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オンラインフィットネス「LEAN BODY」が累計 1,000万受講を突破
新コンテンツを続々とヒットさせる秘訣と、思い描く未来像
株式会社 LEAN BODY　代表取締役　中山善貴氏

株 式 会 社LEAN BODY（ 以 下、LEAN 
BODY）は2015年に三重県で設立され
た。海外のフィットネスアプリの成功
事例を研究していくなかで、その領
域において日本で展開することに大き
な可能性を見出した。元々フィットネ
ス動画メディア事業を行っていたが
ピボットを決意し、’18年３月にLEAN 
BODYをローンチ。最初の１年間こそ
想定通りのユーザー数の獲得に至らな
かったものの、良質なコンテンツを量
産するなかでコロナ禍による自宅ト
レーニングの需要を見事に捉え、’21
年12月に記念すべき累計1,000万受講
に到達した。それまでの道のりで何が
あったのか、成功の要因は何か、同社
が見据える未来とは何か、代表の中山
氏に詳しく訊いた。

LEAN BODY が立ち上がった背景 
自ら仕掛けた急成長への布石

中山氏は日本のフィットネス参加者
の少なさに対して課題を感じていた。
自身もフィットネスによって身体や心
がポジティブに変わっていく経験に感
銘を受けたことから、これをどのよう
にすれば日本でもっと広められるのか
を考えるようになった。

日本よりもフィットネス参加率の高
い欧米諸国を調べていくと、多くの会
員数を抱えるフィットネスクラブおよ
びフィットネスアプリには「低価格
帯」という共通点があった。中山氏は
ここから、極限までフィットネスへ参

加するハードルを下げることで課題を
解決できるのではないかという仮説を
立て、オンラインフィットネスアプリ
のLEAN BODY事業へと軸足を移すこ
とになる。「海外ではすでに、数百万
人の利用者を抱えるサブスクモデルの
アプリが出てきていました。そのため、
日本でもニーズがあるはずだと信じて
始めたのです」と中山氏は話す。

しかし、最初の１年はユーザー数が
伸びず、辛酸を舐めることとなる。「当
時は1,000万回再生とは程遠い状態で
した。しかし、自分の立てた仮説を信
じ、優良コンテンツをリリースして、
自社発信で波を起こしていくしかない
と思っていました」。そして、2019
年から準備を進めていたビリーズブー
トキャンプのコンテンツを翌年にリ
リース。コロナによる宅トレのニーズ
が急増したタイミングで、一気に認知
とユーザーを獲得することに成功した。

刺さるフィットネスコンテンツに 
必要不可欠な２つの軸

’20年 に 急 成 長 を 経 験 し たLEAN 
BODY。その後、ビリーズブートキャ
ンプのDVDの発売、メガロスやレズ
ミルズとの提携など、活動の幅も広げ
てきた。しかし、中山氏は次を見据え
ていた。「ビリーズブートキャンプ以
外のコンテンツも、再現性高くヒット
させていく必要があると感じていまし
た」。そのなかでリリースされたのが
ゴリエエクササイズのコンテンツ（写
真参照）。かつて一世を風靡したキャ
ラクターが蘇るというかたちは、ビ
リーズブートキャンプとも共通してい
る。このコンテンツもヒットし、累計
1,000万受講を突破した。

では、このようなヒットを生み出し
続ける秘訣とは何か？　中山氏はこう
答える。

「定性的な部分で言うと出演している
インストラクターです。私たちは出演
の依頼をする前に、必ずその方のレッ
スンを受講します。そしてレッスンの
雰囲気や世界観に魅力を感じ、我々の
サービスを通じて多くの人たちに広め
ていきたいと思えたインストラクター
とだけ一緒に仕事をさせていただいて
おります」。このこだわりが、コアな
ファンを生み出す原動力だ。
「もう１つは定量的な再生データを分
析していくことです。どのようなコン
テンツがよく視聴されているのかを分
析していくことで、再現性が高まりま
す。それを見ていくと、『リズム系』
のエクササイズが人気であるとわかり
ました。そのため、最近『腹筋リズム
ゲーム』という新コンテンツもリリー
スしました」と中山氏は言う。確かに、
今までのヒットコンテンツにも含まれ
ている要素と言えよう。自身のバイア
スを取り除くためにも、客観的な数値
でニーズを掴んでいくことが大切だ。

LEAN BODY の根幹にある 
ウェルネルへの想いと今後の展開

最後に、中山氏に今後の展望につい
て訊いた。「フィットネス人口はまだ
まだ日本は少ないので、新たな参加者
が楽しく夢中になれるフィットネス
サービスとしてあり続けたいと思いま
す。そして、その人たちがいきいきと
楽しく身体も心も健康に生きられるよ
うなお手伝い、いわばウェルネスの実
現が私たちのミッションです」と中山
氏は熱く語る。今後は既存アセットを
活かしたマインドフルネスのコンテン
ツの追加、EC事業の展開、さらには
海外で流行しているコネクティッド
フィットネス領域への進出にも関心が
あるそうだ。LEAN BODYの新たな展
開に期待が膨らむばかりである。



レズミルズ、フィットネスクラブの現場に寄り添う親身なパートナーに
顧客の抱える本質的な課題を幅広いソリューションで解決
Les Mills Japan 合同会社　ナショナルシニアカスタマーエクスペリエンスマネージャー　飯塚  亘氏
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News & Trends

Les Mills Japan合同会社（以下、レズ
ミルズ）のシニアカスタマーエクスペ
リエンスマネージャーに2021年12月
に就任した飯塚氏。ある熱い想いを胸
に異業種から転職した。前職での経験
を活かし、営業部の管理職として活躍
している。世界中で愛されているレズ
ミルズプログラム。日本でも、1,000
を超えるクラブで展開されている。レ
ズミルズは、「For a fi tter planet」を
スローガンに掲げ、フィットネス業界
の発展を目指す。そこで飯塚氏に、コ
ロナのなかでもフィットネス業界の現
場を支える取り組みを訊いた。

コロナ禍のクラブをサポートする
Les Mills Virtual /ライブ配信サービス
現在、ナショナルシニアカスタマー

エクスペリエンスマネージャーとし
て営業の統括を行っている飯塚氏は、
数ヶ月前まで大手旅行会社に勤め、法
人営業や営業企画ならびに中央官庁と
のプロジェクトの管理者を経験してき
た。もともと人々に喜びを与えられる
仕事をしてきたことに加え、子どもの
ころから運動が好きで、新型コロナウ
イルス禍（以下、コロナ禍）において
健康の大切さを実感し、多くの人の健
康をサポートしたいと、レズミルズに
入社したという。
「お客さまの課題を見つけて、そのソ
リューションを提供することが営業の
仕事の本質で、それはどの業種でも変
わらないと思っています。フィットネ
スクラブは今、厳しい環境下での経営
になりますが、そのようなときだから
こそ、クラブや会員さまの課題を解決
できるご提案をしていきます」
そのソリューションとしてとりわけ

注目したいのが、Les Mills Virtualお
よびライブ配信サービスである。

「コロナ禍で会員数が減っていますが、
テクノロジーを活用した取り組みに
よって補える可能性があると思います。
Les Mills Virtualにより、早朝や深夜
など来館数の少ない時間もスタジオプ
ログラムを提供できますので、コアタ
イムを避けて利用したい会員さまのエ
ンゲージメントにつながります。もと
もとスタジオプログラムに参加する会
員さまの継続率は高いといわれていま
すが、初心者はスタジオプログラムに
参加しづらいという課題がありました。
新入会員さまにLes Mills Virtualの参
加を誘導することにより、継続率向上
に寄与しているという話も聞きます。
また、コロナ禍においてフィットネス
クラブに足を運ぶことに不安を感じて
いる会員さまには、ライブ配信サービ
スを活用することでご自宅でもプログ
ラムに参加でき、クラブ会員であるこ
との価値を感じていただくことにつな
がると思います」

プログラム販売に限らず
パートナーとして価値を提供する
同社のメイン商品は、グループ

フィットネスプログラムだが、飯塚氏
は「プログラムの販売そのものだけが
レズミルズの役割ではない」と話す。
「プログラムを売ることだけではなく、
お客さまであるフィットネスクラブの
課題がどこにあり、どうしたら価値を
感じていただけるかを常に考えていま
す。クラブによって課題の詳細は異な
りますが、多くは会員数を増やすこと、
会員さまに継続して通っていただくこ
とを課題・目標としていると思います。
そのためのソリューションとして、レ
ズミルズプログラムを活用していただ
きたいと思っています。実際にどのよ
うに導入していくかなどは、クラブの
パートナーとして一緒に考えることが

大切だと思っています。そのためにも、
クラブの方と信頼関係を構築すると同
時に、仮説を立てて課題を分析し、ソ
リューションを提案しています」
同社は、プログラム導入において

サポートするだけでなく、世界中の
フィットネスクラブでの事例をもとに、
多くの会員さまに愛してもらえるクラ
ブづくりを目指し、マーケティングな
どの観点からもサポートしている。そ
のために、同社の営業チームは、商品
知識やフィットネス業界のことを勉強
することはもちろん、幅広い視野をも
ち、業界にとらわれず本質的なところ
から見ることを心掛けている。

Les Mills の認知度を拡大し
クラブの現場力も高める
レズミルズプログラムは、ワークア

ウトやインストラクターの質などにお
いてクラブからは高い評価を得ている。
一方で、一般生活者にはまだ認知が十
分には広がっていない。Les Millsの
認知度を拡大することで、プログラム
を導入しているクラブの入会増加につ
ながると飯塚氏は考えている。
「レズミルズプログラムを導入してい
ることで、会員さまがクラブに対して
価値を感じられるようにしたいと思い
ます。クラブはレズミルズプログラム
以外にも様々なサービスを提供してい
ますが、Les Millsファンを増やすこ
とで、クラブ経営の一助となれたら嬉
しいです」
人々が健康でありたいという思いは

不変のものであり、コロナ禍を経て、
その意識はさらに高まっている。レズ
ミルズは、同社の現場力を向上させ
るために日々研鑽していくと同時に、
フィットネスクラブの現場力も向上さ
せるべくインストラクターの育成や
マーケティングサポートなども行う。
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フィットネスジムの運営は効率化・スリム化を図りつつ、会員さまにはより
付加価値の高いサービスを提供しなければ生き残れない状況にある。そのな
かで、今回はコストに焦点を当て、各クラブの工夫や新しいソリューション
を取りまとめた。自分の施設でも取り組めることが見つかれば、積極的に導
入していこう。

コストマネジメント

SPA 大手町 FITNESS CLUB
株式会社大泉スイミングスクール　SPA 大手町 FITNESS CLUB 支配人　原田公威氏

目の前のできることを、まずはやってみる

株式会社大泉スイミングスクール（以
下、大泉スイミングスクール）は群馬
県邑楽郡（おうらぐん）大泉町に本社
を構え、1984年に設立された。群馬
県を中心にスイミングスクールを運
営する一方で、都心部である大手町
に「SPA大手町 FITNESS CLUB（以下、
SPA大手町）」も展開している。ビジ
ネスパーソンをメインターゲットにし
ている分、コロナの影響で通勤の機会
が激減。会員数もピーク時から大幅に
減少する未曾有の事態に。しかし、ス
タッフ一丸となって工夫を凝らし、月
あたり200万円の固定費削減および黒
字化に成功。今回はコストマネジメン
トの好事例として、同クラブの支配人
である原田公威氏に話を訊いた。

天然温泉で働く人を癒す 
都心のオアシスとして誕生

SPA大手町は世界でも有数のビジネ
ス街に、2016年の春にオープンした
フィットネスクラブ。施設の目玉は大
手町温泉。都心にも関わらず利用でき
る天然温泉、岩盤浴、サウナを備える
スパゾーンは、ビジネスパーソンや皇
居ランナーに広く支持されてきた。

施設のコンセプトは「New Wellness

心×美×体 for all Businessperson」 
で、仕事で忙しい日々を過ごしている
ビジネスパーソンにとって自分の体調
やメンタルのコンディショニングをサ
ポートし続けている。

トレーニングエリアにはカーディオ
マシンとストレングスマシンがバラン
スよく配置され、スタジオも完備して
いる。さらにはプールとジャグジーも
利用できる。面積としては990㎡とコ
ンパクトではあるが、そのなかでも充
実した施設を実現している。また、写
真からもわかるように、施設の内装は
高級感に溢れており、まるでホテルに
いるかのような顧客体験ができるクラ
ブでもある。利用する年齢層は、40
代以上が８割を占める。

コロナによる影響は深刻 
テナント料の交渉は難航

先述のような魅力が徐々に近隣のビ
ジネスパーソンおよび居住者に広まり、
会員数は順調に右肩上がりの推移を見
せていた。しかし、’20年のコロナを
きっかけに、状況は一変する。
「施設をオープンして以降、会員さま
の推移は良好だったため、次なる目標
人数を設定して頑張っていました。し
かし、コロナによって会員さまの在籍

数はピーク時から一時35％減まで落
ち込んでしまったのです」と同クラブ
の支配人を務める原田氏は話す。感染
症対策による通勤需要の減少、リモー
トワークの浸透という外部環境の変化
による影響を受けやすいビジネスパー
ソンをターゲットとしていた分、業績
にもダイレクトに響いてしまった。

この状況を打開するべく、原田氏は
代表と相談するなかで、まずは固定費
として大きな割合を占める賃料の交渉
に乗り出すことにした。同クラブは大
手町駅の地下通路から直接アクセスで
きるオフィスビルの地下１階に店舗を
構えている。同ビルのオーナー企業に
交渉するも残念なことに、びた一文と
して賃料が下がることはなく、そのほ
かの電気・ガス・水道についてもビル
全体で管理しているため対策が難し
かった。ただ、この点については、施
設のオーナーや建物の構造次第で交渉
の余地が十分にある。まずはここから
コスト削減を目指していくのがフィッ
トネスクラブとしては賢明であろう。

最も功を奏した施策は 
営業時間の変更と清掃の内製化

賃料や電気・ガス・水道周りのコス
ト削減は現実的に厳しいと判明したが、
原田氏はほかにできることがないかと
支配人として懸命に策を講じていく。
「最も効果的だったのが、営業時間の
短縮と清掃の内製化です。当クラブの
場合は、閉館時間を23時から22時へ
１時間短縮をしました。そして、今ま
では業者に外注して朝まで清掃しても
らっていたのですが、短縮した１時間
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を使って我々スタッフで清掃すること
にしたのです。その成果として、月間
で約100万円、年間にして約1,200万
円のコスト削減に成功しました」と原
田氏は説明する。

同クラブの高級ホテルのようなクラ
ブ体験を維持するためには、施設を清
潔に保つことがとても大切と言えるな
かで、清掃業者を利用しないという意
思決定はチャレンジングではあったが、
スタッフの努力の甲斐あって清潔さを
保つことができているそうだ。ただ、
どうしても清掃が難しい汚れについて
は、スポットで業者に依頼をするよう
にしているという。まさに、運営をス
リム化しつつもクオリティを落とさ
ない好事例と言えるのではないだろ
うか。

コロナをきっかけに見えた 
残すべきものと削れるもの

そのほか、SPA大手町はどのような
対策をしてきたのだろうか？
「家賃についてもそうですが、関係各
社に仕入数量および価格の見直しを依
頼することを行いました。そのなかで、
タオルやマットといったリネンの最適
化が効果的でした」。原田氏は続ける。
「ありがたいことに単価を下げてくだ
さる業者さまもありましたが、特に功
を奏した部分は、使い捨てとなる消耗
品から、継続的に利用できる耐久品へ
の切り替えでした。具体的には、スパ
ゾーンで利用していたマットを布製か
らプラスチック製に変えました。こ
れだけで月間で約25万円、年間で約
300万円のコストを削減できました」

この施策については、現場のスタッ
フからアイデアが出てきたそうだ。こ
のように、自身の務めるクラブの運営
について経営者目線で自分事化して意
見を述べられるスタッフは、かなり貴
重な存在と言えるのではないだろうか。

そのほか、ドライヤーの数や各種備
品の数について配置を減らした。しか
し、驚くことにそれに対して何か意見
をしてくる会員さまは１人としていな
かった。
「今までが多すぎたのだとわかりまし
た。コロナをきっかけに、逆に気付く

ことができたのかもしれません」と原
田氏は話す。

人員の最適な配置と 
スタジオレッスンの傾向

最後の対策はスタッフのシフトの見
直しだ。施設の規模に対して常駐して
いるスタッフの人数が多すぎる時間帯
があると原田氏は見抜き、そこを改善
することにした。

また、スタジオレッスンの外注イン
ストラクターの比率を落とし、内製化
する割合を増やした。「なぜかは言語
化できていないのですが、実は外注の
インストラクターより、スタッフのほ
うが集客力は高いのです」と原田氏は
言う。

その結果、月間約数十万円のコスト
を削減することに成功。今までの対策
をすべて合わせて、１月につき合計で
約200万円のランニングコストを削減
するに至った。

SPA 大手町から学ぶべき 
３つのこと

このような対策を講じることで、 
’21年の上半期には黒字化を実現し、
現在も継続している。もちろん、対策
そのものも効果的ではあるのだが、そ
れ以前に現場の体制を整えられている
ことに大きな要因があった。ここで、
ほかのフィットネス事業者も実践すべ
きことを３つ紹介する。
①スピード感をもって取り組む

コストを削減するという文脈のこと
であれば、特別に多額の初期投資が必
要になるケースは少ない。それであれ
ば、取り組みにおいて起こり得るリス
クも比例して小さくなるので、まずは
やってみることが大切だという。もし、
その結果として会員さまの満足度を損
なうようなことや、運営に支障が出る
ようなことがあれば、すぐに改善をす

ればよいのだ。
②意見しやすい環境をつくる

先述のリネンの適正化の例も、ス
タッフの声から始まった施策であった
が、①で述べたスピードをスタッフか
らの意見が出たときでも実施すること
で、意見が出てきやすくなったという。
さ ら に、FitnessBusiness通 巻 第112
号のClose Upのコーナーで原田氏は、
スタッフの話をしっかり聞き、雑談を
意識的に増やしたことでも、意見が出
やすくなったと述べている。そのよう
な環境づくりを普段から心掛けよう。
③目の前のできることをやる

原田氏は取引先である会社に連絡を
取り、果敢に交渉を行ってきた。賃料
こそ下げることは難しかったものの、
チャレンジすることがまずは大切だ。
清掃業者やリネンの見直しなど、一定
の成果にもつながる取り組みも生まれて
いるので、この姿勢を忘れてはならない。

コストを削減しても 
顧客満足度を維持する

ここまで、様々なコスト削減方法に
触れてきたが、大前提としてコストと
同時に顧客満足度も下げてはならない。
それでは、せっかく固定費を圧縮でき
た部分が生まれても、肝心の収入が下
がってしまうと対策の余地がなくなっ
てしまいかねない。

一方で、今までは必要だと思ってい
た部分が、実は過剰にサービスし過ぎ
ていたと気付かされる場合もある。そ
れらを見つけるためには、まず施策を
取り入れてみて、会員さまの様子をう
かがうことだ。そこから愚直に改善を
繰り返していけば、運営をスリムに行
えるようになっていくだろう。

運営をスリム化しつつも、会員さま
が本当に価値を感じるフィットネスク
ラブが増えることを願っている。
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スポーツクラブ NAS

オペレーションの効率化で、見えない原価をいかにして減らすか

スポーツクラブ NAS 株式会社　大分店　大脇健一朗氏（左）
同　小阪店支配人　井上祐介氏（中央）
同　高尾店支配人　新里  隼氏（右）

「紙を多く印刷していました。例えば、
スタッフのシフト表、インストラク
ターの代行案内、スタジオレッスンの
スケジュール表などです」と話すのは、
大分店を担当している大脇氏だ。

また別の観点から、小阪店の支配人
である井上氏は「スタジオの予約受付、
スタジオ前にできた行列への対応、電
話対応、料金の支払い対応など、人員
を割かなければならないタスクが山の
ようにありました」と話す。

高尾店で支配人を務めながら、同じ
くこれらに課題を感じていた新里氏は

「コロナ禍の２年間は経営的にはもち
ろん難しい期間でしたが、裏を返せば
様々なことを見直すためのいいきっか
けになったと思います。特に、見えな
い原価をどのように減らすかをテーマ
に、DX化に力を入れてきました」と
語る。

長期的な目線で
ペーパーレス化を推進

まず取り組んだのが、無駄な印刷物
をすべて廃止するという取り組みだ。
１回あたりの印刷がたとえ数枚であっ
ても毎日のこととなれば、塵も積もれ
ば山となる。
「大分店では、レッスンスケジュール
表の紙での配布を廃止して、web掲載
に移行しました。シフト表についても
紙からタブレットでの確認とすること
で、急なシフト変更があった場合でも
入力するだけで済むようになりまし

スポーツクラブNAS株式会社（以下、
スポーツクラブNAS）は、総合型フィッ
トネスクラブの草分けのような存在
で、1970年代から同サービスを提供
しており、現在は全国に71店舗、北
は北海道から南は九州まで店舗を展開
している。その歴史ある同社としても
初めて経験することになった、コロナ
の感染拡大。多くの施設同様、同社も
日夜の報道、社会情勢の変化による影
響を大きく受け、迅速な対応を迫られ
ることとなった。その１つとして取り
組んだのが、オペレーションの効率化
だ。会員管理・予約・決済システム

「hacomono」を導入したことで、運
営が大きく改善したという。現在、７
割（2022年３月現在）の店舗に導入
が進んでいるというが、その魅力とは
何だろうか？　実際に「hacomono」を
利用する３店舗の担当者に話を聞いた。

オペレーションの見直しが
重要かつ緊急の課題に

withコロナ、afterコロナという言
葉も生まれているが、フィットネスク
ラブも社会の変化に対応しなければな
らない。かの有名な「進化論」を執筆
したチャールズ・ダーウィンは「生
き残る種とは、最も強いものではな
い。 最も知的なものでもない。 それは、
変化に最もよく適応したものである」
という名言を残しており、フィットネ
スクラブについても従来のやり方に固
執していては恐らくコロナ禍を乗り越
えることはできないだろう。

総合型フィットネスクラブとして日
本に誕生してから長い歴史を誇るス
ポーツクラブNASも、数々の取り組み
を行うなかで、激しい時代の変化に適
応している。では、コロナ前のオペレー
ションはどのようなものだったのだろ
うか？

た」（大脇氏）
「小阪店ではキャンペーンなどの告知
をチラシからLINEへ切り替えました。
そうすることで、ペーパーレスの実現
のみならず、より確実に会員さまへ周
知できるようになったと思います」（井
上氏）

印刷する紙の量を減らすことは、業
務そのものの効率化につながるケース
も多い。「まだまだペーパーレス化で
きる余地は大きい」と新里氏は分析し
ており、今後も取り組みを継続してい
くようだ。

レッスン開始前にできていた行列が
web 化で解消

スタジオを抱えるフィットネスクラ
ブは、オペレーションをスマートにす
ることがコロナ禍で一層求められるよ
うになった。もちろん、スポーツクラ
ブNASも対応している。それらは、「店
舗ビジネスの、ネクストスタンダード
をつくろう。」という想いでサービス
を展開しているhacomonoのソリュー
ションによるものだ。
「特に人員を割く必要があったのが、
レッスン開始前の会員さまの行列を整
理する業務でした。感染症対策のため、
会員さま同士の私語を極力お控えいた
だくために、スタッフが張り付いてい
なければなりませんでした。小阪店の
場合はスタジオが２つあるため、常に
２人が担当せざるを得なかったので
す」（井上氏）

hacomono 導入前にできていた行列 スタジオの予約状況がカラーで一目瞭然に
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どのイレギュラーが発生してもシステ
ム上で完結できるので、本当に重宝し
ています。また、web上で気軽に予約
ができるようになったことで、これま
で並ぶことを嫌っていた方が参加して
くれるようになったのか、参加者が増
えたことを感じています」

この事例から、予約や決済に関する
業務の効率化を実現すると、間接的に
売上の増加にも寄与しうることがわか
るだろう。

店舗間で分析結果を共有し 
クラブを最適化するヒントに

どのレッスンが、どの会員さまに支
持され、いつ、何人が参加したのかと
いう情報は、その後のレッスンスケ
ジュール作成やプログラムの開発に必
要だが、ここでもhacomonoはフィッ
トネスクラブをサポートしている。
「カラフルな配色で、どのレッスンが
人気なのか一目でわかるようになって
いるので助かります。スタジオやアク
アプログラムの研修時にも、その情報
をスムーズに共有できるようになりま
した」（井上氏）

かつては、レッスンに参加した人数
を各インストラクターに報告しても
らっていたが、その手間が省けるうえ
に、人数の数え間違いも起こらない。
より早く、より正確な数値を元に分析
をし、それを店舗間で活用することで、
会社全体でスタジオやプールの稼働率
を高めることにつながっている。

複数のツールで全年齢層に対応し 
会員さまとコミュニケーション

新里氏が特に価値を感じている部
分がhacomonoのコミュニケーション
ツールとしての一面だ。例えば、レッ
スンに急な変更が発生した場合、予約
サイトを通じて該当者にピンポイント
でメールを送ることができる。全体的
なアナウンスであれば、予約サイトに
掲示することで、周知が可能となる。
「予約サイトは、店舗のホームページ
よりも会員さまに毎日のように見てい
ただける場所となっています。そのた
め、貼り紙が不要となり、ペーパーレ
スにつながっています。また、LINE
とメール両方の配信機能がついている

この課題を解決したのが、レッスン
の予約機能。店舗に足を運ばずとも、
会員さまは開催の14日前から好きな
レッスンを予約することができる。
「今までは、店舗に来て並んでいただ
かなければ参加できるかできないか、
わかりませんでした。それゆえに行列
が発生していたのですが、それがすべ
てweb上から事前予約かつ場所まで指
定できるようになったことで顧客体験
が格段に向上したうえ、感染のリスク
となる密も回避することができまし
た」（新里氏）

行列が発生しなくなったということ
は、今まで身動きがとれなかったス
タッフ２人も、別の業務にリソースを
割けるようになったということにな
る。まさに、会員さまと運営者にとっ
てwin-winとなるソリューションとい
えるだろう。

スタッフの作業時間を短縮し 
より付加価値のある接客へ

スポーツクラブNASではほかにも多
くの場面でスタッフの業務負担を減ら
している。予約システムによって行列
をなくしただけでなく、予約の電話対
応も不要となったためだ。
「hacomonoを導入する前、ホットヨ
ガのレッスンは電話で予約を受け付け
ていたのですが、予約開始の瞬間は電
話が殺到するため、必ず複数のスタッ
フを配置する必要がありました。人気
のレッスンだと、予約開始５分で定員
に達することもあり、電話がつながら
ない間に受付終了となってしまうなど
会員さまにもご不便をおかけしていた
のですが、完全に解消されました」（大
脇氏）

また、hacomonoには予約だけでな
く決済機能もついているため、それに
関する業務負担の削減にも役立ってい
ると、大脇氏は次のように続ける。
「フロントでの金銭の受け渡しがなく
なり、会員さまご自身で予約〜決済ま
でが完了するので、利便性が高まりま
した。大分店ですと予約だけで月に大
体300件の電話対応が必要だったので
すが、今では一切必要ありません。特
に、急なキャンセルによる返金対応な

ので、どの年代の方にも最適なツール
でリーチできるところが素晴らしいで
すね。ご高齢の方はLINEよりもメー
ルを好まれる傾向にあります。なかに
は手紙を送って欲しいという方もい
らっしゃるのですが、そこはwebから
操作いただけるよう丁寧に説明してい
ます。実際に触ってみていただければ
すぐに慣れてくださいます」（新里氏）

LIVE 配信サービスの拡大を含め 
さらなる DX 化を推進

最後に、今後の課題や展望について
話を訊いた。
「やはり最初は、操作について丁寧に
サポートすることが大切だと思います。
そうすることで、会員さまもスムーズ
に利用できるようになります。将来の
効率化を見据え、そこにはしっかりと
マンパワーを割いていこうと考えてい
ます」と新里氏は話す。そして、自社
のオペレーションをITで効率化できる
余地はまだまだ多いと述べる。

大脇氏は、hacomono導入のきっか
けとなった「いろいろな方が便利に
レッスンを受けられる環境をつくるこ
と」を目標として述べ、それによって、
会員さまの満足度と継続率の双方を高
めていくことを目指していきたいと
語った。

続けて井上氏は、2020年末より開
始した、レッスンのLIVE配信サービ
ス「NAS LIVE」の活用を通じて、た
とえ店舗に足を運べなくても運動習慣
を継続できる環境を提供することの重
要性に触れた。いざ店舗に足を運びた
くなれば、hacomonoから予約すれば
よいので、クラブへの復帰のハードル
が下がる。ハード面が充実した総合型
クラブだが、これからはソフト面の強
化もカギとなるだろう。

自宅で楽しめる「NAS LIVE」
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Web教育システム「PEFA（ピーファ）eラーニング」

フィットネスクラブの基礎研修をeラーニングで効率化

株式会社プライムエデュケーション　PEFA 事業部　野口初夏氏

株式会社プライムエデュケーショ
ン（以下、プライムエデュケーショ
ン ） は、PRIME EDUCATION FITNESS 
ACADEMY（以下、PEFA）と呼ばれる
集合研修を対面で実施してきた。コロ
ナ禍以前よりフィットネスクラブの研
修に課題があるなか、さらにコロナ禍
でなかなか大人数が集まる研修を開催
することが難しくなってきた。一方で、
フィットネスクラブとしては、研修を
おろそかにするわけにはいかない。そ
こで、フィットネスクラブの研修内容
をオンデマンドで受けられるシステム
を開発し、2021年８月より提供を開
始した。クラブの研修を、驚くべき低
価格でサポートする同サービスの開発
背景や取り組みについて、野口氏に話
を訊いた。

教育・研修の領域で
フィットネス業界をサポート

プライムエデュケーションは「豊か
な精神」「確かな技術」「幅広い知識」
をもつ人材を輩出することでフィッ
トネス業界を盛り上げることを志し、
PEFAを立ち上げた。特に、中小規模
のフィットネスクラブだと、日々のオ
ペレーションにリソースを割くことに
精一杯になってしまい、満足な研修を
行うことができないという課題をも
つことが多い。その課題を解決する
PEFAは、業界を代表する研修プログ
ラムとして支持されてきた。

しかし、対面の集合研修だと、場
所と時間が固定されてしまい、スケ
ジュールを確保するハードルが高くな
るので、同社としてはオンデマンドの
動画研修プログラムの開発を画策して
いた。そのなかで、コロナによって３
密を避けながらクラブを運営していく
必要に迫られ、ますます動画研修の需
要が高まった。そこで、昨年にリリー
スに至ったという背景がある。

「コロナの影響で、スタッフが学習で
きる環境まで失われてはならないと
思っています。元々もっていたアイデ
アが、フィットネスクラブの課題を解
決するために対応できると信じていま
す」と、PEFA事業部の野口氏は話す。

オンラインを通じて
確かな研修を安価に提供

PEFAに含まれている内容として一
番大きな割合を占めるのが、入社後１
〜２年目の若手スタッフ向けの基礎研
修だ。どのクラブにも汎用的に活用で
きるフィットネス業界や社会人として
の基礎といった動画研修を収録してあ
る。例えば、接客の基礎や、電話の取
り方などである。

そのほか、FCM技能検定向けおよ
びスタジオインストラクター向けの動
画コンテンツなど、合わせて約90本
収録されている。動画は１本あたり
15 〜 30分であるが、そのなかでさら
に細かく項目が分かれていて、飽きさ
せない工夫が散りばめられている。動
画の視聴後は、５問程度のミニテス
トを実施することで、習熟度をマネー
ジャーが把握できる設計になっている。

このe-ラーニングシステムの導入メ
リットは大きく分けて２つあると野口
氏は言う。
「フィットネス事業者にとっては、研
修に必要となるマニュアル作成にも相
当な労力が発生します。しかし、動画
で『いつでも、どこでも、何度でも』
学ぶことができる環境を設けること
で、スタッフは隙間時間に学習を進め
ることができます。このような効率化
によって、特に中小規模のクラブやス
ポーツ専門学校にも導入いただけてい
ます」。つまり、研修の作成者および
受講者双方にとって時間効率と学習効
率が高まるわけだ。

もう１つは、何といってもその価
格設定だろう。「私たちのシステムは、

受講人数１人あたり月額880円（税込）
で提供しています」と野口氏は言う。
この価格であれば、自社でゼロから研
修を組み立てる時間的コストを節約で
きるメリットのほうが、はるかに大き
くなるのではないだろうか？

研修内容のさらなる充実と
導入企業の拡大を推進

現在ある研修コンテンツ以外に、今
後はさらに新しく追加していくことで、
研修内容をパワーアップしていくこと
を目指している。具体的には数百プロ
グラムにまで増やす予定だ。
「スタッフにとって、しっかりと学ぶ
環境があるということがモチベーショ
ンアップにもつながりますし、目指す
べき方向が明確になると確信していま
す。また、弊社はフィットネス業界の
教育・研修に軸足を置く企業ですので、
そこのサポートが私たちの使命だと考
えています」と野口氏の言葉には力が
詰まっていた。

リリースして間もないこの優良研修
サービスを、フィットネス業界に広め
ていくことで、業界のさらなる発展に
貢献していくことを目指しているプラ
イムエデュケーション。現場で働くス
タッフたちが、「お客さまを健康にし
ていく」というフィットネス業界の素
晴らしい仕事に対して誇りをもち、い
きいきと働くことができるサポートが
できるよう、これからもフィットネス
業界のプラットフォーマーとして活動
を続けていく。

PEFA e ラーニングの
詳細はこちら
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FOUND

健康を習慣化させる24時間完全個室ジムを安価に提供できる理由

株式会社岡京　代表取締役社長　浅尾慎介氏 

は低いということ。そこで、「通えな
い理由をなくす」というコンセプトで、
３つの要素をFOUNDに組み込んだ。

①24時間、②完全個室、③パーソ
ナルトレーニング、の３つだ。「時間
がない」「人目を気にしたくない、非
接触がいい」「やり方がわからない」
といった悩みを解消するために、どれ
も欠かせない特徴となっている。

入会、予約、決済の自動化を実現
安価にサービス提供が可能に

では、FOUNDはいくらで利用でき
るのだろうか？　なんと、月額4,200
円（税込）である。利用予約さえすれ
ば、スミスマシンやパワーラックを独
り占めできる。またパーソナルトレー
ニングも受けられ、１回あたり3,300
円（税込）〜と破格で提供。約４割の
会員さまが利用している。
「この価格で提供できているのは、
STORES 予約 のシステムによって、
人手をかけずに会員さまに自ら入会手
続きや予約、決済を行ってもらえるよ
うにして、店舗側の作業量を圧倒的に
減らしたことが大きいです」と浅尾氏
は満足げに話す。当たり前だが、安
価な会費は大きな競争力の源泉にな
る。それでも採算がしっかりと取れる
仕組みを実現するには、業務効率化に
よって人手を最小限に抑える必要があ
る。STORES 予約 は、圧倒的なコス
トパフォーマンスでそれを叶える。

STORES 予約導入の決め手は
優れた UI/UX

浅尾氏によると、STORES 予約 を
初めて使ったときから、説明書を一切
見ずとも簡単に操作して利用すること
ができたところに、魅力を感じて導入
を決意。システムを使いこなせるよう
になるための時間や手間が少ないほど、
その分コストも抑えられるかつ、店舗
数の拡大もしやすくなる。この使いや
すさに加えて、そもそもの価格的な

株式会社岡京（以下、岡京）は「岡
山県を京（みやこ）に」という想い
で2019年に立ち上げられたコンサル
ティングファーム。中国・四国エリア
の企業をクライアントとして抱え、業
務改善、ブランディング、マーケティ
ングなどを支援している。その一方で、
健康経営を実現する施策として、24時
間完全個室ジム『FOUND』を立ち上
げ、すでに入会者数を制限するほどの
反響を得ている。フィットネス業界へ
の異業種参入をスムーズに実現したの
が、ヘイ株式会社（以下、hey）が提
供する予約・決済・顧客管理システム

「STORES 予 約 (旧 Coubic)」。FOUND
の根幹を支えるシステムとして活用さ
れており、今後の展開にも欠かせな
い存在だ。そこで、FOUNDの取り組
みと STORES 予約 活用方法について、
代表の浅尾氏に話を訊いた。

健康の土台を構築する
FOUND の３大要素

FOUNDは岡山駅から徒歩５分の好
立地に１号店を2021年３月にオープ
ン。わずか１年足らずで想定していた
会員数を超過。入会したくても入会で
きない状況になっているほど引き合い
が強い。そもそも、コンサルティング
会社である岡京がフィットネスジムを
オープンした背景は何だろうか？
「ずばり、健康経営の課題を解決する
ためです。企業のパフォーマンスを高
めるには、そこで働く従業員の活力を
高める必要があります。しかし、健康
経営は人手が少ない会社ほど手をつけ
られていない領域です。そこで、私た
ちが人生の土台となる身体のサポート
を始めたのです」と浅尾氏は説明する。

浅尾氏にとって問題意識があったの
は、企業が福利厚生サービスに加入し
ており、従業員がその一環でジムを利
用できる環境にいたとしても、利用率

ハードルの低さが、満を持して１号店
をオープンするジムにとってはこれ以
上なく助かるポイントなのだろう。

FOUNDの場合、入会から初めての
利用までをwebもしくはアプリで完結
できる。日々のジムの予約については
会員さまが自分で行い、決済はすべて
システム上で完結。一般的なジムと
違い、個室を予約することが前提の
FOUNDでは、このスムーズさが会員
さまにとっても付加価値になっている。

それだけではなく、施設運営者にも
痒いところに手が届く機能が満載だ。
「会員さまの属性や、頻繁に施設を利
用している方の情報も、STORES 予約
のシステムから読み取ることができま
す。次なる出店に向けたPR戦略を考
えるのには欠かせない情報源です。さ
らに、アフターフォローのメールを自
動送信できたり、キャンペーンのお知
らせも簡単に送信できるため、大変助
かっています」と浅尾氏は話す。

中国・四国を中心に
新規出店を加速

１号店の好況を鑑みて、早くも
FOUND ２号店を岡山駅付近に’22年
４月にオープンを決定。今後は、中国・
四国エリアにおいてクライアント企業
の従業員が多く居住している地域や、
会社がある商業地域に出店を進めてい
く。「運動の習慣化、そしてその先に
ある『健康の習慣化』を、FOUNDを
通して実現することで、健康経営にも
貢献していきたいと思います」と浅尾
氏は熱を込めて話を締め括った。



https:stores.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

■ 心と体のウェルネス
　今こそ求められるグローバルトレンド         
         フィットネス施設での利用が広がる製品・サービスのカテゴリー

ウェルネスという言葉を定義するこ
とは、日に日に難しくなっている。こ
のコーナーで紹介するように、心と体
のさまざまな選択肢があることは、大
変なことであると同時に刺激的なこと
でもある。フィットネス施設には、会
員さまに提供できる専門的なサービス
のオプションが数多くある。ピラティ
ス、ヨガ、リカバリー、マッサージ、

スパ、そして栄養カウンセリングも
ウェルネスメニューの一部と言える。

一般的な健康と長寿は、あらゆる層
の消費者にとって主要な関心事となっ
ている。2022年には、多くの人が感
覚のコントロールを取り戻し、ストレ
スマネジメントを向上させることを最
優先に考えるようになる。

IHRSAのレポート「The COVID Era 

Fitness Consumer」のデータによる
と、調査回答者の75%もの人が自分の
健康について不安を感じていると回答
している。その結果、人々はʻ22年に、
より良い心身の健康を実現するために
尽力している。

クラブが’22年の消費者に提供でき
るのは、多くの人が長いパンデミック
の間に身につけた精神的ストレスや不

もっと
体を動かしたい

より健康的な
食生活を送りたい 

より積極的に体を動かす

X世代

団塊世代

リスクの
ある人

病気になったら病院に行く

より健康的な食生活を送る

リスクの
低い人

ミレニアル世代

 Z 世代

より健康的な食生活を目指している 

身体活動を増やすことを目標としている 身体活動を増やすことを目標としている

より健康的な食生活を目指している

体調不良と
感じたら
医者に
診てもらう予定

より良い
メンタルヘルスケアを
受けることを
目指す

愛する人と
より多くの時間を
過ごしている

幸せと思えることを
する時間を作っている

他の人により
優しくなっている

自分自身に
優しくなっている

健康と
ウェルネスに
熱心なジム
利用者

より多くの団塊の世代が
ほかの世代に比べ、
より積極的に体を動かし、
より健康的な食生活を
送ることを心がけている

既往症によりコロナの
重症化リスクが高い人は、
健康へのコミットメントを
倍増させている。
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■ グループトレーニングはこれまで以上に必要不可欠に         

フィットネスクラブの大切な交流の場を取り戻す準備をしよう

コロナによるパンデミック時のジ
ム閉鎖で、最も犠牲になったのはグ
ループトレーニングの機会だ。しか
し、2022年、その状況は一変するだ
ろう。グループトレーニングが復活し
たことによって、会員さまをフィット
ネスクラブに呼び戻し続け、新しい見
込み客を勧誘する社会的な動きを生み
出すチャンスが見えてきた。

グループXというグループエクササ
イズを提供しているクラブはロックダ
ウンの間、オンラインで活動したが、
オフラインのグループトレーニングの

環境やエネルギーに代わるものではな
かった。いくつかの安全対策はまだ有
効だが（地域の規制や施設の裁量によ
る）、’22年にはグループXの復活が本
格的に始まろうとしている。

コロナ前は、グループXは多目的ク
ラブやスタジオの成長の原動力だった。
IHRSAのProfiles of Successというレ
ポートによると、’16年に1,800万人
もの人がフィットネスクラブのスモー
ルグループトレーニング（SGT）に登
録し、全体の26.6%を占めたと報告さ
れている。これは、すべての年齢層に

共通している。ミレニアル世代（1981
～ 1995年生まれ）とX世代（1965
～ 1980年生まれ）がパーソナルト
レーニングとSGTの最も頻繁なユー
ザーだが、それ以上の層でもグループ
Xに取り組んでいる。35歳以上の年齢
層のうち、65歳以上の層はSGTの普
及率が最も高く25%だった。このセク
ションの各社は、需要に対応するため
の準備とサポートに余念がない。’22
年に最高のグループ体験をもたらし、
利益を享受するとよい。

（©Dec. 2021 ClubBusinessInternational）

【本施設認証制度の国が推し進める健康施策との連携】

【新しい時代のフィットネス関連施設の “安心”と“安全”の証】

一般社団法人 日本フィットネス産業協会

FIA 加盟企業施設認証制度は、国の健康誌施策の一環である「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」との連
携を図っています。これによって、FIA 加盟企業施設認証を得ているフィットネス関連施設は、今後、一般生活者の
みならず、地域の包括ケアシステム関係団体や健康経営に取り組む企業、さらには地域のかかりつけ医等より、適切
に選択されやすくなります。

FIAでは、日本のスポーツ・フィットネス関連施設の社会的価値を高め、今まで以上に多くの方々に利用してい
ただくための取り組みとして、FIA 加盟企業が運営するフィットネス施設の“安全と安心”の見える化を促進し
ています。これによって、ユーザーや運動することを勧める仲介者が、安心して運動やスポーツを継続できる施
設やクラブを一層選びやすくなります。“安心”と“安全”の 象徴としてのシンボルマークを定め、認証基準を
クリアした企業が運営する施設に対し、認定証と認定ステッカーを発行し、施設の入り口や、施設の発行する
印刷物や WEB サイトなどにおいて積極的に見える化を図るとともに、 業界団体として広くユーザー、自治体や
地域の医療機関などの仲介者へも認証施設を周知し、コロナ感染予防対策実施店の証としても、今後さらに広
く社会に対して可視化を図ってまいります。詳しくは下記にご連絡ください。

〒 101-0044　東京都千代田区鍛冶町 2-2-3　第三櫻井ビル 6Fお問い合わせ入会申し込み
資料請求は URL  http://www.fia.or.jp   e-mail  info@fia.or.jp

厚生労働大臣指定試験機関 Fitness Industry Association of Japan
国の定めたヘルスケアガイド
ラインに沿っていることの証

運動施設の“安心”と“安全”の証

ＦＩＡ加盟企業施設認証制度ＦＩＦＩＡＡ加盟企業施設認証制度加盟企業施設認証制度

加 盟 ク ラ ブ 募 集 中！加 盟 ク ラ ブ 募 集 中！

健康な習慣を断ち切るチャンスだ。実
際、このような危機的状況による後遺
症が、消費者がウェルネス活動を求め
る原動力となっている。しかし、それ

は単に余分な体重を減らすためだけで
はない。

クラブの規模やビジネスモデルに関
係なく、心身の健康を求めるこの旺盛

な需要に応えるための効果的な方法が
散見される。また、保険のサプライヤー
など、運営者と会員さまに安心を提供
する企業も登場している。

http://www.fia.or.jp
mailto:info@fia.or.jp


mailto:info@sports-st.com
https://www.sports-st.com




mailto:infomail@thinkgroup.co.jp.
https://www.thinkgroup.co.jp
mailto:proavance@proavance.co.jp
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