ウェルネスフロンティアは直営のみ
ならずフランチャイズでも店舗を展開
しているが、入会時のオペレーション
を全店舗で統一して行うべく、定期的
に研修を行っている。掲載している写
真からも、真剣さが伝わってくる。
「スポーツクラブは入会時にご案内し
なければならないことが非常に多いの
です。そのなかでも、ご案内したいオ
プションは、あんしんサポート以外に

も多岐に渡ります」土田氏はさらに続
ける。
「どうしても説明が盛りだくさんに
なってしまいますが、入会時は会員さ
まとコミュニケーションを取れる貴重
な機会です。そこで丁寧に漏れなくオ
プションの魅力を伝えることで、加入
率を高めています」。

一度、会費の支払いが発生した後に
オプションを追加して値上がりするの
か、それとも最初からオプションがつ
いた支払いが続くのか、どちらが会員
さまにとっても申し込みやすいのかは
言うまでもないだろう。会員さまが最
もやる気に満ち溢れている入会のタイ
ミングで効果的に勧められるスタッフ
を育成することが大事であるとわかる。

心から勧められると納得し 
自らも利用する

ウェルネスフロンティアのスタッフ
は、自社の運営するスポーツクラブを
利用することができる。

リロクラブといえば、福利厚生プロ
グラムの印象が強いであろう。実は、
あんしんサポートに加入すれば、優待
割引サービスも受けることができる。
「自分自身が優待割引サービスを使っ
ていて、本当に重宝しています。コメ
ダ珈琲やガストなどの利用することの
多い飲食店で割引が受けられて満足し
ています」と土田氏は笑いながら話す。

一方で、あんしんサポートについて
真剣にこう語る。

「どのようなサービスでも共通すると
思いますが、自分が使ってみて本当に
心から勧められるものかどうか、これ
は本当に大切だと思っています。あん
しんサポートについては自信をもって
会員さまにお勧めできます。そして今
回のリニューアルを経て、さらにお勧
め度合いが増しました」。

このリニューアルに尽力したのが、
本プログラムを提供するリロクラブの
斉藤氏だ。ハードルは非常に高いも
のであったが、それを乗り越えてリ
ニューアルに至った。
「スポーツクラブの運営者さまならび
に会員さまが求めるサービスを提供で
きる準備が整い、やっとスタートライ
ンに立つことができました」と安堵し
ながら同氏は噛み締めるように話す。

高齢者を中心にワクチンの接種は進
んでいるものの、若年層の感染者数は
増加の一途を辿っている。

JOYFIT は特に若年層の男性がメイ
ンターゲットである。そうしたなかで、
このタイミングでのリニューアルは非
常に大きな意味がある。

リニューアル前からコロナの見舞金
に関する問い合わせが複数寄せられて
いることからも、期待が大きいようだ。

ウェルネスフロンティアは今後もリ
ロクラブと手を取り合いながら、「安
心」という付加価値のあるスポーツク
ラブを運営していくことで、他社との
差別化を図る。

ウェルネスフロンティアの社内研修 店舗における会員さまへのご案内 広々としたつくりの FIT365

あんしんサポートのサービスに関する内容や、これから付帯収益拡大に向けたサービス構築
をご検討されているご担当者様は、 お気軽にお問合せください。 
株式会社リロクラブ サービス推進ユニット 担当：斉藤 
電話番号：03-3226-0244    mail：ta.saito@relo.jp

mailto:ta.saito@relo.jp


LES MILLS CONTENT、日本で提供開始へ
自宅とクラブの双方で利用可能なデジタルソリューション
Les Mills Japan 合同会社 　マーケティングマネージャー 　野久尾彩子氏
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News & Trends

Les Mills Japan合同会社（以下、レズ
ミルズ）は2021年８月１日より、LES 
MILLS CONTENT（レズミルズコンテ
ンツ）の提供を日本で開始した。新型
コロナウイルス（以下、コロナ）の影
響でフィットネスクラブに足を運べな
い会員さまにも、レズミルズの一部コ
ンテンツをクラブのwebサイトやア
プリに埋め込むことで利用可能にする。

「世界的に見て顧客は自宅とクラブで
エクササイズできるソリューションを
求めています。クラブにとってデジタ
ルフィットネスの一つのメリットは、
デジタルやプレミアムなどの会員区分
を増やすことによる収益アップ、機会
創出です」とCEO 大工大育氏は述べ
ている。今回の新サービスリリースの
狙いについて、マーケティングマネー
ジャーの野久尾氏に詳しく訊いた。

レズミルズのプログラムに 
デジタルの力を最大限に活用

LES MILLS CONTENTは 新 時 代 の
フィットネスクラブの強い味方となる
新しいデジタルソリューションだ。同
サービスを導入しているフィットネス
クラブの会員さまは、クラブ内はもち
ろん自宅でもレズミルズのワークアウ
トプログラムを利用することが可能と
なる。

プログラムは自社のwebサイトやア
プリに埋め込むかたちで視聴できるよ
うになるため、webサイトやアプリの
コンテンツを充実させられるというメ
リットがある。

自社プラットフォームで管理するた
め「会員さまがどのプログラムを、い
つ見ているかがPV数などのデータで
一目瞭然になります。プログラムの人
気の傾向を掴むこともできます」と野
久尾氏は説明する。

このデータを蓄積していくことで、
スタジオ内のプログラム構成の最適化
にも役立つであろう。

自宅でもクラブでも、好きな場所で
プログラムを楽しむことができる。ス
タジオに入りづらいという会員さまも、
自宅でまずはプログラムを試すことが
できることから、より親しみやすく
なったと言える。クラブと会員さまの
つながりを生み、継続率の向上に貢献
するだろう。

このサービスを実現できたのは著作
権フリーの音源を使用しているためだ。
そのような創意工夫とデジタルの組み
合わせで実現できたサービスと言え
よう。

オリジナルコンテンツを 
録画配信サービス

LES MILLS CONTENTは映像と音楽
のデータを再生できるのみに止まらな
い。そのデータを利用した「録画配信
サービス」が利用できるのだ。主な使
い方はLIVE配信とアーカイブ配信の
２つ。

LIVE配信はワークアウトプログラ
ムをクラブに所属しているレズミルズ
認定インストラクターがリアルタイム
で実演している様子を配信できるもの
だ。会員さまは臨場感を楽しみながら、
顔見知りのインストラクターのレッス
ンを自宅でもクラブでも楽しむことが
できる。

一方、アーカイブ配信は、LIVE配
信の様子を録画し、いつでも自宅で再
生できるタイプのもので、時間の制約
がなく利便性が高い。
「LES MILLS CONTENTには、コロナ
によって少なくなってしまったインス
トラクターの活躍の場を増やすために
同機能があります」と野久尾氏は熱く
語る。会員さまのエンゲージメントも

高まるため、まさにいいこと尽くめだ。

世界的に愛されるプログラムを 
日本にも広めていく

現在も大手数社と商談中とのことだ
が、LES MILLS CONTENTは契約クラ
ブのみに限定したサービスではない。
いち早く取り入れたのが日本最大級の
フィットネス動画サービスを展開する
LEAN BODY。幅広いジャンルで数多
くのプログラムを配信し、特に女性へ
のリーチが強いLEAN BODYの会員さ
まもレズミルズプログラムにアクセス
できるようになる。デジタルフィット
ネスユーザーが興味をもち、クラブで
のライブ体験を求めるようになる、オ
ンラインとオフラインの融合が見られ
るようになるだろう。

webサイトやアプリへの組み込みの
ハードルさえ乗り越えれば、会員さま
にもクラブにも数多のメリットをもた
らしてくれる。プログラムのタイムス
ケジュールは、データ分析で最適化す
るのが新時代のフィットネスクラブの
スタンダードになるからだ。

また、今までのところBODYPUMP 
やBODYCOMBATなど６プログラムの
展開だが、今後はラインナップが充実
されていく。コロナをピンチと捉える
のではなく、デジタルの導入という変
革のチャンスと捉えることもできる。
このようなチャンスに、今こそLES 
MILLS CONTENTを導入してはいかが
だろうか。

世界中で愛されるワークアウトプロ
グラムが、日本でも自宅でできるので
あれば、夢のようではないか。



https://www.lesmills.com/jpclubs-and-facilites/les-millw-comtent/


①フィットネスビジネス公式サイト内、「セミナー」へアクセス
②フィットネスビジネス購読者登録メールアドレスでログイン
　（マイページにて IHRSA2021申込用クーポンコードをご確認いただけます）
③ IHRSA公式サイトにて、クーポンコードでお申し込み
※手続き方法を、ご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。

　2021 年 10 月ダラスで開催される IHRSA コンベンションへのオンライン参
加と、米国の優良クラブをバーチャルで視察する100％オンラインイベントを企
画します。

　2020 年からのコロナ禍で、世界のフィットネス産業は苦境にありますが、
IHRSA が 2021 年に発表した「IHRSA Global Report 2021」では、業界
の未来が明るい理由を、世界のクラブ業界の動向とともに記しています。

　今回のＩＨＲＳＡコンベンションでは、コロナ禍への対応事例とともに、新たな
イノベーションやインスピレーションにつながる、情報共有とネットワークの機会
を提供します。

　例年好評のクラブ視察では、この環境変化に力強く対応しているクラブを、バー
チャルで視察します。アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、アジアの 10 施設を訪問します。

　業界世界最大規模のトレードショーでは、サプライヤー各社が最新の機器やプ
ログラムを展示し、オンラインで最新情報にアクセスできます。

　クラブ運営に役立つ先進の情報が豊富に収集できます。

　フィットネスビジネス編集部がナビゲーションする、ベストな内容でご参加いた
だけます。

2021年10月14日（木）～16日（土）　

日本語通訳付きオンラインセミナー 世界のクラブ視察バーチャルツアー

日本語通訳付きオンライン基調講演 オンラインビジネスショー（展示会）

IHRSAトップスピーカーのセッションを日本
語通訳付きで提供します。

最新のトレーニング設備備品や、エクササイ
ズプログラム、そのか、クラブ経営・運営に
役立つ最新サービス情報にアクセスできます。

IHRSAトップスピーカーのセッションを日本
語通訳付きで提供します。

アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、アジアで、
力強く環境変化に対応するイノベーティブな
クラブ10施設をバーチャル視察します。

IHRSAコンベンション（オンライン）＆ 世界のクラブ（バーチャル）視察ツアー

主催：IHRSA　　企画：株式会社クラブビジネスジャパン

2021.10 IHRSA コンベンション（オンライン）
＆米国クラブビジネス視察（バーチャル）研修ツアー

100％ オンライン 開催決定！　

お申込み方法

※『フィットネスビジネス』公式サイトに、購読者登録メー
ルアドレスでログインすると、マイページでクーポンコー
ドを確認いただけます。

※コンベンション参加申込み手続きは、ネットで各自お願
いします。

※購読者からのご紹介で『フィットネスビジネス』Web有
料会員（月会費1,100円）へのご登録でも、特別価格で
ご参加いただけます。

TEL.03-5459-2841　
iwai@fitnessclub.jp

参加料金：『フィットネスビジネス』

オンラインで、どこから
でも参加できます。
見逃し配信も

2021年 12月 31日まで
利用可能！

$195 $175➡︎

『フィットネスビジネス』購読者 特別企画

＊日本時間

購読者特別価格

株式会社クラブビジネスジャパン 担当：岩井

mailto:iwai@fitnessclub.jp


mailto:info@hirotec.biz
https://www.hirotec.biz


https://www.sports-ts-st.com
mailto:info@sports-st.vom
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コロナからの回復
Feature
特            集

フィットネス事業者が、生活者から価値ある存在と認められ、真に必要とされるには、何に、どのような順で、
取り組んでいけばよいのか？　今号の特集記事では、未来予測を専門にする識者、様々な業態に取り組む多数
の事業者らに取材し、ポストコロナに向けて、とりわけ重要となる考えや前へと進む勇気を提供したいと考えた。
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コロナからの回復Feature
特            集

フィットネス事業者が、コロナ禍からの回復を目指し、生活者を始め多くの方々から、価値ある存在と認められ、真に必要と
される存在になるための取り組みとは？　未来予測を専門にする識者、多くのフィットネス事業者らに、目指すべき将来像、
それを実現するための取り組みや人材・組織づくり、今後の展望などについて訊いてみた。ポストコロナを見据えた経営・運
営を再考し、最適な取り組みをしていくため、ぜひ参考にしていただきたい。

Ⅰ Issue   課題

従来以上に感染力の高いデルタ株
やラムダ株などの変異株が、人類が
築く防御壁をスルリとくぐり抜け
て、次々と世界の人々に襲いかかっ
ている。日本においては、これに
加えてまともな政治家や首長が少
ないことが、状況をより悪化させて
いる。

秋・冬に向けてワクチンの接種が
進むことでコロナ禍は収束へと向か
い、多くの生活者が不安から解消さ
れ、再び豊かな生活に戻れるといっ
た期待を抱いている者は、今はもう
いない。ここからしばらく、私たち
はコロナと共生していくことにな
ろう。

そこに必要なのは、医療と予防
だ。医療の必要性は、言うまでもな
いだろうが、予防において、フィッ
トネス事業者の重要性と必要性は高
い。だが、実際には私たちが思うほど、
世間はその価値を十分に認めていな
い。コロナ禍が日本を襲った2020
年当初、安倍首相（当時）が、丁寧
にその発生機序を検証することもせ
ず、一方的にフィットネスクラブを
クラスター源と決めつけ、「不要不
急」の施設であるとのレッテルを貼
り付けたことから、休業を強いら
れ、さらにはその風評被害も加わっ
て、もはや倒産かという財務状態に
なるほど大きなダメージを受けたが、
その悪影響がまだ残ってしまってい
る。本来ならば、国家賠償請求に値
しよう。この頃からすれば、世間が、
フィットネスクラブを見る眼も若干
は変化してきたが、まだ回復には程

私たちは、経営環境や内部資源を
改めて分析し、将来を想像し、適切
な業績（需要）回復策を考え、人材・
組織を整えながら、信頼の回復、業
績の回復に取り組んでいかなければ
ならない。

今回、取材に協力していただいた
河合雅司は、自著『コロナ後を生き
る逆転戦略』（文春新書刊）のなかで、
次のように述べていた。
「コロナ禍がもたらせた変化の多く
は、コロナ前からの課題であった。
コロナ禍が可視化したのは、まさに
10年後の日本の姿。それはアフター
コロナへの道筋を示していた」
「アフターコロナは１人当たりの利
益率をアップさせることが生き残り
策となる」
「戦略的に縮むには、需要が縮小し
ている今こそ、チャンス」
「時代の要請に応え終えた部門は組
織をスリム化すること、あるいは得
意分野を伸ばすために他社と連携し
たり、企業買収したりして時間短縮
を図ること（が大事）」
「『コロナ禍さえ去れば景気は戻っ
てくるだろう。業績もV字回復する
はず。それまで何とか耐え忍ぼう』
と考えている企業や経営者に、明る
い未来はない」
「どこでビジネスをするにしても、
基本が客のニーズを捕まえ、応える
ことにあるのは変わらない。（中略）
モノづくりとサービスの当たり前の
原点に立ち返ることが大切だ」

いずれも、フィットネス事業者が、
これからの取り組みを考えるうえで、

遠い状況だ。
だが、本来、フィットネスクラブ

は、免疫力を維持するための運動す
るための場であり、社交を楽しむ場
であり、健康情報を得るための場で
あるはずで、それはコロナ前も、コ
ロナ下も、コロナ後も変わらない。
フィットネスクラブを効果的に利用
することによって、コロナなどのウ
イルスから身体を守ることができる。
このことは、世界中の研究者が、最
もエビデンスレベルの高い科学的方
法で検証し、既にたくさんのエビデ
ンスが示されている。しかも、フィッ
トネスクラブを効果的に利用すると
いう方法のメリットは、一銭たりと
も国の保険財政を取り崩すことがな
いところにある。フィットネス事業
は、人々に対する感染リスクを下げ、
ウェルビーイングな暮らしを取り戻
し、社会・経済を活性化していくこ
とに寄与する必要不可欠なものな
のだ。

しかし、まともな政治家や首長の
不在、人口減、競合化、サービスの
コモディティ化、消費に対する生活
者の価値観・態度の変容などといっ
た状況が今後も続くなか、フィット
ネス事業者が、自身の創意工夫の
よって、その本質的な価値を生活者
に認知してもらい、業績を回復させ
ていくには、どうしたらよいのだろ
うか。

かつてと同じような取り組みを
ずっと続けているだけでは、新たな
生活者のフィットネス需要を顕在化
することは難しい。
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Technogym Live、ユーザーエクスペリエンス向上に寄与
リアル店舗でのパーソナライズされたバーチャル体験が好評

Wellness Business News

新型コロナウイルス（以下、コロナ）の
脅威は依然としてあるものの、健康
の重要性に改めて気づき始めた人々は、
徐々にジムに戻りつつある。特に、なる
べく人の少ない時間帯を選んで利用で
きる24時間ジムでは、感染リスクが抑え
られることもあり、比較的戻りも早かっ
たのではないだろうか。しかし、ここで
重要になるのが、ユーザーエクスペリエ
ンス。特に、24時間ジムには時間によっ
てはスタッフもおらず、トレーニングも
マンネリ化しがちになってしまう。これ
までマシンを通して顧客体験の向上や
フィットネス施設の運営効率化に取り
組んできたテクノジムの『Technogym 
Live』は、ずばりこの課題に刺さるソ
リューションとなっている。

24 時間ジムのスターバックス 
リアル体験のリッチ化

テクノジムの『Technogym Live』
は、孤独で退屈になりがちなカーディ
オ製品でのワークアウトに、インター
フェースを通じて豊富なコンテンツ
を提供することのできる次世代のソ
リューション。バーチャルトレーナー
が画面を通じてマンツーマンで励まし
てくれる「Technogym Sessions（以
下、Sessions）」のほか、選んだ強度
に合わせた様々なエクササイズをルー
ティン的に挑戦できる「Technogym 
Routines（以下、Routines）」や、世
界中の景色とともにトレーニングがで
きる「Technogym Outdoors（以下、
Outdoors）」、ユーザーのパーソナル
アシスタントがモチベーションとガイ
ダンスを提供してくれる「Technogym 
Coach（以下、Coach）」など、豊富
なコンテンツを揃えている。

大阪府・大阪市にある「アーバン
フィット24　東三国店」では、「24
時間ジムのスターバックスになる」と

いうコンセプトを掲げており、リアル
店舗におけるユーザー体験のリッチ化
を目指している。高級感のあるデザイ
ンからつくられる上質な空間や丁寧
なサービス、充実したマシンのライ
ンナップにより差別化を図っている。
同施設を運営する株式会社アーバン
フィット（以下、アーバンフィット）
で店舗統括マネージャーを務める和田
将司氏は、Technogym Liveを導入す
るに至った経緯を以下のように語る。
「（当社が運営する）既存の店舗に
おいても、トレッドミルやバイクな
どのカーディオは導入していました
が、Technogym Liveを利用すること
で、新しいフィットネス体験をお客さ
まに提供できると思い、導入に至りま
した。実際に、導入してからお客さま
の離脱率が減っていると実感できてい
ます。コンテンツが非常に充実してお
りますので、一回だけでは飽き足らず、
何度もリピートしてご利用いただいて
いるお客さまが多い印象です」

Technogym Liveは、その豊富なコ
ンテンツも魅力の一つだろう。特に、
Sessionsにおけるエクササイズの数は
凄まじく、モデルごとに複数のセッ
ションが用意されており、最も多い

「RUN」では2021年７月現在96セッ
ションもあるという。さらに、定期的
にアップデートを重ねることで、日々
新しいコンテンツを増やしている。そ
うすることで、和田氏も感じているよ
うに、お客さまの「飽き」を排除し
フィットネス継続のためのモチベー
ション維持に一役買っているのだろう。

さらに、テクノジムが提供する運動
管理アプリ『mywellness』（写真１）
を連携させることで、ユーザー一人
ひとりが独自のトレーニングプログラ
ムを得たり、過去の運動履歴から進
捗を追跡・モニタリングすることで
トレーニングの質を高めることも可

能。実際に、和田氏も「初回講習時
にmywellnessの説明しているのです
が、半数以上の方がアプリを利用して
いただいています。お客さま自身がメ
ニューを組み立てたり、そのときの体
調にあわせて強度を変更したりもでき
るので、ご好評いただいております」
と話す。パーソナライズされたトレー
ニングは、フィットネスの継続には欠
かせない。ほかの24時間ジムでは本
来味わえないような「自分だけの特別
感」があるのも、「アーバンフィット
24　東三国店」が人気な理由であろう。

バーチャルトレーナーも 
ジムスタッフの一員に

アーバンフィット24東三国店では、
どのような方がTechnogym Liveを利
用されているのだろうか。
「Sessionsに関しては、主に20 〜 30
代の方が多いです。これまでYouTube
などを見ながら家でトレーニングをし
てきた方たちが、『コロナ疲れ』からか、
ジムに戻ってきております。そのよう
な方たちが、バーチャルトレーナーと
一緒にジムでトレーニングをするとい
う新たな体験を楽しんでいるように感
じます。また、Routinesは、アスリー
ト系の方（普段ハードにトレーニング
されている方）もご自身のトレーニン

◆写真１
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グに取り入れており、『自分では行わ
ない動作や知らないエクササイズが含
まれているので、高い運動強度でト
レーニングができます』というお声も
いただいております」

コロナによりオンラインフィットネ
スが普及し、「動画内のトレーナーを
見ながらトレーニングを行う」ことへ
の抵抗がなくなってきているのだろう。
そのため、ジムに戻ってきてからも、
Sessionsの「ジムでの本格的なトレー
ニング」×「バーチャルトレーナー」
という、まさに既存と新規を掛け合わ
せたリッチな体験に価値を感じてい
るように考えられる。また、和田氏
は、「バーチャルトレーナーは指示が
非常に的確で、優しく寄り添ってくれ
るような演出となっていますので、『ま
たこのトレーナーに会いたくてジムに
通っている』という声を、お客さまか
らいただいております」とも話してい
る。まるでバーチャルトレーナーまで
もがジムスタッフの一員あるかのよう
に話しており、そのクオリティの高さ
が伺える。

さらに、Routinesは、HIIT（High-
Intensity Interval Training） の よ う
に、比較的短時間かつ中・高強度のメ
ニューを揃えているため、忙しい方で
もスキマ時間にサッとトレーニングを
するということも可能だ。コロナによ
りテレワークも増え、働き方が今まで
以上に流動的になっている今、毎回決
まった時間に休みが取れジムに行くこ
とができるとも限らない。自分の好き
な時間にいつでも本格的なトレーニン
グができることも、Technogym Live
が選ばれる最たる理由であろう。

リアル×デジタル 
ジムの DX の理想形

Technogym Liveを導入することで、
通常のカーディオマシンと比べて明ら

TEL：0120-576-876　

E-mail：jp_info@technogym.com

かにコンテンツが豊富でできることの
幅が広くなるが、使用方法などでお客
さまが困ることはないのだろうか。
「当施設では、入会してすぐに、30
分間の初回講習を設けており、そのカ
リキュラムの一つとして、カーディオ
マシンの使い方における時間を取って
います。その際にTechnogym Liveに
ついても説明をしているのですが、『ほ
かのジムとは違う』『設備が充実して
いるね』などのお声をよくいただきま
す。最初はその機能の多さに戸惑って
いたお客さまもすぐに慣れ、自由に使
いこなしている方もいらっしゃいます」

導入部分においてはリアルのスタッ
フ/トレーナーが丁寧に説明し、お客
さまがある程度理解した後の実際のエ
クササイズはバーチャルトレーナーに
任せることで、本当に困っている方
にリソースを割くことができる。ま
た、Technogym Liveでできるエクサ
サイズをすべてリアルのトレーナーで
賄おうとすれば、相当の知識とスキル
をもったトレーナーを複数人雇う必
要があるだろう。それは、人件費や
ジムの規模を考えても現実的ではな
い。Technogym Liveを導入すること
で、提供するトレーニングの質を維持
/向上しつつ圧倒的なコストカットを
実現できる。まさにリアルとデジタル
双方の良さを兼ね備えた、未来のジム

の理想形なのではないだろうか。
最後に、今後Technogym Liveをど

のように活用していきたいと考えてい
るのか、和田氏に訊いてみた。
「まだ具体的なビジョンはないのです
が、付帯収入的にサブスクリプション
の課金制を導入し、Technogym Live
専用の新しい会員種別をつくることを
考えています」
「Technogym Live会 員 」 の よ う な
ものだろうか。カーディオ中心で
Technogym Liveだけを利用できる会
員種別を新たにつくるのか、はたま
た現会員を「Technogym Live会員」
とし、ジム内にあるそれ以外のコン
テンツやマシンを利用できる会員種
別を新たにつくるのか、いずれにし
て も、Technogym Liveの プ レ ミ ア
感による差別化もできるだけでなく、

「Technogym Liveだけ利用したい」
「そのほかのマシンだけ利用したい」
といった声にも応えることのできる、
素晴らしい施策であろう。

今後、人々のニーズが多様化してい
くのは間違いない。アーバンフィット
は、それらの多様化されたニーズにも
対応できるよう、Technogym Liveを
活用したパーソナライズなサービスと
リッチな体験を提供し「24時間ジム
のスターバックス」を目指して取り組
んでいく。

←本記事につい
てのビデオをこ
ちらからご覧い
ただけます

← Technogym 
Live に つ い て
は こ ち ら を ご
覧ください

mailto:jp_info@technogym.com
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コ・ス・パ 松井山手 24

総合型× 24時間ジムへリニューアルオープン

株式会社オージースポーツ　フィットネス事業部　担当マネジャー　臼井 祐一氏

株式会社オージースポーツ（以下、オー
ジースポーツ）はコ・ス・パ松井山手
を2021年４月に24時間営業に生まれ
変わらせ、新スタートを切った。同社
として初めてとなる総合型×24時間の
モデル展開に伴い会員種別を刷新。感
染症対策およびセキュリティ面では、
顔認証・チェックイン・検温を同時に
こなす両備システムズが採用されてい
る。24時間化・安心の担保・利便性の
向上により従来ではリーチが難しかった
若年層の取り込み効果について訊いた。

24 時間化した総合型クラブの
魅力とリニューアル後の反響

コ・ス・パ松井山手はJR西日本学
研都市線「松井山手」駅から徒歩１分
に構える総合型クラブとして地域に親
しまれてきた。25mプールは６レー
ンあり、ジムエリアにはスタジオ、ファ
ンクショナルエリア、バイクスタジオ、
加えてサウナやマッサージチェアと
いったリラクセーションも提供してお
り、充実した設備が自慢である。

そのなかで、24時間営業へ舵を切っ
た経緯は何だろうか？
「実は、同じ商圏内にあった24時間
ジムが今年の１月に閉店となりました。
そこに通われていた会員さまが行き場
を失ってしまったのです」とフィット
ネス事業部担当マネジャーの臼井氏は
話す。

オージースポーツは24時間ジム
FITBASE24の運営を17店舗しており、

同業態のノウハウも蓄積してきた一方
で、総合型の24時間化は初の試みだ
が、地域のニーズに応えることを最優
先にリニューアルを決断。そこからは
早かった。３月に約１週間だけ工事の
ために臨時休業するも、４月からは生
まれ変わった姿であるコ・ス・パ松井
山手24として営業を再開した。

そこからの反響は、今でも堅調に推
移している会員数に表れている。「今
まで獲得が難しいとされていた若年層
の取り込みができており、地域ニーズ
に応えた施設は見学後の入会率も高い
です」と臼井氏は胸を張る。

先ほど紹介した総合型の充実した設
備に24時間利用可能な利便性が合わ
さっているため、会員さまは納得して
入会するようだ。しかも、価格がリー
ズナブルなことが決め手。その仕組み
を見ていこう。

好みのトッピングを
会員さまが追加注文していく仕組み

リニューアルオープンに合わせて、
会員種別も一新した。こだわりは、そ
れぞれの会員さまが自分の好みに合わ
せて最適なプランを選択できることだ。

一方で、基準となるプランはレギュ
ラー会員5,400円（税込5,940円）と
わかりやすい。総合型の設備が漏れな
く利用できてこの価格を実現できるの
は驚きを隠せない。

このメインとなる部分に、自分の好
きなトッピングを付け加えていくこと
ができる。例えば24時間利用を可能

にするには、レギュラー会員＋1,600
円（税込1,760円）のプランを選択で
きる。初心者向けには、少人数スクー
ルのFitBuddyを実施。

また、レッスンを受講したい会員さ
まには、月に４・８・12回のコース
からトッピングの選択が出来る。自分
に最適なものが見つかり、継続率向上
に、トッピングシステムが寄与している。

両備システムズが支える
24 時間ジムのオペレーション

この優れたコストパフォーマンスの
ジムを実現するのに一役買っているの
が両備システムズ。顔認証・チェック
イン・検温をすべて同時に一瞬で済ま
せることができる。

リニューアルオープン前の店舗では、
これらの作業すべてスタッフを介して
行っていた。ときにはフロントに行列
ができることもあったという。

これを解消することで、会員さまの
利便性の向上と、感染症対策および
セキュリティの安全性を担保してい
る。37.5℃以上の体温を検知したら
チェックインできず、顔認証によって
なりすまし利用も防止することができ
るからだ。

そして、両備システムズは直近でさ
らに嬉しい業務効率化を実現している。
それは、会員さま自身にスマホから顔
写真を登録してもらえるようになった
ことだ。想像するだけで、いかに業務
がスリム化するのかがわかるだろう。
「松井山手24の成功事例を踏襲し、
10月からは新たに５店舗を24時間対
応にリニューアルします。両備システ
ムズによる効率化がなかったら、途方
もない時間を割いていたと思うとゾッ
としますね」と臼井氏は笑いながら話す。

両備システムズは今後、会員さまと
のコミュニケーションが図れるアプリ
もリリース予定であり、両社の動向に
は目が離せない。



https://www.ryobi.co.jp/products/atoms-v/
mailto:atomsinfo@tyobi.co.jp
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フィットネクサス24 相模原

ロープライス&ハイクオリティ！公園のような第三の場所に

株式会社フィットネクサス　サブマネージャー　鈴木  亮氏 

フィットネクサス株式会社（以下、
フィットネクサス）は２店舗目とな
る24時間ジムを神奈川県の相模原に
2021年７月４日にオープン。こだわ
り溢れる充実したサービスを低価格で
提供し、スピーディな集客に成功。こ
れを実現するためにhacomonoのシス
テムを導入し、お客さまの体験価値の
向上と運営のスリム化を実現。その取
り組みについて訊いた。

百聞は一見に如かず 
見学者は納得と感動により入会

オープンして間もないフィットネク
サス24相模原であるが、すでに新規
の会員募集を一旦停止せざるを得ない
ところまで集客ができている。施設の
コンセプトは「サードプレイス」で、
公園のような第三の場所を生活者に提
供することを目的としている。

各エリアにもその世界観が反映され
ている。入口から見て手前はテクノ
ジム製のマシンが並ぶ初心者向けの
Grassエリア。モニター付きのマシン
が置かれており、スタッフが不在とな
る時間帯であっても会員さまはガイド
に沿ってマシンを利用できる。

入口から見て奥はBull製の本格的な
マシンとフリーウェイトで構成されて
いるForestエリア。まさにトレーニン
グの森だ。黒を基調としたレイアウト
で、男性の利用者が多いように感じる
が、ヒップスラストやアブダクション
などの女性に人気のマシンも用意して
いる。

Lakesideエリアはいわゆるスタジ
オで、ホットスタジオ含めて２つ備え
ている。照明にこだわり、合計で14
種類ものライトアップを実現。ヨガや
ダンス、ズンバなどのプログラムに応
じてインストラクターが使い分けら
れる。

ユニークなのは人工芝が敷かれてい

るストレッチエリア。キャンプ用のい
すや公園でみるような横長のベンチが
あり、まさに公園のようにくつろぐこ
とができる。

また、マッサージチェアも無料で使
い放題。会員さまはトレーニング後に
利用してリラックスできる。

これだけの設備が揃ってレギュラー
会員の料金が3,300円（税込）という
から、施設を見学にきた会員さまは高
確率で入会を決められる。
「会費が安いだけだと、逆にチープな
ジムなのではないかと疑われてしまい
がちですが、見学に来られたうえで感
動を与えることができています」と鈴
木氏は言う。

また、選択と集中によって、棲み分
けもしっかりと行っている。「プール
やシャワー、無料のロッカーなどは設
置していませんが、手ぶらでペットボ
トルの水１本もってくれば利用できる
手軽さが、公園のようなサードプレイ
スになると考えています」と鈴木氏は
話す。

このチャレンジングな価格設定は、
水１本を１ヶ月毎日飲むのと同程度の
金額という意味も込めているそうだ。
どうすればこのような運営が可能なの
だろうか。

低価格で満足のジムを実現する 
会員さまの体験価値の向上

この理想のジムを実現するために導
入されているのがhacomonoだ。会員
管理、入会手続き、予約、決済などの
機能を提供するクラウドシステムで
ある。

まず、お客さまはインターネット上
で入会手続きが可能で、従来であれば
20分掛かっていた入会手続きを５分
未満に短縮。「今後はこれを０分にす
るポテンシャルも感じるので楽しみで
す」と鈴木氏は意気揚々と話す。

また、会員さまの体験価値の向上と

いう観点ではスタジオの予約機能が秀
でている。１店舗目の羽村では、整理
券でアナログに予約を取っているため
スタッフもその整理券の配布の準備に
時間をかけなければならないし、会員
さまは整理券を受け取るために来店が
必須になる。また、来店したとしても
整理券の配布が終了している可能性も
ある。

そこで、この業務を２店舗目の相模
原ではhacomonoで完全に電子化。予
約状況が一目瞭然で、予約も万が一の
キャンセルも来店せずに完結できる。
スタッフは整理券の配布は一切せず、
iPadで出席者をチェックするだけで
よい。

このように、マシンなどの設備のみ
ならず、テクノロジーを使ってスムー
スな体験を提供できている。

スタッフの業務を効率化 
時間もコストも圧倒的に削減

hacomonoを導入すれば、会員さま
の体験価値の向上のみならず、運営サ
イドの業務も効率化できる。ロープラ
イス・ハイクオリティのフィットネス
ジムの実現には必須だ。

そしてスタジオ予約を含めたDXを
推進できる点が導入の決め手となっ
ている。今後はさらなる体験価値の
向上と業務効率化を実現するべく、
hacomonoのサービスもジムと共に進
化し続ける。



https://www.hakomono.jp
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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

■ フィットネスクラブにとっての重要トレンド    　
  　―マッキンゼー社が調査

コロナが落ち着き、夏が本格化するな
か、フィットネスクラブ関係者は、消
費者の行動がどのように変化し、トレ
ンドとなるのか、情報を集めている。
その答えを見つけるべく、IHRSAと
GHFAは、マッキンゼー・アンド・カ
ンパニーに調査を依頼した。すると、
パンデミック後の世界が明らかになっ
た。「パンデミックが終息すると、コ
ロナは単に世界の流れを止めていたの
ではなく、新しい『当たり前』をもた
らすということが明らかになりまし
た」「当たり前」がどのようなものかは、
この１年半の混乱が表している。調査
によると、身体活動レベルがすべての
グループで激減し、子どもたちは、ス
ポーツをする時間が50％も減少した。
また、低所得者層にも大きな影響があ
り、すべてのコミュニティに病気への
不安が広がり、健康への懸念はより深
刻なものとなった。

今はステイホームが主流だが 
将来はそれに留まらない 

・デジタルソリューションは、パンデ
ミック後にジムに戻ってきた会員が
ルーティンを取り戻すのを手助けする。
・ジムに通う人は、友達や家族に会え
ないのと同じくらい、ジムに行けない
ことを寂しいと感じている。
・米国で定期的に運動する人の63％
が、将来的には、ジムやスタジオでの
ワークアウトと自宅でのワークアウト
を併用したいと考えている。
・米国の利用者のうち、2021年2月
の最初の２週間に、少なくとも１回
はジムやスタジオに行った人は30％
いる。

消費者のセグメントはより明確になり 
それぞれ異なるニーズが顕著に

モチベーション、個別化、価格意識、
時間感覚、イノベーションへの欲求と
いった要素を中心に、顧客を以下の４
つのタイプに区別した。これからの時
代を勝ち抜くために、フィットネスプ
レイヤーは顧客のタイプを知り、顧客
のニーズを満たす必要がある。

・ウェルネス愛好家（23%）
健康が人生の最優先事項であり、自己
のパフォーマンスやアイデンティティ
がモチベーションになっている。

・新しいもの好き（10%）
イノベーションやユニークな経験を求
めている。アーリーアダプター。

・昔ながらの健康人（11%）
自らの運動習慣に忠実で、すぐには変
化に適応しない。

・消極的な参加者（55%）
フィットネス優先ではないが、何かし
たいと思っている。内なるモチベー
ションが掘り起こされることで、上記３
つのタイプのどれかになる可能性がある。

コミュニティは必要不可欠

調査のなかには、クラブ運営者に
とって馴染み深いものもある。この調
査では、ハイブリッドサービスはニー
ズがあると考えられている。まず、人
口動態の調査についてティール氏は次
のように述べる。
「若い世代は、皆、色々なことに関心
があります。特に30歳以下の人々は、
パフォーマンス、フィットネス、コミュ
ニティ、フィジカルを重視していて、
それらが運動する目的になっていると
考えられます。35歳を超えると、健

康への関心が高まり、長期的な効果に
目がいくようになります。パンデミッ
クの影響が強かった国では、その変化
がより顕著です」

そして、既知の通り、コミュニティ
が重要だ。
「体を動かすことに関連するコミュニ
ティには、人々が求めているものが２
つあります。１つは、同じ目的を持っ
た人たちと交流できるということ。一
人ではないという、ちょっとした温か
みを感じられるのです。もう１つは、
競争意識がもてることです。切磋琢磨
し合うことで、運動を続けられるとい
う要素もあります」

３つのポイント

デジタルトレンドは、パンデミック
中に加速した。調査によると、2020
年には、71,000以上のフィットネス・
健康アプリが登場し、消費者がそれら
に触れる時間が45%増加した。ティー
ル氏は、３つの観点から、クラブの最
低限の評価基準を示している。
「１つ目は、より健康に焦点を当てた
プログラムを検討しているかです。医
療関係者と協業することも視野に入れ、
健康長寿のためのプログラムを作るこ
とが考えられます。２つ目は、消費者
にどのようなハイブリッドサービスを
提供しているかということです。３つ
目は、自分のクラブのコミュニティ要
素を強化する方法を模索しているかと
いうことです。それは至ってシンプル
で、例えば、人々が自然と交流出来る
よう、コミュニティを形成するような
スペースを作ることなどが挙げられま
す。クラスに社会的要素を盛り込むこ
ともできます」

解説：アレクサンダー・ティール氏（アナリスト、
EMEA スポーツ用品調査リーダー）
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New Product & Service 新商品＆新サービス
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New Service

履くだけでマッサージされているような
気持ち良さ！　デスクワーク中でも足
裏・母指球だる重ケア。足裏アーチをしっ
かりサポート！母指球・土踏まずから体
幹バランスを整えて凛とした美しい姿勢
に。マラソンやヨガ、サーフィン、ロー
ドバイクなどのスポーツをする方、立ち
仕事やデスクワークで足がだるくなりや
すい方にも最適です。PigaONEは元々、
裸足で競技する方々のコンディション維
持のために5,000人以上の足型を計測し
て開発された着圧フットウェアですが、
アーチ崩れ対策や、休息中のケアグッズ
としても役立ちます。現在、クラウドファ
ンディングを実施中です！

●問い合わせ・資料請求先は、
サブテン（cf1@subten.co.jp）

３DBODYSCAN（VISBODY）はすでに
世界で600万人以上の利用ユーザーを誇
り、特許数168個である３DBODYSCAN
の次世代モデル。マシンの前に立つと赤
外線センサーにより、音声ガイダンスが
スタートし、スタッフを介さずにスキャ
ニングが可能。測定内容は体重、体脂肪
率、筋肉量などの身体組成データに加え、
姿勢評価、体の周形などの３Dデータ測
定が２分で完了する。また、マシンは全
てクラウドに接続されている為、解析ア
ルゴリズムの進化に伴い機能はアップグ
レードされる。既存の会員管理システム
等とAPI連携も可能。2021年9月より日
本国内での販売をスタート。

●問い合わせ・資料請求先は、NATURE FITNESS
（mail.visbody.japan@gmail.com）

「トレシェア」は、部活、マスターズ、トッ
プレベル、あらゆるスイマーが自己ベス
トを更新できるように、トレーニングメ
ニューをシェアし、その中から自分に
あったトレーニングを取り入れることで、
レベルアップを目指すトレーニングシェ
アサービスです。会員登録後、招待され
たコミュニティ内にてトレーニングメ
ニューを無料で閲覧でき、他のスイマー
や指導者とコミュニケーションできます。
また、トレーニングメニューを作成した
指導者に直接質問をすることができます。
さらに深く知りたい場合は、有料のオン
ラインレッスンを受けることも可能です。
下記よりお問い合わせください。

●問い合わせ・資料請求先は、IMPRINT（イン
プリント）（info@training-share.com）

ご存じですか？Galileo は、1996 年に
開発された全身振動刺激トレーニング 
装置のオリジナルです。全身振動刺激ト
レーニング 装置Galileo はフレイルから
トップ・アスリートまで幅広くご利用い
ただいています。年齢を重ねるたびに衰
える運動器。Galileo は転倒リスク因子
の歩行能力やバランス能力の訓練に利用
できます。アスリートでは筋パワー強化、
ウォーミングアップ、クールダウン、柔
軟性訓練、コンディショニングなどに短
時間で効率よく利用できます。その安全
性と使用経験は多くの科学文献で評価さ
れています。運動器のメンテナンスにぜ
ひともGalileoをご活用ください。

●問い合わせ・資料請求先は、
東洋メディック（TEL.03-3513-7403）

予約システム「STORES 予約」はオンラ
インレッスンも含めた店舗のオペレー
ション業務を予約・決済・集客・顧客管
理の面からサポートします。柔軟な予約
受付方法に加え、各お客さまの予約と連
動した月謝・回数券機能により、会員さ
まのお支払い状況やレッスン受講状況を
一元自動管理することが可能です。また、
受講回数やレッスンメニューに応じたメ
ルマガ配信機能により、各会員さまのエ
ンゲージメントを高めるリピート集客も
強化できます。システム導入前も、ご要
望に合わせた最適な活用方法を専門ス
タッフにてサポートいたしますので、お
気軽にお問い合わせくださいませ。

●問い合わせ・資料請求先は、
ヘイ（TEL.03-6705-8497）　

セントマーケティングのリーディングカ
ンパニーであるScentAir社が世界標準の
安全性とクオリティーの芳香サービスを
お届けします。120か国以上でフィット
ネスクラブ、高級ホテルやエアラインラ
ウンジなど様々なリテール店様にサービ
スを提供しています。エントランス、更
衣室、シャワーやプールなどの水回り周
辺、スタジオなどニオイの課題はクラブ
の評価に直結する重要事項です。皆様の
ブランドイメージに合ったフレグラン
スを2,500種類以上のライブラリーから
お選びください。メンテナンスフリーの
お手頃な月額料金でご利用いただけます。
お気軽にご相談ください。

●問い合わせ・資料請求先は、ScentAir Japan
（TEL.03-6812-0530）www.scentair.com

mailto:cf1@subten.co.jp
mailto:mail.visbody.japan@gmail.com
mailto:info@training-share.com
http://www.scentair.com
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