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今、大注目のNMNサプリメント
導入時の障壁をなくし、スポーツクラブ・ジムの付帯収入アップへ
スリーエム株式会社　代表取締役　田村尚久氏
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News & Trends

アンチエイジング分野で今話題の
NMN（ニコチンアミドモノヌクレオ
チド）。NMNサプリメントの『INNER 
BEAUTY』を開発・販売しているスリー
エム株式会社（以下、スリーエム）は、
今秋、大手スポーツジムクラブ、メー
カー数社及び美容施設などと連携して
当該商品の販売を開始した。NMNが
注目される理由や、スポーツクラブが
サプリメントを販売するメリットにつ
いて紹介する。

注目の「NMN」とは

アンチエイジング分野で近年話題と
なっている「NMN」。抗老化研究の第
一人者である、米ワシントン大学の今
井真一郎教授によると「NMNは、臓
器や組織の機能を保ち、老化を遅らせ
る効果が期待できる」という。
元来、体内に存在している NAD（す

べての生物の細胞内でエネルギー産生
にかかわる重要な物質）が加齢ととも
にさまざまな臓器で減少することが、
糖尿病などの疾病の原因となっている
ことがわかっており、このNADを活
性化できるNMNに注目が集まってい
る。NADの活性化は、疾病予防のほか、
健康長寿、加齢予防にも関連があると
されており、いわゆる長寿遺伝子とさ
れる「サーチュイン遺伝子」の活性化
にも、NMNが寄与していることもわ
かっている。

あらゆる方面から配慮された
安心・安全性
サプリメントは安全性などの懸念か

ら、知識のない一般人に広がりにくい
部分も多い。だが、スリーエムが開
発・販売する『INNER BEAUTY』は、
米国食品医薬品局（FDA）の安全基準
を満たしたNMNを使用している点や、

GMP（国内製造の安全性を保証する
権威ある認定）工場で国内生産してい
る点が、医師からも高く評価されている。
また、純度に関しても業界トップレ

ベルの「99.9％以上」を実現。NMN
以外の不純物をいかに取り除くかを追
求してできた商品であることが伺える。

スポーツクラブが
NMNサプリメントを導入するメリット
では、健康を提供するスポーツクラ

ブなどがNMNサプリメントを導入す
るメリットは何だろうか。１つは、運
動や食事だけでは補えないNMN要素
をサプリメントで摂取してもらうこと
で、健康のトータルサポートができる
こと。もう１つは、クラブの付帯収入
を増やせることである。
コロナ禍で多くのクラブにおいて新

規入会者数が減少傾向にあるため、今
後は客単価を上げる方法として、クラ
ブごとに付加価値を考えていく必要が
ある。その一つの手段として、NMN
サプリメントの導入がある。

在庫リスクがなく
付帯収入のアップにも
付帯収入アップ策の一つとして新た

に物販の開始を検討する企業が直面す
る障壁が「在庫リスク」である。特に、
NMNサプリメントは単価が２～４万
円と高いため、クラブ側が在庫として
抱えるリスクが大きい。
そこで、スリーエムでは、クラブが

在庫や決済リスクを抱えることなく販
売できる方法を考案した。まず、ス
リーエム側でクラブ専用のHPを作成
し、購入ページのQRコードを発行する。
スタッフには当該HPを見ながら購入
を希望される会員さまに説明、購入手
続きまで行ってもらう。手続きが終わ
ると自動的にスリーエム側にお客さま
情報が送信され、クラブ側は決済管理

や商品発送などの手間をかけることな
く、販売できるのが特徴である。
もちろん、当該HPから購入された

商品売り上げの一部がクラブ側に還元
されるため、クラブの付帯収入アップ
の一つの選択肢として期待できる。

大手スポーツクラブの導入で
益々注目度がアップ
上記のように、従来クラブ側が抱え

ていた負担を減らせたことで、今秋、
大手スポーツジムクラブ、メーカー数
社及び美容施設などと連携して当該商
品の販売が開始された。。スリーエム
代表取締役の田村尚久氏は、「NMNサ
プリメントは、40 ～ 60代の男女と
もに飲まれている商品です。特に、経
営者や富裕層の間での認知が高まって
いるため、そういった方々の利用が多
いラグジュアリー向けのクラブと相性
が良いと思います」と話す。
こういったサプリメントをうまく取

り入れながら付帯収入を伸ばしつつ、
健康長寿と向き合うお客さまをトータ
ルサポートできるクラブが増えること
を願う。
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医療施設向け最新ウイルス対策をスポーツ領域へ拡大
人体に悪影響を及ぼさない紫外線による除菌装置の開発ストーリー
ウシオ電機株式会社　XEFL BU BU長　平尾哲治氏 
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News & Trends

ウシオ電機株式会社（以下、ウシオ電
機）は1964年に設立された。光をあ
かりだけでなくエネルギーとして利用、
応用し、新しい光市場を創出していく
ことをコンセプトに、様々な製品を開
発。’70年に東証２部に上場、さらに’
80年には東証１部へ市場変更し、現在
に至る。同社が’15年より開発を開始
したCare222®は、人体に悪影響のな
い紫外線による除菌技術。昨今高まる
ウイルス対策のニーズをきっかけに本
技術を搭載した製品化を加速。医療現
場を飛び出し、スポーツ領域にまで広
がりを見せる同技術の開発ストーリー
について、平尾氏に詳しく訊いた。

紫外線の確かな技術を信じ、
開発と実験の日々を送る
紫外線には除菌作用がある。洗濯物

を太陽光の下に干すのは、乾かす目
的のほかに除菌が挙げられるだろう。
20世紀初頭から海外の医療現場では、
この紫外線を手術室などで活用してき
た。しかし、一点課題があった。それ
は紫外線による健康リスクである。人
体にとって過度に紫外線を浴びること
は悪影響を及ぼすとされているためだ。
しかし、転機が訪れる。コロンビ

ア大学のブレナー教授の研究チーム
が2013年に衝撃的な論文を発表する。
それは、“人体への悪影響を及ぼさず
に殺菌ができる紫外線技術”があると

いう内容だ。ウシオ電機はこの論文を
発見し、すぐさまコロンビア大学へ連
絡。丁寧に交渉を進め、ついに同社は’
15年にブレナー教授が開発した技術
を独占的に利用できる権利を取得した。
同社が掲げる「未来は光でおもしろくな
る」というバリューにまさに当てはまる。
だが、そこからは長い道のりが待っ

ていた。「一番苦労したのは、いかに
安全かを証明することでした。加えて、
人がいる環境下で紫外線の照射の有無
によってどれだけ除菌されているのか、
というデータを取ることにも時間が掛
かりました」と平尾氏は振り返る。な
かなか花が開かない時期が続くも、ウ
シオ電機はこの確かな技術を信じ、研
究と開発を継続した。世界中の大学や
大学病院と折衝。そして、いよいよ確
固たるデータを取得し、製品化を実現
することに成功したのだ。

ウイルス対策の
ニーズ急拡大を経験
現在も多くの国と地域でウイルスと

の戦いが続いている。そのなかで、同
社のCare222®搭載紫外線照射装置は
医療現場を中心に需要が爆発的に高
まった。そこで、ウシオ電機は本格的
に生産ラインを整えることになる。よ
うやく信じ続けた技術が花開いた瞬間
でもあっただろう。

Care222®搭載紫外線照射装置の一
番の強みは、紫外線が照射される箇所

の空気中および表面の双方の除菌を担
える点であり、この技術は世界で唯一
無二である。例えばノロウイルスのよ
うに、アルコールに対して耐性をもつ
ウイルスもあるなかで、紫外線はそれ
らのウイルスに対しても有効性が確認
されている。光が当たる場所に死角な
しというわけだ。

スポーツ・フィットネスの現場に
紫外線除菌を
この需要は医療現場に止まらず、東

京タワーのような人が多く訪れる公共
施設をはじめ、飲食店やスポーツ施設
にまで利用の幅を広げている。また、
SASUKEでお馴染みの緑山スタジオで
も利用されているほか、フィットネス
ビジネス115号においても、横浜スタ
ジアムのロッカールームでの事例を紹
介したことは記憶に新しいだろう。
スポーツ施設やフィットネスクラブ

の場合、どうしても密になりやすくマ
スクもしない場所として挙げられるの
がロッカールーム。この死角となりや
すい部分にも光を当てることで、会員
さまはより安心して施設を利用できる
のではなかろうか。
また、お手洗いなどの水回りについ

ても、従来の感染症対策として利用さ
れるアルコールシート、空気清浄機、
および抗菌コート以外の選択肢として
加えることができる。そのほか、温
浴施設やスイミングプールの更衣室 、
マシンの周りやヨガスタジオでも活用
可能だ。
「弊社として初めてSPORTECに今年
は出展します。施設のレイアウトや人
流に合わせて、安心安全な環境づくり
をご提案いたします。フィットネスク
ラブの皆さまと会場でお会いできるこ
とを心より楽しみにしております」と
平尾氏は強く締めくくった。Care222® 照射実験の一例 製品設置例
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国内初、完全個室型ジム『Majesty』を来年１月オープン予定
NEXUS 株式会社　取締役代表執行役員　星野敏氏にインタビュー
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News & Trends

ジム・スタジオ型のフィットネスク
ラブ「スポレッシュ」を高崎（群馬）、
太田（同）、に展開し、来年１月には
国内初となる完全個室型のフィットネ
スクラブ「Majesty（マジェスティ）」
を東京・御成門にオープンする予定の
NEXUS株式会社。アミューズメント事
業を主軸とし「遊び」と「癒し」をテー
マにしたさまざまな事業を運営してい
る同社のフィットネス事業の現状や今
後の展開、経営に対する考え方などに
ついて、同社取締役代表執行役員星野 
敏氏にインタビューした。

（訊き手　本誌編集長　古屋武範、以
下敬称略）

―貴社は、アミューズメント事業
を中心に、飲食事業、フィットネス事
業、温浴事業、インターネットカフェ・
カラオケ事業、コンビニエンスストア
事業、コインランドリー事業、託児施
設運営、フェンシングクラブ運営と、
たいへん手広くサービス事業に取り組
まれていますが、もともとは、「群馬
県の物流業者・片品運送のアミューズ
メント部門として、1995 年 7 月に群
馬県沼田市にて１号店を開店。2004
年にカタウン（片品運送より社名変更）
より分社する形で NEXUS 株式会社を
設立」（Wikipedia）されたそうですね。
また、先の東京オリンピック・パラリ
ンピック 2020 で活躍されたフェンシ
ングの見延和靖選手の所属先としても
有名ですね。どういう経緯で分社独立
し、今日の姿にまで成長されてきたの
でしょう。
星野：学生時代から実はずっとフェン
シング競技を続けてきました。全日本
選手権で優勝し、オリンピック出場を
目指しましたが、もう一歩で夢がかな
いませんでした。卒業後、実家の片品
運送（当時、現カタウン）に入社した

のですが、最初はトラックの運転手を
したり、経営の勉強をしたり、新規事
業を色々と模索するなかで、パチンコ
遊技業に出会い、これを事業化しよう
と決めました。私自身はパチンコを
した経験はまったくなかったのです
が（笑）。たまたま新規事業関連のセ
ミナーに参加したら、隣に座った方が
パチンコ遊技業の関係者で、その盛況
ぶりについて教えてくれました。当時
はパチンコ全盛期で、そこに魅力を感
じました。ただ‘95年に１号店を開店
したときが、業界全体のピークで、そ
こから市場は右肩下がりとなっていき
ました。この年に、パチンコ遊技場は、
18,000店舗を超え、百貨店などの大
手流通企業や日本を代表する交通運輸
のインフラ企業はじめ、上場企業がこ
ぞって参入したのも、この時期です。
―なるほど、フェンシングなど
のスポーツの支援をされている理由が
わかりました。ただ参入すると同時に、
パチンコブームが去り、市場がダウン
トレンドとなっていき、焦りを感じた
のではないでしょうか。
星野　当時はゲームセンターなどの事
業にも一時参入を試みましたが、結果
的に今でもパチンコ遊技場が、経営的
には安定しています。
―（パチンコ遊技場業界は）勝
ち組、負け組と二極化しているので
しょうか？　そのなかで貴社は勝ち組
なのですね？　その要因はどこにある
のでしょう？
星野：駅前の大型店ということが、共
通しているのではないでしょうか。郊
外の小さな店舗は、厳しい（経営状況
だ）と思います。当社のパチンコ遊技
場の経営は、おかげさまで安定的に推
移してきているのですが、やはり経営
の柱となる事業が何本かあるほうがい
いと思い、まず飲食店事業を、そして

フィットネス事業を立ち上げたのです。
―高崎（群馬）、太田（同）に出
店しているジム・スタジオ型のフィッ
トネスクラブ「スポレッシュ」は、堅
調に経営を続けているようですが、来
年 1 月オープンを予定している新業
態の「マジェスティ」（東京・御成門）
は、どのようなクラブになるのでしょ
うか？
星野：実は、その建物は、３年前にホ
テルとして開業したのですが、コロナ
禍で低稼働率を余儀なくされ、何か別
の事業に転換できないか？と考えまし
た。そこで思い浮かんだのが、感染リ
スクが低い完全個室型のフィットネス
クラブでした。テクノジムの最上級マ
シン「バイオサーキット」などを配置
したトレーニング専用ルーム43室を
設け、さらにこれに今人気のサウナを
組み合わせたら、喜んでいただけるの
ではないかと考えました。そこで、日
本最大となる21室のロウリュウサウ
ナを設置。加えて、スチームサウナや
セルフエステ、完全女性のみのフロア
や食材一つひとつから健康と安全にこ
だわり抜いたFood&Drinkコーナーを
設置しています。お客さまは、スマホ
から使いたい部屋を予約しさえすれば、
24時間いつでもお好きな時間に利用
できるようにしました。既存の「ス
ポレッシュ」は客単価が8,000円前後
/月なのですが、「マジェスティ」は、
客単価が30,000円になるように設定

NEXUS 株式会社　取締役 代表執行役員　
星野  敏氏
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しました。したがって、施設も器具も
食材もすべてハイグレードにこだわり
ました（写真参照）。
―フィットネスサービスを事業
化していて社会的価値を感じられるこ
とはありますか？
星野：トレーニングすることによって、
仕事に対しても趣味に対しても取り組
むモチベーションが上がります。身体
も健康になり、さらにスタイルがよく
なると、ファッションも楽しめるよう
になります。何に対してもプラス思考
になっていきますので、社会的にも
様々な面でとてもいい効果があると思
います。日本は、フィットネスクラブ
への参加人口が、まだ世界の先進国と
比べると低いので、伸びしろがあると
思います。その分、社会に貢献できる
と思っています。
―NEXUS は、現在、売上高 2,475
億円（2021 年６月実績）、従業員数
1,347 名（2021 年４月現在）であり、
毎年のように成長してきていますが、
組織づくりについて、何か工夫されて
いることはありますか？　社員一人ひ
とりが常に新しいものを吸収し成長し
ていくために、どんなことに気を付け
ているのでしょう？
星野：従業員が、店長、支配人を目指
してもらえるような仕組みづくりが必
要です。それには、店長、支配人が、スー
パー店長、スーパー支配人でなければ
いけません。スタッフ皆から憧れられ
る存在となり、皆が彼ら彼女のように
なることを目指すようにすることが大
事です。仕事ができるだけではダメで、
人間的にも成熟していないといけない

―最後に、挑戦的な課題や構想、
ビジョンなどについてお話しいただけ
ますでしょうか？
星野：来年１月にオープンを予定して
いる「マジェスティ」を成功させ、ビ
ジネスモデルを確立し、できれば全国
の主要都市に１店舗ずつ展開していけ
たらと考えています。ですが、コアユー
ザーが対象になりますので、店舗数は
それほど多くつくることはできないで
しょう。１号店はホテルのコンバー
ジョン（事業転換）ですが、今後はホ
テル以外の建物でも対応できるように
していきたいと思っています。
―ユーザーからは、厳しいフィー
ドバックがあるかもしれませんが、だ
からこそサービス品質が磨かれ、優れ
た組織知が蓄積されていくのかもしれ
ません。
星野：成功すると後から追いかけてく
る企業もでてくるでしょうが、そうし
た企業に負けないように、仕組みをき
ちんと構築し、それを機能させられる
ようにしたいと思っています。
―各地に、「マジェスティ」がで
きていくと、トレーニングすることに
よって、身体も心も健康になり、何を
するにもモチベーションが高まり、プ
ラス思考になっていける人が増え、そ
の街が、そしてその先で日本が、元気
になっていきますね？
星野：そうですね。これまでのフィッ
トネスクラブに無い新しい価値を提供
できる施設に育てることを実現したい
と思っています。
―NEXUS は、「（社員の）幸福度
No.1 企業」を目指していますが、「マ
ジェスティ」に勤務するスタッフの
方々も、活き活きと働けるようになる
といいですね。サクセスフルなクラブ
になることを期待しています。本日は、
どうもありがとうございます。

でしょう。そのための研修制度など育
成システムをしっかり整えています。
加えて、待遇も納得できる水準にして
います。さらに言えば、店舗展開を継
続していけるようにすることです。出
店していないと、ポストもつくれませ
ん。実力が多少足りなくても、店長の
ポストに就くことで、役職が実力を高
めてくれることもあります。　
―これまで、何か苦労された経
験はありますでしょうか？　もしある
としたら、それをどう克服してきたの
でしょう？
星野：苦労と言えば、無数にあるので
すが、お金さえまわるようにしていけ
ば、いい循環ができるようになります。
やはりキーポイントは、いい人材を集
めることでしょうか。
―イノベーションにつながるよ
うなアイデアは、どのように発想する
のですか？
星野：ずっと考え続けていますよ。で
も、たいてい朝方、夢うつつの状態の
ときに、アイデアが湧いてくることが
多いですね。おそらくそういう状態の
ときだからこそ、常識が取り除かれる
から、「これは」というアイデアが自
然に湧き出てくるのだと思います。脳
が既成概念から解き放たれ、自由にな
るのではないでしょうか。
―イノベーションというのは、い
わば、非常識の常識化ですからね。常
識から発想しようとすると、誰もが思
い浮かべるものにしかたどりつかない
でしょうから。
星野：たまに会議で発言すると、ポカー
ンとされることもありますよ（笑）。

◆写真
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サービスイノベーション
Feature
特            集

経営の世界では、「ピンチはチャンス」は原則。コロナ禍という未曽有の危機に襲われた今こそ、ポストコロ
ナを見据えて、変化対応、変化創造することが重要だ。それができない企業、個人は、生き残れない。では、
どうすれば、このイノベーションが起こしにくくなった時代、環境で、イノベーションを起こせるのか？　そ
のヒントは、「サービスイノベーション」を考えることにある。これまでと同じような取り組みをしていては
いけない。本質を押さえ、持続的に成長していけるビジネスモデルを構築、または再構築し、独自のケイパビ
リティを発揮して、変革を実現しなければならない。今号では、サービス産業全般を見渡し、ポストコロナに
も成長できる業態開発の創出方法やサービスイノベーションの実現方法について示唆を得たいと考え、フィッ
トネス業界の事業者を超えて、そうした知見を有する研究者やコンサルタントらに話を訊き、キーポイントを
まとめてみることにした。



Fitness Business 117 ◎ November-December 202128

サービスイノベーションFeature
特            集

フィットネス事業者は、これからポストコロナを見据えて、既存店の再生を図る必要があろう。さらに、既存業態の改善、改
革にあたりながら、新たな対象顧客に、これまでなかったような新しい価値を提供できる画期的な業態・サービスを開発し、
展開していくことも必要になるかもしれない。これらすべてにサービスイノベーションの視点が、必要になるだろう。

Ⅰ Issue  課題

る。やはり対象顧客＝顧客課題＝ソ
リューションにフィットを作り出す
ビジネスモデルを構築し、新規入会
者が運動習慣をつけられるシステム
を備え相応のオペレーションがきち
んとできるようにしたうえで、より
パフォーマンスの良い集客施策が
取っているところは、業績の回復も
早く、見通しにも自信が現れる。

コロナが、逆転現象を加速させた
のかもしれない。都市・大規模・施
設を特徴とし、かつて勢いがあった
従来型の総合業態の業績が停滞する
なか、地方・小規模・サービスを特
徴とする業態は、比較的ダメージが
少なく、安定的な経営が実現できて
いる傾向が伺える。こうしたなかに
は、コロナ下においても高い継続率
を保ち、在籍会員数を増やした店舗
さえある。株式会社フィットネス
ビズが経営する「健康習慣クラブ
ALIVE」だ。

こうした店舗から、ポストコロナ
におけるクラブ経営のエッセンスを
学ぼうと考え、本誌通巻第115号で
は、「スモールビジネス」を、また
同116号では「コロナからの回復」
と題して特集をまとめ、両特集のな
かで、一般社団法人スモールジム協
会代表理事遠藤一佳氏や株式会社
カーブスジャパン代表取締役会長
CEO増本岳氏らに取材し、本質を押
さえ、持続的に成長していけるビジ
ネスモデルを築き、独自のケイパビ
リティを発揮して、変革を実現して
いく方法を詳しく解説した。

今号では、そのスコープをぐんと
広げ、サービス産業全般を見渡し、

フィットネス業界は、コロナ禍の
影響もあり、全体ではまだ2019年
比で売上高およそ▲30％といった
状態が続いている。特に、成人を主
な対象顧客にし、都市部に立地する
大型総合業態が、より大きなダメー
ジを受けている。直近の在籍会員数
の推移を見ていると、今後もしばら
くはピークまで戻ることは難しそう
だ。その一方で、地方に立地してい
てコンセプトが明確で、比較的規模
が小さく、スクール業態にも似てプ
ログラム・サービスが確立している
業態が好調だ。その象徴が、「カー
ブス」。カーブスホールディングス
が10月８日、’22年８月期の連結純
利益が前期比42%増の15億円にな
る見通しだと発表した。新型コロナ
ウイルスの感染状況が落ち着き、同
期末の会員数は79万8千人（’21年
８月期末は69万３千人）と新規入
会が復調すると見込む。売上高は８
%増の265億円、営業利益は54%増
の25億円を見込んでいる。コロナ
禍の影響が大きいフランチャイズ店
の閉店・統合を50店予定している
が、25店を新規出店するほか、会
員増が効いてくると、同社はみてい
る。同日発表した’21年８月期の連
結決算は、売上高が前の期比２%減
の246億円、純利益が48%増の11
億円だった。会員数が増えたほか、
プロテインなどの新規定期購入者の
増加などで物販がコロナ禍前の水準
に回復したことが寄与した。同社は、
コロナ前の会員数がおよそ86万人
だったので、95％に届く水準まで
会員数が回復することを見込んでい

ポストコロナにつながる業態開発の
創出方法やサービスイノベーション
の実現方法について示唆を得たいと
考え、フィットネス業界の事業者を
超えて、そうした知見を有する研究
者やコンサルタントらに話を訊いた。

サービスイノベーションとは、文
字通り「サービス革新」そのもので
あり、対象顧客一人ひとりがそれぞ
れに、これまで以上に豊かな、ある
いはこれまで感じたことがないよう
な体験価値を得られるように、サー
ビス提供側がデザイン思考的なアプ
ローチで構築したサービスデリバ
リーシステムに則り、顧客と価値共
創しながら、顧客が目的に近づいて
いけるように、そのシステムを整え
サービスを提供していくことで、顧
客・従業員（＆サプライヤー）・社
会の三方よしを実現することを指す
ものと考える。もしそうであるとし
たら、真に価値あるサービスが求め
られるこれからの時代に、事業の持
続的な成功にこだわるフィットネス
事業者が、大切にすべき概念ではな
いか。

ただし、そのイノベーション度合
いには、いくつかのレベルがあろう。

例えば、高レベルのサービスイノ
ベーションは、今まで存在していな
かったようなイノベーションで、既
成の産業構造を変えてしまうような
サービスである。オンラインのバイ
クレッスンを自宅まで配信するサー
ビスの「PELOTON」や、ルルレモ
ンが’20年６月末に５億ドルで買収
した、オンラインホームエクササイ
ズ配信サービス「ミラー」、さらに
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サービスイノベーション

特             集
Feature

フィットネス事業者が、ポストコロナを見据えて、既存業態の改善、改革にあたりながら、新たな対象顧客に、これまでなかったよう
な新しい価値を提供できる画期的な業態・サービスを開発し展開していくには、サービスイノベーションの視点が必要になるだろう。
そこで、サービスイノベーションに関する知見を豊富に有する研究者やコンサルタントらに話を訊いて、ヒントを得たいと考えた。

Ⅱ Review  論考

Review 1
ケイパビリティを活かし、
複数のリソースを結合させていくAtoA 型モデルの実現を
一橋大学大学院　経営管理研究科　准教授　藤川佳則氏

ローチは？　そのプロセスでとりわ
けキーとなることは？

（３）サービスイノベーションの実
現が「できない」「難しい」という
場合、その主要な原因は？　それを
取り除く方法は？

（４）サービスイノベーションをサ
クセスフルに行うために、人材・組
織に求められるマインドセットやカ
ルチャーは？

（５）ポストコロナにおいて、世界
のなかで、日本のフィットネス事業
者が果たすべき役割や使命は？　将
来の展望は？

本特集では、サービスイノベー
ションのエッセンスを多くのフィッ
トネス事業者に分かりやすく提供し、
新しい業態・サービスの開発や事業
の再構築に役立ててもらい、文字通
り「革新」を実現してもらいたいと
考えた。フィットネス事業者には、
コロナ禍を克服し、ポストコロナ時
代に向けて、安定的な事業基盤をつ
くっていただきたい。そして、それ
に取り組むのは、今でしかなく、時
間も限定的だ。ぜひ本特集を、変革
や成長へのヒントにしていただきたい。

より少ない会員数でも顧客価値の高
いサービスを提供し１人当たりの単
価を高めていくことが求められるだ
ろう。思い切って保有している施設
アイテム・プログラムを再構築して、
コンバージョン（業態転換）を図る
必要があるのかもしれない。あるい
は、既存業態の改善、改革にあたり
ながら、新たな対象顧客に、これま
でなかったような新しい価値を提供
できる画期的な業態・サービスを開
発し、展開していくことも必要にな
るかもしれない。これらすべてに
サービスイノベーションの視点が必
要になるだろうが、既存の業態・サー
ビスにどっぷりと浸かって経営・運
営にあたってきた関係者は、そうし
た視点を持ちにくいのかもしれない。

そこで、サービスイノベーション
に関する知見を豊富に有する研究者
やコンサルタントらに、主に以下の
５点について話を訊いた。

（１）ポストコロナにおけるサービ
スイノベーションの重要性やそれが
求められる背景は？

（２）サービスイノベーションを実
現するための視点、思考方法・アプ

は本号の「信条―Principle」のコー
ナーで紹介している、健康増進をサ
ポートしリスクを減らす新しい保険
の住友生命「Vitality」などが挙げ
られよう。

また、中レベルのサービスイノ
ベーションとしては、空いているレ
ンタルジムを探すことができるマッ
チングサービスアプリ「ジムカリ」、
健康管理トラッカーとして、高／低
心拍数の通知、ストレスマネジメン
トに役立つ皮膚電気活動スキャンア
プリなどの機能を備えたウェアラブ
ルウォッチ「Fitbit」、自宅でゲーム
感覚でエクササイズできる任天堂

「リングフィット アドベンチャー」
などが挙げられよう。

また、こうしたサービスイノベー
ション以外にも、先に挙げた「カー
ブス」や「健康習慣クラブALIVE」、
さらには「RIZAP」、「Dr.ストレッチ」
など、リアルの業態・サービスでも
サービスイノベーションと呼べるレ
ベルのサービスもある。

フィットネス事業者は、これから
ポストコロナを見据えて、既存店に
おいてはより顧客価値を高め、以前

Actor to Actor 型モデルへ

一橋大学大学院経営管理研究科
で教鞭を執るかたわら、経済産業
省「IoT推進ラボ　先進IoTプロジェ

クト選考会議」委員、日米教育委員
会「フルブライト・ジャパン」委
員、アドビシステムズ株式会社アド
バイザー、ARM トレジャーデータ
株式会社アドバイザー、 ClipLine株

式会社アドバイザー、The Delphi 
Networkアドバイザー、株式会社
zero to oneアドバイザーなどを兼
任する一橋大学大学院経営管理研究
科藤川佳則准教授。同准教授は、マー
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店舗ビジネスであるフィットネス領域においても、業務効率化や顧客体験
（UX）の向上にデジタルの活用は欠かせない。取材を通して、コネクティッ

ドジムやバーチャルプログラムといった取り組みが浮き彫りになった。それ
らについて順を追って紹介していく。

デジタル×フィットネス

zen place
株式会社 ZEN PLACE　CPO　家田昇悟氏

UXを競争優位戦略とするテクノロジー活用術

株 式 会 社ZEN PLACE（ 以 下、ZEN 
PLACE）は『zen place』というと統
一ブランドでヨガ・ホットヨガ・ピラ
ティススタジオなどを全国に合計で約
90店展開している。株式会社メルカリ
でプロダクトマネージャーを経験した
のち、2020年１月より同社に籍を置
く家田氏はデジタル活用推進を担当し
ている。２年弱の業務を通じて店舗型
ビジネスにおけるデジタル化の方針策
定やステップアップのノウハウを蓄積
してきた同氏に話を訊いた。そこから、
フィットネス業界は様々な産業とテク
ノロジーを通じて連携していく未来が
見えてくる。

立地、施設、料金の優位性に加え、 
顧客体験の向上が大前提

フィットネスクラブは店舗ビジネス
の代表格と言えるが、従来のように立
地、施設、および料金だけの差別化に
は限界があるように見受けられる。こ
れからのフィットネスクラブは少人数
の会員数であってもフィットネスクラ
ブに所属する顧客体験を高め、価格設
定も満足度に応じて高めていくことが、
経営を安定して継続するのに必要な利
益率の確保にもつながるのではないだ
ろうか。もしこの視点が欠けているの
であれば、際限なき価格競争に突入す
る可能性が極めて高い。

そのなかで、デジタルの活用によ
る顧客体験の向上にフォーカスして、
ZEN PLACEでデジタル推進の指揮を
執る家田氏に知見を借りて、本特集を
始めていきたい。あえて「フィットネ

スクラブに所属する」と記載したのは、
必ずしも店舗に足を運んでフィットネ
スサービスを享受することだけが会員
さまの顧客体験ではないからだ。その
ようなオンラインでのサービス提供に
はデジタルテクノロジーの導入が欠か
せないが、IT人材が決して多いとは言
えないフィットネス事業者が、どのよ
うに進めていくのが現実的なのだろう
か？

デジタル化推進における 
最初になされるべき議論とは
「ZEN PLACE入 社 後 に ま ず 議 論 に
なったのは、どこまでを自社でサービ
ス開発し、それ以外を既存サービスで
補うのかということです」と家田氏は
話す。既存サービスでまず思い浮かぶ
のは、会員管理や決済機能を有して
いるSaaS（Software as a Service）な
のではないだろうか。そのようなサー
ビスは月々いくらか定額で支払うこと
によってサービスを享受でき、導入の
ハードルが低いことが特徴である。一
方で、完全に自社独自のカスタマイズ
を施すことは難しい一面もある。

カスタマイズしたいサービスは開発
する必要があるが、ＩＴ部門の専門人
材を要するうえにコストも掛かる。図
１でもわかるように、両者は一長一短
であるが、肝要なのは使い分けである。
「メルカリにいたときはwebサービス
やアプリそのものが自社プロダクトで
したが、ヨガ・ピラティススタジオを
運営するZEN PLACEにおいては対面
でのサービスがメインなので、そこの
違いによるシステム部門の組織的な違

いに驚きました」と家田氏は話す。実
際、陥りがちな罠もあるようだ。

競争優位性を確立したい部分は 
システム開発を目指す
「先述した、非IT企業にシステム開発
部があると、SaaSでできることも受
託会社のように何でも開発しようとし
てしまう傾向にあることがわかりまし
た」と家田氏は説明する。フィットネ
ス事業者が最も重視するべきKPI（重
要業績評価指標）は新規入会数と継続
率であろう。結論を言うと、自社商品
とデジタルを組み合わせることで顧客
体験を向上することができるかつKPI
向上に寄与できるものに関してはシス
テム開発することを家田氏は推奨して
いる。しかしながら、開発人材のチー
ムがすでにある事業者ばかりではない
だろう。むしろ、そうした事業者は少
ないのではないだろうか？

家田氏は３つの段階に分けて、
フィットネス事業者の『デジタル化へ
のロードマップ』をP87図２で示して
くれた。これらの手順について順番に
見ていく。

 デジタル化への第一歩は 
SaaS を導入して使いこなす

まだ開発チームが編成されていない

※ SaaS を API で使いこなすことで、開発であっても
〇に転換可能。

 導入の カスタ 
 手軽さ マイズ性

 既存サービス（SaaS） ◎ △

 開発   ×※ ◎

◆図１　既存サービスと開発の比較
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状態で、SaaSを導入することから始
める。顧客体験に関わる部分であって
も、まずはスピードを重視する。他の
フィットネスクラブがすでにデジタル
化を実施して利便性が向上している分
野において、自社が引き続きアナログ
的手法で利便性を損なっていると勝ち
目はなくなる。

それに加えてバックオフィス業務の
効率化に寄与する部分もSaaSの導入
で解決し、そのまま継続的に利用して
いく。以上がフェーズ１に当たる部分
である。

開発を実現できる 
組織と体制を整える

続いて、開発のフェーズ２に移
る。すでに開発チームがあるフィット
ネス事業者はここからスタートする。
フェーズ１から移行する場合は、専門
人材の確保および組織づくりを開始す
る。参考までに図３にてZEN PLACE
の組織図を掲載する。プロジェクト全
体を取り仕切るPM（プロジェクト／
プロダクトマネージャー）およびサー
バーやネットワークの保守を担当する
情報システム担当者を１名ずつ、それ
からエンジニア数名からZEN PLACE
もスタートし、現在の体制に組織を強
化している。中途採用や外部人材を積
極的に活用し、人材を揃える。
「開発=エンジニアによるコーディン
グではありません。Salesforceなど
のPaaS（Platform as a service）や
airtableといったノーコードツールを
組み合わせてサービスをつくることも
含みます。ここ数年は、コードを覚え

ずにシステム開発できるツールが劇的
に増加しています。必ずしも自社人材
である必要はなく、外部人材を積極的
に活用することが必要です」と家田氏
は補足する。

ZEN PLACE における 
顧客体験の向上への取り組み

具体的に顧客体験の向上とはどの
ようなものがあるのだろうか？　ZEN 
PLACEのケースを家田氏はこう話し
てくれた。
「ヨガやピラティスを行う層について
は身体についての関心が強く、学んで
いきたいというニーズが高いのです。
例えば、解剖学、呼吸などが挙げられ
ます」。このような会員さまに対して、
自社で予約・決済・会員管理の機能に
加え、自社の動画コンテンツが追加で
きる機能を開発している。

いわゆるオンラインとオフラインの
融合の実現を目指している。自宅でど
のようなコンテンツを会員さまが視聴
しているのかというデータを蓄積し、
それをインストラクターが把握したう
えでスタジオレッスン参加時のコミュ
ニケーションに役立てる。これこそが
顧客体験の向上であろう。自分が興味
のある分野を適切なタイミングで丁寧
に教えてくれるインストラクターを想
像すれば、その価値がわかるはずだ。
「zen placeの場合、１回のレッスン
で10 ～ 20人が参加します。その場
だけのコミュニケーションで参加者全
員の趣向を把握することは現実的では
ないので、こういう場所にこそテクノ
ロジーの活用が必要となるのです」と

家田氏は付け加える。ここでもすべて
をゼロから開発するのではなく、何を
自社のUX ／ UIとしたいか、どのデー
タを顧客idと紐付けて蓄積したいかに
よって使い分けるかが重要である。こ
のように、どのようにサービスを実現
するかのシステム構成を自社で適切に
判断できる能力を組織として蓄積でき
るかが、フェーズ２の本当のゴールと
なる。

家田氏が見据える 
デジタル活用後の未来

最後に、民間フィットネス事業者が
図２のフェーズ２に移行したのちに訪
れると予測されるフェーズ３について、
家田氏に訊いた。
「フィットネスに止まらず、そのほか
の周辺領域とAPIを通して連携してい
くことができると考えています。例え
ば、会社の定期的な健康診断のデータ
がそのままフィットネスクラブの会員
情報として入会時に連携できるように
なるかもしれません。また、Google 
Mapからジムの体験予約の申し込み
ができるようになるかもしれません。
これらはあくまで未来予想図ですが、
ひとつ確実なことは、フィットネス事
業者がフェーズ２（組織としてソフト
ウェア的思考をもつこと）に移行して
いないと、世の中がフェーズ３になっ
ても、業界全体として取り残されると
いうことです」。以上が、フィットネ
ス事業者が辿るべきデジタル導入への
ロードマップである。改めてデジタル
化を推進する判断材料として、本稿を
ご活用願いたい。

※ DX：Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）
以外に、Developer Experience（開発者の体験）という意味も含みます。

フェーズ

フェーズ１ SaaS

PaaS、
ノーコード
UX、DX ※

API
マイクロサービス

非 IT 人材が SaaS を使
いこなせるか

必要な専門知識を最小限か
つ、スピードを重視してデ
ジタルテクノロジーを導入

自社の顧客属性に合わせて
カスタマイズしたサービス
の提供と競争優位性の確立

医療業界、金融業界などと
のシームレスな連携

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 組
織 の 構 築、 自 社 開 発
と SaaS の組み合わせ
の最適化

業界を超えたビジョン
の創出

フェーズ２

フェーズ３

キーワード 組織における論点 実現できること

◆図２　デジタル導入へのロードマップ

　　　　ポジション 人数

 プロジェクトマネージャー ２名

 情報システム担当 １名

 問い合わせ担当 ３名

 自社エンジニア ３名

 外部エンジニア ９名

◆図３　zen place 開発体制（参考）
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SONY Sweden ／ Precor Japan

ヨーロッパ発 IoTテクノロジー『Advagym』とは

Advagym チーフマーケティングオフィサー Jonas Olsson 氏

Precorが提供するIoTソリューション
であるAdvagymはソニーのスタート
アップの創出と事業運営を支援する
Sony Startup Acceleration Program 

（SSAP）から誕生した。さらに、それ
が誕生したのはヨーロッパ拠点である。
今回は、ソニー株式会社（以下、ソニー）
で同ソリューションのマーケティング
責任者を務めるJonas Olsson（ヨナス・
オルソン）氏にスウェーデンからオン
ラインで取材に応じてもらい、詳しく
訊いた。

—Jonasさ ん、 本 日 は ど う ぞ
よろしくお願いいたします。まず、
Ａdvagymの誕生秘話を教えていただ
けますか？

　もちろんです。Advagymの開発者
はソニー・エレクソンに当時勤めて
いたHenrik Bengtsson（ヘンリック・
ベンソン）さんです。彼自身も頻繁に
ジムに通っていたのですが、紙やペン
を使ってトレーニングを記録しなけ
ればならないことに課題を感じてい
たそうです。彼のエレクトロニクス
のバックグラウンドを活かし、IoTの
技術でトレーニングの自動記録やト
レーニングの指導がモバイル端末でで
きるのではないかと考えて始まった
コネクティッドジムのプロジェクト
がAdvagymなのです。これは社会課
題の解決にもつながると私たちは信じ
ています。家や職場で座りがちな生活
を運動の促進によって改善し、ジムで

のトレーニングを通じた社会的な関わ
りも提供できるテクノロジーなのです。
いわゆるSDGs（持続可能な開発目標）
の３つ目である、Good Health and 
Well-Being（すべての人に健康と福祉
を）の実現に貢献できるソリューショ
ンなのです。

—Advagymをフィットネスジム
にお勧めする特徴や理由は何でしょう
か？

　Advagymはハードウェアとソフト
ウェアの両面から、従来のフィットネ
スクラブ以上に会員さまとのつながり
を提供するB to B to Cのプロダクトで、
関わるすべての人にメリットをもたら
します。特徴として挙げられるのは、
会員さまとのコミュニケーションをア
プリ上で行うことができ、エンゲージ
メントの向上に貢献することです。そ
れは、トレーニングのログや施設利用
頻度等のデータを活用し、その人に最
適化されたメッセージやトレーニング
メニューを提供可能だからこそ実現で
きるのです。
　また、我々はアジャイル開発に取
り組んでおります。2019年に最初に
Advagymをローンチしましたが、そ
のあとコロナが発生しました。多くの
フィットネスクラブが閉鎖せざるを得
ない状況になりました。ヨーロッパは
日本と比較しても、その制限が厳しく、
閉鎖中にいかにトレーナーと会員さま
がつながり、新たな価値を提供できる

のかが継続率を下げないためのキーポ
イントとなりました。そこで、我々は
自宅でのトレーニングメニューを提案
できる機能を追加し、たいへんな好評
を得ています。さらに、ジムの営業再
開後は、会員さまは混雑時間帯を避け
られるように、また、ジム側は必要な
スタッフの人数が分かるように、1週
間の混雑状況の情報を知らせるように
しました。

—世界的に見て、どれくらいの
国や施設で利用されているのですか？

　一番大きなマーケットであるヨー
ロッパを中心に、北米、アジア、オセ
アニア含め、世界７大陸の27の国で
導入されています。ヨーロッパでは
200 ～ 300の施設に導入されていま
す。日本も成長しているマーケットと
して有望視していることに加え、テク
ノロジーに対してフレンドリーだと考
えています。今後のAdvagymの普及
に期待したいところです。

—どのような種類のフィットネ
スジムに利用されているのですか？

　24時間ジムや中規模のジムが中心
ですが、もちろん総合型のジムにも導
入されています。そのほか、フィット
ネスクラブ以外にホテルのジムフロア
や大学のトレーニング施設などでも利
用されています。特に、24時間ジム
のようにスタッフの数が限られている
業態ですとAdvagymが提供できる価
値は大きくなるように思います。通わ
れている会員さまはマシンの使い方や
そもそものトレーニングの仕方がわか
らない場合も多いです。24時間ジム
であれば無人営業時間もありますから、
そのときにアプリ内の動画コンテンツ
やテキストでの説明が参照できるだけ
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す。そうすることで、コロナ禍であっ
ても、会員さまは安心、安全に施設
を利用することができます。ヨー
ロッパのフィットネスクラブの年
間チャーンレート（解約率）は平均
で25％と言われています。Aneurin 
Leisureは元々９%という素晴らしい
数字を示していましたが、Advagym
の導入から4 ヶ月でこれを6.8%とい
うまさに驚異的な数字まで落とすこ
とができた、つまり、Advagym導入
により継続率を高めることに成功し
た事例なのです。

—コロナのパンデミックにより
困難な状況が続きましたが、どのよう
に乗り越えられたのでしょうか？

　2020年はコロナによる施設の閉鎖
を余儀なくされる時期が多く大変な
年ではありましたが、なんとか会員
さまとコミュニケーションを取れる
方法はないのかと考える多くのジム
に、先ほど述べたような新たなサー
ビスなどが受け入れられ、Advagym
を導入いただきました。また、ジム
のデジタルトランスフォーメーショ
ンが推進された機会でもありました。
私たちも、Advagymのテクノロジー
をより手軽に活用できるようにする
ことに注力しています。例えば、会
員さまはAdvagymのアプリをダウン
ロードすれば、アカウント設定を一
切しなくても、Advagymの基本サー
ビスの利用を開始できる仕様にする
ような改良もしました。老若男女だ
れもがワークアウトを楽しんでもら
えるようなサービスやプログラムを
検討していきたいです。

—最後に、フィットネスマー
ケットの拡大に合わせた今後の展望に
ついてお聞かせください。

でも、継続率が向上します。ケガを予
防しながら、正しいエクササイズを可
能にするため、Advagymが果たす役
割は非常に大きくなります。また、ス
タッフの数が多いフィットネスクラブ
については、テクノロジーによるオペ
レーションの簡易化を実現することで、
様々なコストを削減します。

—ヨーロッパでの成功事例をお
聞かせください。新規申込や継続率の
向上の数値データもあれば併せて伺い
たいです。

　いい質問ですね。すでにたくさんの
実績が出ていますが、代表的な事例
を３つ厳選してお話ししていきたい
と思います。まず１つ目の事例はス
コットランドにあるAberdeen Sports 
Villageというフィットネスクラブで
す。Advagymの導入直後から、マシ
ンの利用率、トレーニングログといっ
たデータをどのように事業に活かせる
かという意識が非常に高いクラブでし
た。データに基づいてアプリ上で会員
さま向けにメッセージの送信やコン
テンツの提供を継続した結果、2019
年８月と2021年８月のパーソナルト
レーニング契約数を比較すると、約
150％に増加したのです。
　２つ目はデンマークにあるApolloと
いう小規模のジムです。コロナの影響
でジムを閉鎖する必要があったときに、
Advagymの新機能『自宅でのトレー
ニング指導コンテンツ配信』が寄与し
ました。この機能を追加したからこそ、
ジムの営業が再開するまでの期間、会
員さまとつながりを保ち続けました。
　最後の３つ目はイングランドの
Aneurin Leisureというジムです。こ
のジムではチェックインのときにも
Advagymに付随している専用のセ
ンサーを利用します。そのチェック
インと同時に、会員さまは様々な情
報を参照することができるようにな
ります。例えば、トレーニングルー
ルだけではなく、そのフィットネス
クラブでのルール、禁止事項、現在
の混雑状況も把握することができま

　 我 々 に は、Precorと い う 素 晴 ら
しいパートナーができました。彼ら
と手を組むことによって、全世界の
フィットネスクラブにAdvagymを広
げていきたいと思っています。
このAdvagymの強みとして、スケー
ラビリティ（広がりやすさ）があり
ます。各フィットネスクラブがどの
ような年代のどの種類のマシンを利
用していても、Advagymのセンサー
を後から設置するだけで簡単に導入
することができるからです。つまり、
わざわざマシンそのものを入れ替え
る必要がなく、手間もコストも抑え
られるのです。
　さらに、多言語対応を引き続き継
続すること、様々なタイプのジムや
トレーニングに対応していくことも、
今後の普及には欠かせません。我々
も進化し続けることで、それを実現
させていきます。
　そして、エンドユーザー向けに数
多くのヒット商品をリリースしてき
たソニーのノウハウをフィットネス
やヘルスケア領域に振り向けること
で、この業界の将来は明るくなると
信じています。
　まだまだフィットネス業界では会
員さまのトレーニングや行動のデー
タを利用し始めて間もない段階です。
いわゆるアーリーフェイズにありま
す。これらのデータは非常に大きな
パワーをもっています。今後２～３
年後に、データを有効活用している
フィットネスクラブが、会員さまに
より大きな価値を提供できる時代に
なっていくと思います。我々もそれ
をお手伝いするパートナーとして尽
力していきます。

—Jonasさん、本日はスウェー
デンから貴重なお話をありがとうござ
います。

12 月 1 日～ 3 日、東京ビックサイトにおいて開催される「SPORTEC 
2021」にて、Precor（プリコー）は、2022 年発売の新マシンや新カラー
でイメージが一新した各種ラインナップ展示の他、自社ブース内にて各
種セミナーを毎日実施。Advagym は製品セミナーの実施と実際に使って
機能をお試し頂けます。 セミナー詳細と事前のお申込はこちらから→
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LES MILLS Virtual（レズミルズバーチャル）

バーチャルプログラム導入がもたらすフィットネスクラブの進化

Les Mills Japan 合同会社　カスタマーエクスペリエンスマネージャー　横溝導章氏

Les Mills Japan合同会社（以下、レズ
ミルズ）はLES MILLS Virtualを数年前
より提供を開始。レズミルズの提供す
るプログラムを会員さまに映像プログラ
ムとして提供できるサービスだ。その
活用方法が24時間ジムの普及や新型コ
ロナウイルス（以下、コロナ）の蔓延に
よって多様化している。今回は、同サー
ビスの日本での展開や有効な活用事
例をカスタマーエクスペリエンスマネー
ジャーである横溝氏に詳しく訊いた。

令和の LES MILLS Virtual は 
新たな次元へ

LES MILLS Virtualは 会 員 さ ま が
フィットネスクラブのスタジオで、プ
ロジェクターなどで映し出された映像
プログラムを見ながら効果的なフィッ
トネスを楽しむことができるコンテン
ツである。11種類のプログラムが用
意されていて、各プログラムは３ヶ月
に一度のペースで新しい映像が更新さ
れるようになっている。フィットネス
クラブに通われる会員さまは飽きるこ
となく、いつも新鮮なプログラムを楽
しむことができる。

レズミルズと言えば、プレコリオの
プログラムを提供できる認定インスト
ラクターを育成する研修に対してグ
ローバルに力を入れてきたわけだが、
そのときから研修の模様を、まるで映
画の撮影をするかのような機材で収録
してきた。

この撮影した動画素材をベースに、
さらにフィットネスクラブの会員さま
へご提供できるよう日本語吹替し、よ
りわかりやすくなるよう編集したかた
ちで、2017年頃より始まった。それ
こそがLES MILLS Virtualである。コロ
ナ前からフィットネスクラブに拡大し
てきたわけだが、コロナ後にはさらに
勢いを増して普及が進んでいるうえに、
サービスそのものも進化し続けている。

初心者層を中心に 
心地よい顧客体験を創出

プログラム映像は、従来の大型イベ
ントスペースにおける撮影のみならず、
大自然の中でドローンによる空撮を取
り入れたスタイルをも取り入れるよう
になった。都会のフィットネスクラブ
にいながらも、まるで自分が海外にあ
る選りすぐりの絶景のなかでトレーニ
ングをしているかのような体験ができ
る。さらに、利用者として想定されて
いるターゲットは初心者層。彼らのイ
ンサイトをうまく反映したサービス設
計の神髄を、横溝氏はこう話す。
「私がインストラクターだった時代は、
会員さまにプログラムに参加していた
だくことにやりがいをもっていたこと
もあり、積極的にお声がけをしていま
した。しかし、初心者の方にはそれが
かえってプレッシャーとなっているこ
ともあるのです」

では、バーチャルプログラムではど
うなのか？　入退場は自由で気軽に楽
しめるし、万が一プログラムの映像通
りに動けなくても、暗闇のなかにいる
ので恥ずかしい思いをしにくい点が初
心者には安心できるようだ。加えて、
プログラムは大自然の映像にアップグ
レードされ、非日常を味わう体験にも
なる。人気な理由に異論はないだろう。
「理想的なのは、まずバーチャルレッ
スンを入口として利用していただき、
慣れてきたところでインストラクター
によるプログラムを受講していただく
ことです」と横溝氏は話す。

日本のフィットネス市場における 
バーチャルプログラムの展開

日本において、総合型フィットネス
クラブでの導入は引き続き継続されて
いるなかで、近年破竹の勢いで店舗数
を増やしている24時間ジムへの導入
が急速に進んでいるという。その結果、
LES MILLS Virtualを採用しているジ

ムの店舗数は、総合型と24時間ジム
でおおよそ同水準にまで増えている。
コロナの影響で、自宅でYouTubeな
どの映像を見ながらトレーニングをす
るというカルチャーが根付いてきたお
かげで、スタジオでの取り組みにも抵
抗感が減っているようだ。

このバーチャルプログラムの配信環
境の整備によって、思わぬ副産物が得
られていることをご存じだろうか？

コロナでソーシャルディスタンスを
保たなければいけないなか、フィット
ネスクラブではトレーナー陣が研修を
行う際、各店舗のスタジオにあるプロ
ジェクターを用いてリモート会議が行
えるようになったのだ。身体を動かし
ながら行う研修については、自宅から
パソコン経由で参加するよりも圧倒的
に生産性が高いと好評を博している。 

タイムテーブルを改善し 
スタジオのフル活用を実現

ここからはLES MILLS Virtualの活
用事例をいくつか紹介するが、まずは
スタジオのタイムテーブルがどのよう
に変化するのかを見ていきたい。P91
図１、２（某海外フィットネスクラブ
の事例）からもわかる通り、有人のプ
ログラムのみではカバーしきれなかっ
た時間を、バーチャルプログラムが埋
め尽くすかたちで変貌を遂げているの
がわかるだろう。総合型クラブを主力
とするメガロスやオージースポーツで

LES MILLS Virtual
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加えるとそれが緩和されることが見て
取れる。

24時間型フィットネスクラブでイ
ンストラクターをまったく配置してい
ない場合、このバーチャルを朝から晩
まで利用するケースが多くなる。一方
で、課題もあった。スタジオを利用す
るのは会員さまが自発的に行動を起こ
す必要がある点である。そこで企画さ
れたのが、LINE公式を利用したスタ
ンプラリーキャンペーン。北海道か
らスタートして日本を縦断するとい
うゲーム要素を組み込んでおり、仕
組みとしてはプログラムに参加して
250kcal消費するごとに次の都道府県
へ進めるというものだ。ランキング表
示、各県庁所在地へ到着したときや消
費カロリーの節目に到達したときに表
示されるメッセージによって、会員さ
まがプログラムに参加するモチベー
ションを高めることに成功。なかには
日本を何周もした猛者も現れた。

たまたま同じスタジオでバーチャル
プログラムに参加した会員さま同士で
仲良くなるケースが増え、従来型の
24時間ジムでは生まれづらかったコ
ミュニティが形成されるきっかけにも
なっている。

斜め上の発想から生まれた 
新たな顧客体験の実現

最後の事例はZoam FITNESS（ズー
ムフィットネス）。こちらも24時間ジ
ムとして展開しているが、一味違った
方法でLES MILLS Virtualを有効活用
している。それは、スタジオの完全個
室化である。いわゆる、ひとりカラオ
ケのような使い方をバーチャルプログ
ラムに応用。自分のプライベートの空
間で、大声で叫びながら運動すること
で、周りの目をまったく気にせずにト

も、同様の効果が生み出されている。
例えば、早朝や深夜といった時間にし
か足を運べない会員さまは、今までで
あればレッスンに参加したくてもイン
ストラクターがおらず難しかったが、
バーチャルのおかげで代替できるよう
になった。

そのほか、コロナの影響で働き方が
多様化し、会員さまの来店される時
間帯が分散される傾向にあるなかで、
バーチャルプログラムが常時利用可能
な環境があると、会員さまのエンゲー
ジメントは高まりやすい。特に、スタ
ジオが複数あるフィットネスクラブで
は、AスタジオとBスタジオで別々の
プログラムを提供でき、会員さまに
とっては時間軸とコンテンツ軸の選択
肢の幅が大幅に増える。

さらには、入会のオリエンテーショ
ン終了後、バーチャルプログラムへ誘
導するオペレーションを徹底すること
で、会員さまの継続率向上にも寄与す
ることがわかってきている。このよう
に、タイムスケジュールの活性化がも
たらすメリットは、フィットネスクラ
ブでの顧客体験を劇的に進化させるこ
とがわかるだろう。

無人営業×バーチャルプログラム 
がつくりだす新たなコミュニティ

24時間型フィットネスクラブFIT-
EASYでは、多くの店舗にLES MILLS 
Virtualを導入している。元々はマシ
ンジム型として展開していたが、もっ
と特色をつけたいと策を模索していた
なかで、同サービスを見つけたときに

「これだ！」と直感的に思ったという。
その導入後、ポジティブな変化として、
女性会員の数が一気に増えた。マシン
オンリーだとどうしても男性会員に偏
りが生まれやすい一方で、スタジオを

レーニングに熱中することができる点
が、会員さまにとってこの上ない体験
を生み出しているようだ。自宅で動画
コンテンツを見ながらトレーニングを
する場合であっても、近隣への騒音や
振動、さらには同居人に配慮する必要
があるが、個室バーチャルスタジオは
すべてをクリアできるうえに異空間を
演出できる。Zoam FITNESSではこの
サービスを会員種別にまで反映。付加
価値をつけることで、顧客単価のアッ
プにつなげている好事例だ。

バーチャルプログラムの 
活用方法は無限大
「多種多様のバーチャルプログラム活
用事例がございますが、レズミルズ側
としても想定していなかった活用方法
で会員さまが満足するサービスを提供
するフィットネスクラブが増えていま
す」と横溝氏はにこやかに話す。次は、
あなたの運営するクラブが、想像を上
回るような使い方を提案してみてはど
うだろうか？

　

◆図１　LES MILLS Virtual 導入前タイムテーブル ◆図２　LES MILLS Virtual 導入後タイムテーブル

バーチャルで日本を縦断せよ！
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ジョンソンヘルステックジャパン

「iFit」搭載のバーチャルサイクルをクラブ経由で販売へ

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社　代表取締役　高橋達夫氏（左）
同社　マーケティング部部長　輿水  亮氏（右）

欧米ではロックダウン中にオンライン
フィットネスが広がった。ジョンソン
ヘルステックは、欧米のフィットネス
クラブを通じて、メンバーの自宅にバ
イクを設置し、スタジオレッスンを受
講できるようにするサービスを既に展
開しているが、同様のサービスの日本
での展開を計画している。サービスの
概要や今後の展開について、ジョンソ
ンヘルステックジャパン株式会社代表
取締役高橋 達夫氏、同社マーケティ
ング部部長輿水 亮氏に訊いた。

フィットネスクラブ経由で、バイクと
コンテンツをサブスクモデルで販売へ

まずジョンソンヘルステックのグ
ローバル本部が、欧米のフィットネス
クラブを通じて、メンバーの自宅にバ
イクを設置し、スタジオレッスンを受
講できるようにするサービスを始めた
背景についてジョンソンヘルテクジャ
パン株式会社代表取締役高橋 達夫氏
は、次のように説明する。
「欧米では、多くの国が、コロナ下、
ロックダウンとなりました。それによ
り、大きくフィットネスユーザーの
行動が変わりました。P93グラフ１は、
マッキンゼー社がまとめた『Sporting 
Goods Report 2020/2021』 か ら の
データですが、ご覧いただいてわかる

通り、ジムに行けなくなったユーザー
の多くは、スタジオには行かずに、ス
トリーミングやアプリなどを利用して
フィットネスを続けていました。それ
らに次いで多かったのが、ネットに接
続した器具を利用してのトレーニング
でした。また、トレーナーから直接指
導してもらうようにしたユーザーもい
ました。それからP93グラフ２を見て
いただくと分かる通り、コロナ前と比
べて今後増えていくだろう身体活動は
どんなものかとの問いに、１人でもで
きるアウトドアエクササイズを挙げる
フィットネスユーザーが多かったので
すが、それを除いて多かったのが、デ
ジタルインストラクションを伴うホー
ムエクササイズや自宅でのセルフエク
ササイズ、さらにヨガ・ピラティスや
バーチャルトレーニングでした」

欧米は、デジタルを活用したホーム
フィットネスに急速に、ユーザーがシ
フトしていったことが、読み取れる。
さらに、同氏は、重要な視点として、
次の点を強調する。
「ユーザーは、単にトレーニングを自
宅でデジタルを活用してするように
なっただけではなく、睡眠やメンタル、
栄養や日常的な行動など、健康的なラ
イフスタイルがとれるように、それぞ
れの専門家に相談したり、自分自身で

調べたりして、最適化しようとしてい
たのです」

つまり、ポストコロナを見据えて、
フィットネスクラブは、会員に対して、
オフライン、オンラインの両方をユー
ザー都合で選べるように、そしてサー
ビスを拡充して、トータルにヘルシー
なライフスタイルがとれるような提案
をしていくことが必要になるというこ
とだ。

そこで、ジョンソンヘルステック
ジャパンとしては、まずホームフィッ
トネス用のマシンにBluetooth・FTMS
機能をつけた。これによりZWIFTな
どのアプリと連携できることになり、
さらにそうしたアプリを活用してト
レーニングをする際には、マシンでの
パフォーマンスが画面内にも反映され
るようにもなるという。

そして、この次に、いよいよフィッ
トネスクラブ経由で、「マトリックス」
ブランドのホームフィットネス用バイ
クと専用コンテンツをサブスクモデル
で販売していただき、ネットフリック
スを見るようなイメージで、自宅での
エクササイズを楽しめるようにしよう
と計画している。一定期間の縛りはあ
るが、バイク代も含めて、月額3,000
～ 5,000円程度で会員に提供し、クラ
ブと同社でレベニューシェアしていく。
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いエクササイズを拡張的に楽しむこと
もできます」

iFitとの提携で供給されるコンテン
ツには、15の双方向のプラグラムが
定期的に更新され配信されるので、会
員は飽きることがないという。その
コンテンツは、世界50か国以上の場
所で撮影されたもので、180人以上の
ワールドクラスのインストラクター・
トレーナーが主演している。さらにオ
プションで、こうした優れたインスト
ラクター・トレーナーのLIVEレッス
ンにも参加することができるという。
「『マトリックス』ブランドの創設
から20年ということもありますので、

クラブは、本サービスを起点に、会
員がオフライン、オンラインにかかわ
らずヘルシーなライフスタイルを実現
できるように、その他のサービスも含
めたバリュージャーニーをデザインし
て、提供していくことになるのだろう。

既に、欧米のフィットネスクラブで
は、こうしたサービスを既に始めてい
る。「こうした企業の予測では、この
ようなサブスクリプションサービスを
会員の１～５％ほどが利用してくれる
のではないかとみている」（高橋氏）
ようだ。

高橋氏は、フィットネスクラブに置
くバイクと家庭用のバイクを組み合わ
せて、関係者―会員・インストラク
ター・クラブオーナー―がそれぞれに
ハッピーになれる構図を脳裏に描いて
いる。

世界180人以上のインストラクターが
登場、プログラムも定期更新

オンラインプログラム「iFit」を搭
載した「マトリックス」ブランドのバー
チャルサイクルとは、どのようなもの
なのだろうか？　同社マーケティング
部部長輿水 亮氏に訊いた。
「バイク自体の高性能さは、すでにお
使いになっているみなさまからたいへ
ん好評いただいているのですが、やは
り最大の魅力は、そのコンテンツで
す。アプリと連動していて、大きく見
やすいタッチスクリーンで観たり操作
できたりするのですが、マトリクスオ
リジナルのコンテンツ―Sprint ８(20
分間で完結する効率的HIIT系プログ
ラムを用意)、バーチャルアクティブ

（世界中の実在する美しい景色30コー
スを臨場感の音で提供）、ターゲット
トレーニング（パーソナルゴールを設
定し、進捗を3色のカラーでフィード
バック）―に加えて、iFitとの提携で
供給されることになったコンテンツが
素晴らしいのです。さらに、Google
ストリートビューで好みのルートを設
計した後、そこをなぞるように走るこ
とができたり、オンラインでスタジオ
クラスにアクセスできたり、YouTube
やネットフリックスや音楽などを自由
に楽しめます。それからZWIFTなど
のアプリとも連携できますので、楽し

12月のSPORTECでは、大々的に『iFit』
を搭載したバーチャルサイクルを展示
して、そのハードとコンテンツの魅力
を多くのみなさまにお伝えしたいと
思っています」

デジタルテクノロジーを活用した、
ジョンソンヘルステックジャパンの
フィットネスサービスがクラブだけで
はなく、会員の自宅や勤務先にも届け
られることになり、ユーザーは時間や
場所を選ばず、シームレスにリッチな
フィットネス体験を楽しめることに
なった。ハイブリット時代にふさわし
い新しいフィットネスライフスタイル
が拡がるきっかけになるのかもしれない。

◆グラフ１

◆グラフ２
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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

■ ビジネスの将来を確かなものにするための４つの方法
　  ―混乱への備えが事業を救う

2020年初頭から、フィットネス・ヘ
ルスクラブ業界は、誰もが予想できな
かった状況を乗り越えてきた。端的に
言えば、全業界、そして世界全体が未
曾有の危機に見舞われたのだ。
平時であれば、混乱は一般的に予測可
能であり、様々な形で現れる。ほとん
どの場合で今回のパンデミックほど壊
滅的ではないものの、事業者が準備を
していなかったり、不意を突かれたり
すると、ビジネスに大きな損害や損失
をもたらす可能性がある。この記事で
は、ちょっとしたトレンドの変化や大
きな市場の混乱に備え、ビジネスの将
来性を確保するための４つの方法を紹
介する。

人的資源を最優先に

パンデミックは、フィットネス業界
の最も顕著で立派な側面の一つを明ら
かにした。それは、スタッフや担当者
の回復力と献身だ。強く、情熱的な人々
が、会員やクライアント、そして自分
たちの雇用主のサポートを最優先にし
ていることを、世界各国で目の当たり
にした。彼らの忠誠心と献身がなけれ
ば、多くのビジネスが無期限に閉鎖さ
れていただろう。

業界が健康危機から脱却するために
は、ビジネスを支える人材への継続
的な投資が、生き残りと成長のため
に不可欠。ニュージャージー州ハッ
ケンサックに拠点を置くClub & Spa 
Synergy Group Consultantsの社長で
あるボニー・パトリック・マタリアン
氏（以下、マタリアン氏）は、これこ
そが今日のビジネス経営者が直面して
いる最も重要な問題であると考えてい

る。
「どんなビジネスでも、何らかの形で
オペレーションの大きな変化を経験し
ています。私たちは、スタッフがクラ
ブでの体験を創り出すことを知ってい
るので、お客さま第一主義からチーム
第一主義へとシフトしました」

また、スタッフの声をよく聞き、彼
らの仕事に対する価値観を理解し、彼
らを大切に扱うことで、より一生懸命
会社に献身してくれると彼女は指摘
する。

シカゴにあるLes Mills U.S.のCEO
であるショーン・ターナー氏（以下、
ターナー氏）も同じ意見だ。
「このパンデミックの間、フィットネ
ス業界ではテクノロジーが話題の中心
となり、クラブは会員をサポートする
ためにデジタルソリューションを導入
していました。しかし、テクノロジー
は私たちの課題に対する答えではあり
ません。人材です。優れた人材は、ラ
イバルが真似できない唯一のユニーク
なセールスポイントです。クラブが再
開されるとき、チームをどのように活
用し、育成するかが、将来の成功を大
きく左右するでしょう」

ニュージャージー州マナスカンにあ
るThe Atlantic Clubのマーケティン
グ・ディレクター、クリスティン・マ
コンネル氏（以下、マコンネル氏）は、
視点を変え、心を開いてより効率的な
プロセスを探すことが大切だと考えて
いる。
「チームの生産性を高め、ストレスを
増やさないようにするために、過去の
プロセスを簡易化して、プロセスを自
動化・デジタル化することが有効です」

オーストラリアのクイーンズラ

ン ド 州 に あ るFace2Face Retention 
Systems社のCEO兼社長のポール・ブ
ラウン氏（以下、ブラウン氏）は、彼
の会社は常に健康とフィットネスの提
供における人間的要素に焦点を当てて
いると言う。
「志を持った人間は、適切な経験、専
門知識、共感を持った人間の指導に
よって一番成功すると私たちは考えて
います」

戦略的な計画で 
財務上の負担を回避

パンデミックが発生したとき、ヘル
スクラブ業界は経済的に不測の事態に
陥った。多くの企業が、キャッシュフ
ローがほとんどなく、準備金もない状
態に陥り、大規模なリストラや閉鎖を
余儀なくされた。

健康危機などの別の災害が発生した
場合に悲惨な財務状況に陥らないため
には、戦略的な財務計画を作成し、で
きるだけ早く実行する必要がある。
「全体的に見て、クラブはパンデミッ
クの突然の衝撃に見事なまでの機敏さ
で対応し、数週間のうちにデジタル
ワークアウトソリューションを立ち上
げ、会員の活動を活発にしていました。
今こそ、これらの基盤をもとに、現代
の消費者のニーズを満たす、実店舗を
はるかに超えた強固なオムニチャネル
戦略を構築するべきです」（ターナー氏）
「会員が何を必要としているかを知っ
ていると思い込まないでください。メ
ンバーの習慣は変わり、ニーズも変わ
り、考え方も変わっています。メン
バーの声に耳を傾け、アンケートを取
り、彼らの意見を聞きましょう。再建
の際には、メンバーが最も情熱を傾け
ている分野にリソースを割り当てま



mailto:info@doctorsman.com


https://www.getzner.com/ja
mailto:info@tokyo@getzner.com




Fitness Business 117 ◎ November-December 2021162

株式会社クラブビジネスジャパン
 フィットネスビジネス編集部
〒 150-0045　
東京都渋谷区神泉町 20-25　神泉 QS ビル 8F
Tel 03-5459-2841　Fax 03-3770-8744　
E-mail  fb.customer@fitnessclub.jp　
URL  www.fitnessclub.jp
＊本書の全部または一部の複写・複製・転載および磁気ま
たは光記録媒体への入力等を禁じます。違反者は厳重に処
分されます。
©2021 ＜検印省略＞落丁・乱丁本等はお取替えいたします。

私たちのミッションはフィットネスビジ
ネスに携わる人々にとって重要かつ関心
の高い業界経営情報をわかりやすく編集
し、タイムリーに提供することによって
事業者の成功と成長を支援し、結果フィ
ットネスやスポーツ、クラブライフを通
じて豊かな人生を送る生活者を増やして
いくことです。
 編集発行人　古屋武範

提携誌
IHRSA 刊『Club  Business  International』

協力
IHRSA、FIA UK、厚生労働省、経済産業省、
文部科学省、社団法人スポーツ健康産業団
体連合会、一般社団法人日本フィットネス
産業協会（FIA）、社団法人日本スイミング
クラブ協会、公益社団法人日本フィットネ
ス協会、公益財団法人日本生産性本部、日
本ホスピタリティ推進協会、公益社団法人
日本マーケティング協会、アジア・サービ
ス・ビジネス研究所、一般社団法人アジア
経営者連合会、新経済連盟

印刷
大日本印刷株式会社
Printed in Japan

Mission

Publishing

◎本誌購読申し込み方法
便利でお得な年間予約購読をお勧めしています。契約年数が長いほど、さらにお得になります。価格は下記と通り
となります。また年間購読者に限り、メールマガジン「フィットネスビジネス EXPRESS」の無料配信、及び『月刊
NEXT』の無料配布の特典がございます。本誌添付の払込取扱票にて最寄りの郵便局よりお手続きください。ご入
金後１週間ほどで本誌を発送させていただきます。銀行振り込み・代金割引・カード決済をご希望される場合は、「フ
ィットネス市場」（http://item.rakuten.co.jp/fitnessclub/c/0000000149/）からお申し込みください。

※『フィットネスビジネス』誌は、1 冊単位でも購入できます。ただし、別途送付手数料 390 円がかかります。

 期間　 配本数 購読料金 1 冊あたり価格（参考）  送料

１年間 ６冊 17,640 円 2,940 円 サービス

２年間  12 冊 33,510 円 2,792 円 サービス

３年間 18 冊  47,620 円 2,645 円 サービス

（税込）

発行・発売・編集
株式会社クラブビジネスジャパン

編集発行人／古屋武範

副編集長／岩井智子

編集／夏井大輝・芳賀隼人・唐木田人枝

翻訳／芳賀隼人

デザイン・レイアウト／井澤俊二

◎求人広告などの掲載
 『フィットネスビジネス』、『月刊 NEXT』および「フィットネスオンライン」（www.fitnessclub.jp）、『フィットネス
ジョブ』（www.fitnessjob.jp）などを効果的に活用し、貴社が求める質の高い人材をローコストで募集します。また、
オーディションや養成コース・資格取得などのセミナーの参加者の募集も行えます。
広告の掲載を希望される方は編集部求人広告担当、富永までご連絡をお願いします。

◎本誌到着日について
本誌は奇数月 25 日発売を予定しています。交通事情等の影響で配送業者の便が遅れる可能性がございます。予めご
了承ください。

◎ご意見・ご感想について
本誌掲載の記事についてのご意見・ご感想を右記フィットネスビジネス編集部メール宛て、200 字程度でお送りくださ
い。選考のうえ、本コーナーに掲載させていただきます。採用となりました方には、薄謝進呈いたします。

Editor's Letter
今号はテーマに則るため、
常識に反して、はじめて業
界関係者に取材せず、この
領域で最先端の知見を持つ
識者に取材しました。普段、
施設運営しかしていないと、
どうしても視野が狭くなり
がちです。だからこそ、識
者の声に耳を傾け、将来の
サービスを想像することが
大切です。既成の価値観を
外し、ぜひ新しい価値を創
りだしてほしいと思います。
これからは、イノベーショ
ンこそが求められます。

今 号ではテクノロジー 特
集をメインに取材しました。
すでに様々な角度でフィッ
トネスクラブの課題を解決
するプロダクト・サービスが
多くあることがわかりまし
た。最近「XR 展示会」な
るものに個人的に行ってき
たのですが、フィットネス×
メタバースの領域は新たな
顧客体験を生み出す可能性
が大きいと改めて感じまし
た。また新しいイノベーシ
ョンが生まれ次第、ぜひと
も取材させていただきます。

イノベーション（革新）は、
連続しない方法で、連続す
るニーズに応えることと
理解しています。現場にい
ると、連続しない方法への
チャレンジがしづらい一
方、現場で連続するニーズ
に触れていないと、新しい
サービスが的外れなもの
となり、革新につながりま
せん。コロナ禍で、連続し
ない方法をとらざるを得
ない今は、現場の人がイノ
ベーションを生み出すチ
ャンスといえます。

今号では、マイクロジム・コ
ンセプチュアルジムのトレ
ーナーの方やオーナーの方
にお話を聞く機会が多かっ
たのですが、どのジムにも
共通していたのは、「いかに
お客さまにフィットネスを楽
しんでいただけるか」を意
識しているということ。た
だ機能的価値を提供するの
ではなく、自発的でポジテ
ィブに運動を習慣づけられ
るような指導やコンセプト
を携えていたのが、印象的
でした。

今号より携わらせていただ
きます。よろしくお願いい
たします。取材を通して、
この業界の誰もがフィット
ネス参加率を上げるという
目標を持っていると感じま
した。そこにたどり着くま
での時間を短縮するために、
我々は、自分の中にある熱
を前面に出し、アイデアを
形にしていきましょう。私
は、なりたい職業ランキン
グに「フィットネス起業家」
がランクインする日を心待
ちにしています。

古屋武範 夏井大輝岩井智子 芳賀隼人 唐木田人枝
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