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創刊20周年を迎えて

本誌編集長　古屋武範
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『Fitness Business』誌は、本号が通巻第120号となり、ちょ
うど20年目の号となります。

これまでにお世話になりました購読者の方々―とりわけ、
本書をヒントに何かを企画し、行動に移してくださる熱い
ハートとクールな知性をもったみなさん―、それからいつも
取材や執筆にご協力くださっている皆さん、さらにはいつも
本誌を支えてくださってもいる広告主のみなさん、そして、
いつも一緒に本誌の作成に協力してくれている岩井さんや夏
井君、唐木田さん、井澤さんほか、たくさんの制作メンバー
の方々、ありがとうございます。

さらに、もう１人だけ、ここで特別にお礼を言いたい方が
います。株式会社フィットネスマネジメント 代表取締役 中
嶋良一さんです。無念ながら、難病を患い亡くなられてしま
いましたが、本誌の創刊や私のビジネス人生だけでなく、こ
のフィットネス業界の成長に大きな影響を与えてくれました。
中嶋良一さんがいなかったら、おそらくこの会社も『Fitness 
Business』誌もこの世の中に存在していなかったのではない
でしょうか。誌面をお借りして、最大限の感謝を申し上げた
いと思います。

中嶋さん、ありがとうございます。
さて、皆さんは、「これをやる」と真剣に決めて始めたこ

とで20年以上没頭し、精魂を傾け続けているものがあるで
しょうか？

20年と、一口に言いますが、相当な時間になります。例
えば、年間所定労働日数を313日として１日8時間働くとす
ると、20年間ではおよそ5万時間となります。マルコム・グ
ラッドウェルが、かつてある分野のエキスパートになるには
1万時間の練習・努力・勉強が必要だと述べたことがありま
すが、実にその5倍に相当します。私は、所定外労働もして
いますので軽く10倍になるでしょう。実に多くの時間と情
熱をこの『Fitness Business』誌に注ぎ込んできました。

振り返れば、様々な思い出があります。ですが、私は、過
去の思い出に浸ることが好きではなく、常に未来を見据えて
進んでいくことを好みます。創刊号の特集タイトルも、それ
を象徴するように「明日のフィットネスビジネス」でした。
そして、創刊20周年と重なる本号の特集タイトルも「企業
家精神」と、明日を見据えたものになっています。そこには、
一寸のブレもなく、またその姿勢はこれからも変わりません。

フィットネス事業者の皆さまと同じ立場に立脚し、同じ視
点をもち、これから先、どのような外部環境の変化が起こる
ので、10 ～ 20年後の世界をどうしたいのか？　その姿を

自分たちで想像し、そこからバックキャストして、最初の１
歩を踏み出していかなければいけません。その道は、ほかの
多くの会社とは違う「我が道」になるかもしれません。「多
様性」の時代、「個」の時代と言われていますので、これか
らは、組織の多様性を活かして、多様化する個のニーズを捉
えるサービス、ソリューション、ビジネスモデルを創出して
いくことになるでしょう。

それにしても、厳密にいえば、それぞれの顧客がもつ課題
や期待する価値・成果はそれぞれに微妙に違うでしょうから、
そのそれぞれの課題・ニーズに対して、価値・成果の提供を
実現していくことが求められるようになることは確実でしょ
う。そして、それをできるだけ生産性高くできるようになら
なければならないことも、また確実でしょう。さらに、顧客は、
サービスを、いつでも、どこでも、エフォートレスに、便利
に得たいと思うでしょうから、それも実現していかなければ
いけないでしょう。同時に、そこに関わる人材が、もっと幸
せ感をもって、サービス提供に携わることができるようにし
ていくことも大事になるでしょう。

こうしたことを実現していくにはどうしたらよいのでしょ
うか？

本誌編集部は、多くの「知」を結集し、皆さまにわかりや
すく、そしてタイムリーに、さらには最もふさわしいスタイ
ルで情報をお伝えし、そして事業者の皆さまと共に考えて、
このフィットネス業界を社会のためにもっと役立つ存在にす
るとともに、そこに関わるすべての人々が目を輝かせていき
いきと働けるようにしたいと思っています。

この春、編集部にも新しいメンバーが増えました。編集
部は成長に合わせて組織も拡充しつつ、次の20年を見据え、
日々の活動に取り組んでいきます。新時代のメディアとは何
か？と問い続け、それにフィットするたくさんの新しいサー
ビスを開発・提供し、コロナ禍からの回復～再成長を目指す
フィットネス業界のみなさまに、「人」と「知」の面で、大
いに貢献したいと思っています。幸い、私も含めて、編集部
のメンバーは取り組んでみたいことが山のようにたくさんあ
るので、ビジョンを大切にして、それを実現するために最も
重要なことを選び、積極的に取り組んでいきます。どうぞご
期待ください。

引 き 続 き、Fitness Business編 集 部 を、さ ら に は 月 刊
NEXT編集部（求人サイト Fitness Job）、オンラインショッ
プ事業部も含めて、私たち株式会社クラブビジネスジャパン
をどうぞよろしくお願いします。

【特別寄稿】

Fitness Business 20th
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Fitness Business 20th

2002年5月22日に株式会社クラブビジネスジャパンとし
ての登記を終え、2002年5月25日に『Fitness Business』創
刊号が発行されました。以来、20年間、本誌をご購読いた
だいている皆さま、広告主の皆さま、取材にご協力くださっ
ている皆さま、本誌の制作に携わってくれている皆さまに、
心より感謝申し上げます。

当社の創業時の事業内容は、本誌の編集・発行のみ。経営
情報誌を編集する立場でありながら、会社経営で当然行うべ
き市場調査や事業計画の策定など、全くないなかでのスター
トでした。今思い返せば、無謀ともいえる創業でしたが、本
誌編集長の古屋さんとともに、フィットネス業界への熱い思
いだけを資源に船出しました。

20年前の今頃、創刊号の発行に向けて、没頭していた姿
が思い浮かびます。創刊号に自分が書いた編集後記には、「末
永く皆様の役に立てる仕事ができるよう精一杯頑張っていき
たいと思う」とあり、通巻120号をこうして迎えられること
を本当にありがたく思います。

本誌の創刊のきっかけは、IHRSAから、その会報誌であ
る『Club Business International』誌の日本版を発行しない
かというオファーをいただいたこと。その条件として、「業
界の中でニュートラルな立場でいること」とされたことか
ら、会社を立ち上げ、社名を「Club Business Japan」として、
本誌創刊に向けて、大きく背中を押してもらうこととなりま
した。

本誌では、編集長の古屋さんが、日本のフィットネスビジ
ネスの、特に経営層向けの根幹となる情報を編集し、私は、
海外情報と、現場に近いプログラムやサービスなどを担当。

私自身は、フィットネス経営情報の編集に携わる以前は、
フィットネスクラブのプロパー社員として、インストラク
ターやトレーナーの仕事もしていたことから、米国と日本の
情報ギャップ、日本でも経営層と現場層での情報ギャップを
感じており、とにかく『Fitness Business』に載っている情
報を、より多くの業界で働く方々に届けたい一心で、本誌の
編集にあたってきました。

創刊から４年目に入ると、経営情報が浸透して成功クラブ

が増えるなかで、クラブの競争力が、施設開発力から、サー
ビスやプログラム品質へとシフトしていきました。いよいよ
現場で働くインストラクターやトレーナーの出番です。そこ
で、2006年3月に『月刊NEXT』を創刊し、現場スタッフや
指導者の方々にも、『Fitness Business』の情報を届けるべ
く編集してきました。『月刊NEXT』のコンセプトは「フィッ
トネスの仕事を、たくさんの人生を輝かせる一生の仕事に」
です。こちらは2022年5月で、通巻182号を数えるまでと
なり、一生の仕事として、活き活きと活躍するインストラク
ター・トレーナーの方々も増えてきたと感じています。この
動向に少しでも貢献できていたら嬉しく思います。

フィットネス業界の発展に貢献したいと微力を尽くして参
りましたが、本誌創刊20周年を迎える直前に、コロナ禍が
世界を襲い、フィットネス業界は、世界的に大きな打撃を受
けました。ロックダウンがあった欧米の業界への負の影響は、
日本よりむしろ大きく、日本がこれまでたくさんのヒントを
得てきた欧米のフィットネス業界もリセットされた状況とな
り、新たなスタート地点についた状況と言えます。

日本においても、コロナ禍により、業界が抱えていた矛盾
や課題がリセットされて、新たなビジネスモデルの構築に向
けて、業界一人ひとりの知恵と行動力が問われる状況に来て
いると感じます。

当社も、コロナ禍により創業以来初の赤字を経験し、改
めてゼロから出発しようと、20年前の創業時と似た感覚で、
この記事を書いています。

今後は、フィットネスビジネスも正解のない時代。組織も
フラットとなり、業界の全員が経営者の視点で、考えて、意
思決定して、行動する時代に入ります。

そうした環境変化を踏まえて、『Fitness Business』も確
かな情報を収集しつつ、デジタル接点や、リアル接点を広げ
て、よりシームレスな情報共有で、皆さまの意思決定をサポー
トしていけるように、体制を整えていきたいと思います。
「フィットネス」の価値は、20年前より確実に高まってい
ます。一般生活者にとってのフィットネスへの価値認識も、
コロナ禍でさらに浸透したと言えます。新しいフィットネス
業界を、改めて業界の皆さまと創っていきたいです。

創刊20年周年を迎えて、創刊号の編集後記に書いた「末
永く皆様の役に立てる仕事ができるよう精一杯頑張っていき
たいと思う」という気持ちを新たに、これからも精進してま
いります。どうぞ、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、何卒よ
ろしくお願いいたします。創業時の編集部。倉庫スペースを間借りしてのスタート
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「Fitness Business」創刊20周年
皆さまからのメッセージ

Fitness Business 20th

これまでお世話になった各方面の皆さまから、たくさんのお祝いのメッセージをいただきました。次の20年にむ
けて鋭意前進していくエネルギーとさせていただくためにも、ここにいただきましたメッセージをお名前とともに、
掲載させていただきました。メッセージをお贈りくださった皆さま、ありがとうございます。 (以下、敬称略)

20周年、おめでとうございます。これまで業界を、そし
て私個人を牽引していただき感謝申し上げます。長い目でみ
ればフィットネス業界はまだ黎明期。これからの20年の活
動こそが成長への鍵となる気がしています。これまで同様、
貴誌と共に業界の発展に寄与して参りますので、宜しくお願
い申し上げます。

（フィットネスマネジメント研究所　代表　小宮克巳）

20周年おめでとうございます。創刊号では古屋さんの司
会で、セントラルスポーツの村井さん、ティップネスの白井
さんと「明日のフィットネスビジネス」というタイトルで座
談会をしましたね。パンデミックの影響を受けたフィットネ
ス業界の再生に貢献するのがルネサンスの役割だと思ってい
ます。

（株式会社ルネサンス　代表取締役会長　斎藤敏一）

祝・Fitness Business 誌20周年! 
私のクラブビジネスキャリアは、御社とともに歩んだと

言っても過言ではありません。業界は御社で執筆させていた
だいた様々な記事とともに進化し、米国のクラブ運営の手法
を日本業界に一緒に拡めることができたのではないかと思い
ます。これからも、業界発展のために日々奔走する、御社の
ミッションを応援しています。

（International Club Consultant　代表　石川友行）

Thank you for all the work you and the Fitness Business 
team have done over 20 amazing years to advance and 
promote fitness and healthy lifestyle to the region and 
improving the success and profitability of those who serve 
the industry. I have been honoured to come to Japan 
as your guest to share my best practices on member 
retention and to get to know you. All the best for the next 
20 years. Paul Brown Mr Retention.

古屋さんとフィットネスビジネスチームが20年以上にわ
たり、地域のフィットネスと健康的なライフスタイルを推進
し、業界に従事する人々の成功と利益を向上させるために
行ってきた素晴らしい仕事に敬意を表します。ゲストとして
日本に招いてくださり、会員維持のベストプラクティスを共
有し、皆さまと知り合うことができ、たいへん光栄に思いま
す。次の20年に向けて、最善を尽くしていただけましたら
と思います。

（ポール・ブラウン ミスター・リテンション）

古屋さん、岩井さん、本当におめでとうございます。業界
唯一の貴重なメディアとして、知見を集め続け、丹念な考察
に基づいた情報を発信し続け、人脈を繋ぎ、人材を育てる活
動にどれだけ助けられたことか。お２人ほどではありません
が私も生涯学び続けます！

（野村不動産ライフ & スポーツ株式会社　営業推進部　担当
部長　水谷  陽）

『Fitness Business』創刊20周年おめでとうございます！
当時まだ誰も着手していなかったフィットネス業界に特化

した経営情報誌を創刊し、業界を取り巻く環境の変化をいち
早く文字にし、情報と教育を届け続けた20年。その勇気と
アクションの早さと突貫力を心から尊敬しております。古屋
さんご自身がフィットネスな生き方を実践されているからこ
そ肌感覚で『トレンド』や『本物』を見極められるのだとも
思っています。

今後益々のご発展を心よりお祈りいたします。
（株式会社アージュ　代表取締役　井上トキ子）

創刊20周年おめでとうございます！
最初は契約先の事務所で、その後は個人で定期購読して隅

から隅まで読んでいます。
末端の請負の立場でも、貴誌を読んで業界の全体を見渡し、

自分の行動に落とし込むことで成長への助けとしてきました。
益々のご発展をお祈りします。

（インストラクター　芦田天文子）

20周年  120号  おめでとうございます。日本一のフィッ
トネスの情報、見解、そして世界の情報を掲載していただけ
ていることが私達の道標となっています。これからがさらな
るフィットネス、ウェルネスの時代。フィットネスの世界を
さらに広げる地図となっていってください。
( 株式会社 LIFE CREATE　代表取締役　前川彩香 )

突然任されたフィットネスクラブ運営。クラブの内部を把
握しながら、同時に建て直しも進めなければいけないという
状況の中、フィットネス業界の経験がないことが仇となって
大失敗したり、必死にやったことが徒労に終わってしまった
りしたこともあり、私は経験がないことを引け目に感じてい
ました。

そんな中、私の人生を大きく変える「３つの出会い」があ
りました。
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１つ目の出会いは、事務所の机の上に置いてあった本、
『フィットネスビジネス』誌との出会いです。ページを１枚
１枚めくるたびに、今まで抱えていた悩みや問題の答えのす
べてがそこには書かれてありました。夜寝る前にフィットネ
スビジネス誌を読み始めると、興奮して眠れなくなってしま
うくらい没頭し、すぐに実践したくなることばかりでした！

（希望の光がみえました）
読み進めていく中での２つ目の出会いは、『フィットネス

ビジネス勉強会』でした。クラブ運営が一番どん底の時期に
目に止まったのが、 「第一回フィットネスビジネス勉強会の
お知らせ。志を同じくする熱き業界人とのネットワークも広
げることが出来ます」。藁をもすがる思いですぐに参加させ
ていただきました。現在、第20回目となりますが、一度も
欠かすことなく参加させていただき、本当にたくさんの学び
をいただいております。

勉強会に参加する中での３つ目の出会い。人との出会いで
す。フィットネス業界に全く知り合いがいなかった私ですが、
勉強会の講師の方々、そして参加している志の高い、情熱を
持った皆さまとの交流や会話から得る学びの数々。それが私
にとっての大きな財産になりました。

この３つの出会いがなければ、今のフィットネスクラブ広
尾はなかったと断言できる、運命の出会いでした。学んだこ
とをすぐ実行していく中で、会員数が少しずつ上向いてきま
した。

今年、運営を始めてから15年になりました。コロナ禍で
厳しい状況は続いていますが、あのときから15年も続けて
こられたのはフィットネスビジネス誌のおかげです！

これからも大切に読ませていただきます。
本当に感謝してます！

（フィットネスクラブ広尾　石橋和子）

貴社の行動指針を拝し、「未来」を拓き続ける原動力が「人」
の中に育まれている組織なのだろうと感じました。同時に優
れたリーダーシップあってこそと感じ、深い敬意を抱いてお
ります。古屋さんのご発信はいつも、自身の理念「心身共に
健やかに！自他共の幸福を！」に響き渡るメッセージです。
古屋さん率いるFitness Business誌は、これからの時代に益々
必要とされるに違いないと感じております。

（小野山千鶴）

フィットネスサービスの新たな事前期待を創出し、価値や
意義を革新するような問いを投げかけ続けていただけること、
楽しみにしております！

フィットネスサービスは価値共創の塊だと思いますので、
日本のサービスイノベーションの最前線を生み出していきた
いですね！

（松井サービスコンサルティング　代表　松井拓己）

この度は創刊20周年おめでとうございます。人の根幹で
ある「健康」を土台で支えるフィットネス市場。そんなフィッ
トネス市場の未来をひたすら見つめ、新たな視点と気付き、

そして叱咤激励を与える貴誌が今後もフィットネス企業、顧
客そして社会に多幸を与える存在であることを祈念しており
ます。
( 株式会社森経営コンサルティング　代表取締役　森 泰一
郎 )

20年の知の積算、一点集中で休む間もなく耕し続けた豊
穣な土壌が、起業人のバイブル、あるいはタルムードとして、
時代、世代、そして業種の垣根も超えて引き継がれ、インス
ピレーションを与え、ますます沢山の花を咲かせ実りをもた
らしますように！

（株式会社経営技法　代表取締役社長　鈴木俊介）

遡ること40年前「自分のやりたい！」一心で
この業界に飛び込みました。
28歳の野心。
33歳の決意。
40歳の意欲。
46歳の充実。
53歳の余裕。
58歳の挑戦。
そして「今」…人生。
フィットネス業界に関わる全ての大好きな方々へ、大嫌い

な言葉を…「がんばろう！」
（南グループ　日本観光開発株式会社　籔之内小太郎）

20周年おめでとうございます。
私は今年54になりますが、30の時より拝読しています。
当時最年少支配人をつとめ、誰にも頼れず暗中模索で進む

中、行き先を示していただいた事は一度ではありません。
目を皿のようにして読んでいたことを懐かしく思います。
今後も業界唯一の専門誌として期待しております！

（Clever Fit　代表　高田洋史）

20周年おめでとうございます！！
10年以上前に初めてFitness Business誌を拝読したことが

きっかけで、御社主催の勉強会に参加したり、積極的に外へ
出るようになったりしました。

昨年の独立時に御社から取材を受け、ご掲載いただいた時
は、感無量でした。

古屋さんのアウトプットからいつも学ばせていただいてお
ります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（株式会社 EMB　代表取締役社長　青野達彦）

20周年おめでとうございます。
Facebookの投稿だけでもwillとskillの両方の学びをいただ

いています。
古屋さんが20年以上没頭し精魂を傾け続けている『Fitness 

Business』誌、是非、拝読したいです！クライアントの業種
もアウトプットの方法も違いますが、古屋さんの背中を追い

Fitness Business 20th
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かけています。
（SPARKS NETWORK 株式会社　代表取締役　中村恵美）

Fitness Business創刊20周年おめでとうございます！
社会人になったばかりの頃にFitness Businessと出会った

おかげで今の自分があるといっても過言ではありません。本
当にたくさんのことを勉強させて頂きました。引き続き多く
の方に業界の素晴らしさを届けて下さることを楽しみにして
おります。今後益々のご発展をお祈りいたします。

（株式会社 Blue Ocean　取締役　髙橋佑季）

フィットネスビジネス創刊20周年おめでとうございま
す！まだまだ日本国内のフィットネス人口は少ないですが、
たくさんの「のびしろ」があります！ OMO戦略を積極的に
取り組んで新しい顧客体験を実現していくためにも、フィッ
トネスビジネスさんの更なる飛躍を応援してます！一緒に
フィットネス人口を増やして行きましょう！

（アクティブ合同会社　CEO　藤原尚也）

20周年おめでとうございます！！
古屋さんをはじめFitness Businessの編集に関わる方々に

感謝の気持ちでいっぱいです。
まだまだ、トレーニングで日本を元気に出来ます！
引き続き、共に盛り上げていきましょう！

（株式会社 PCP　代表取締役　吉田輝幸）

20年前は起業など考えていなかった整形外科勤務でした。
当時、要所要所で読ませていただきビジネスの考え方をおぼ
ろげながらに学び、自分には今後何ができるのか？と自問し
たものです。今では“王道”Fitness Business誌と出会えたこ
とが、自信の一部となっています。創業並びに創刊20周年
おめでとうございます。
( 株式会社 SAWAKI GYM　代表取締役　澤木一貴 )

120号おめでとうございます。私の記事を取り上げて頂い
たのが53号でした。それを機会にフィットネスを客観的に
知るツールとして今日まで必須アイテムとなっています。今
後もフィットネス以外の視点を取り入れかつ客観的視点での
記事を楽しみにしています。

（フロンティアコンストラクション & パートナーズ株式会社
CRE・PRE 部門 PPP 事業グループ　担当部長　藤田温史）

20周年、120号おめでとうございます！
この業界に入った2005年からお世話になっています。

バックナンバーにはたくさんの学びや思い出が詰まっており、
捨てられません。そろそろ保管場所に困ってきましたが（笑）。
これからもフィットネス業界をインスパイアしてください。

（SAYA PTE.LTD. Director　石渡健太郎）

Fitness Businessはフィットネス業界の最先端を知れる唯
一と言ってもいいツールなのでこの業界で働いているうえで

とても参考になっています！
これからも微力ながらもフィットネスを通じて「健康寿命

の延伸」と「フィットネス人口の増加」を目指して活動して
参ります！

（株式会社 Journey to Wellness　斉藤涼太）

クラブビジネスジャパン、Fitness Business 誌、20周年
おめでとうございます。

私は、複数の様々な施設で運動指導者として生計を立てて
います。貴誌の発信する情報で、より良い職場環境となり、
利用者の健康へと繋がり、幸せの連鎖が広がります。これか
らもよろしくお願いいたします。

（インストラクター　市川  実）

Fitness Business 創刊およびクラブビジネスジャパン創業
20周年おめでとうございます。

運動、フィットネスはかつて娯楽、レクリエーションのよ
うでしたが、いまはライフスタイルの一部、そして、予防医
学の一旦を担うまで、あらゆる年代の人にとってもとても大
切なものになっていると思います。その最前線の情報と、業
界やビジネスの在り方などを提言し、時にはフィットネスの
垣根を超えた興味深い内容を発信し続けていただいた唯一無
二のリソースとして感謝申し上げます。

少しお仕事に関われたことで学ぶことも多く、この経験が
今の自分、これからの自分に影響があったことは言うまでも
ありません。

これからも応援しています！
また何か関われる事があれば是非お願いします。

（アニエスベー・ジャパン ダイレクター　山口  薫）

一言に「フィットネス」と言ってもいろいろなフィットネ
スが産まれているなかで私たちが一つにまとまるのは至難の
業ですが、Fitness Businessさんが旗を振って上を向かせて
くださったおかげで、私たちの日本の今があります！

20周年おめでとうございます！！！
（アイレクススポーツライフ株式会社　木野奨太）

創刊20周年おめでとうございます。
私のジムでは、全員正社員というチームワークを活かして

本部と現場一体型で、パーソナルジムの可能性を追求してい
ます。試行錯誤する毎日ですが、いつも多くの刺激と気づき
を頂いています。フィットネスの価値を広めていくために、
これからもたくさん学ばせてください。

（株式会社ボディベース　関  拓美）

古屋さん、岩井さん、クラブビジネスジャパンのスタッフ
皆さま、Fitness Business創刊20周年おめでとうございます。
フィットネスを通して、世の中をより良くしたいという熱い
思いに激しく同意し、エールを送ります。Help the World 
Run Better ！！

（SAP ジャパン株式会社 川崎 達也）

Fitness Business 20th
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20周年おめでとうございます。一つの冊子の歴史として
素晴らしいと思います。

ますます身体を基本に、心と人生が広がっていく。
Fitness Businessのますますの発展を!

（日本体操協会　常務理事　岩瀬史子）

Fitness Business創刊20周年おめでとうございます！現場
と経営視点にて様々な情報を得ることができる唯一無二の
尖った貴誌が、これからも私たちフィットネス従事者の背
中をグッと押してくれることを楽しみにしています。Viva! 
Club Business Japan!

（株式会社オークスベストフィットネス　代表取締役　山形
一利）

Fitness Business20周年！おめでとうございます。
変化の速いデジタル化のこの時代で、20年継続すること

の努力や情熱に感銘を受けます。
コロナ禍でFitnessの在り方が問われるなか、世界と日

本の最新情報を発信し続けてくれることで、小さなジムも
Think global, Act Local.で踏ん張れることに感謝です。

3年後、10年後が楽しみです！古屋さん、スタッフの皆さ
ま、ありがとうございます。

（ストレス解放ジム MoMo　村井真紀）

古屋さん、岩井さん創刊20周年誠におめでとうございます。
設立記念日と当方の誕生日が同じ5月22日であること、前

職から転職して私も20周年であることもあり、勝手ながら
縁を感じております（笑）。

セミナー等でお会いした時でもいつでもフレンドリーに接
していただき、お酒を飲みながらも、非常に示唆に富むお話
をいただいたりなど、深謝しています。

私自身、まだまだ業界の方へのサジェスチョンすることな
ど恐れ多いですが、この状況を打破するためにも業界全体で
盛り上げていきたいと思っております。

その意味でも、御社はおおきなブリッジであるとともに、
Fitness Business誌はおおきなツールであると思っており

ます。
これからもぶれずに発刊し続けてください。
今後のさらなる飛躍を心より祈念しております。

( 株式会社オージースポーツ　施設管理部長　水庫雅彦 )

創刊20周年おめでとうございます！
Fitness Businessはフィットネス業界のなかで中心的な存

在であると感じています。いちファンとして勇気をもらい続
けた20年でした。

これからのご活躍も心からお祈りしております！
（株式会社トライアウト　編集部　新山夏葵）

祝20周年！走り続けましたね～、でもゴールは有りませ
んよ。

業界唯一の専門誌を発行し続け、オピニオンリーダーとし

て組織論、人材論を常に提起し、業界人を鼓舞し続ける存在
として、今後も羅針盤で有り続けてください。

前誌クラブマネジメントからは何年になるのでしょうか？
古屋さんが時々吐く苦言が大好きです。
また’、夜会を楽しみにしております。

（岡田豪士）

「Fitness　Business」の創刊20周年おめでとうございます。
フィットネスの現場から離れ、広告業に携わり丸10年と

なりますが、私を育てていただいたフィットネス業界の発展
を願い、古屋さんと一緒に貢献したいと思います！

（株式会社ビックス　新保秀和）

創刊20周年おめでとうございます！業界内の最新情報、
業界内外でチャレンジされている方の考え、推進をシェアい
ただき多くの示唆とワクワク感をいただきありがとうござい
ます！引き続き、業界内外の情報&学びのハブとなっていた
だき、読者みなさんの知のアップデート&サポートよろしく
お願いいたします！

（株式会社東急スポーツオアシス　竹尾賢二）

20周年おめでとうございます。人間、誰しも新たな一歩
は壁が高いもの。勇気あるお客様に寄り添い、ウェアの変化
にまで素敵ですねと会話する。自らの提供価値や様々な理論
と向き合える業界はそうはありません。ウェルビーイングな
生き方を応援する気概を触発する発信をこれからも宜しくお
願いします。

（サントリー　清水亮次）

Fitness Business創刊20周年、そして会社設立20年、お
めでとうございます。情報を分かり易くまとめてくださって、
ビジネスに疎い私も興味を惹かれることがたくさんあります。
これからもますますのご発展をお祈りしています。

（インストラクター　金子智恵）

フィットネスビジネスとともにフィットネスの成長があり
ました。本当に感謝です。

今後、フィットネスがwell-beingやヘルスケアという大き
な世界観のなかでどのように発展していくかが、楽しみです。
そのためにもクラブビジネスジャパンの皆さまが、これまで
以上に広い視野と高い目線で我々を導いてくださることを心
より期待しています。

（株式会社ルネサンス　常務取締役　ヘルスケア事業本部長 
望月美佐緒）

20 周年おめでとうございます。未来を描く指針につながる
アイデアをいつもいただいております。これからも 1 号 1
号楽しみに読ませていただきます。

（ SPA 大手町 FITNESS CLUB 原田公威）

Fitness Business 20th



驚異の退会率２％台を継続する「感じのいいフィットネスクラブ」の秘密
Precor とのタッグで、会員との接点が大幅に増加
ジェクサー・フィットネス＆スパ 24 新潟　マネージャー　髙貫真光氏
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News & Trends

JR東日本スポーツ株式会社（以下、JR
東日本スポーツ）は2021年12月16日
にジェクサー・フィットネス＆スパ24
新潟（以下、ジェクサー新潟）をオー
プン。JR新潟駅南口から徒歩３分にあ
る絶好の立地だ。オープンして４ヶ月
経つが、会員の継続率が約98％で推移
し、同社としても前例がない数字を記
録している。その裏側では、新たな会
費種別の創設、オンラインとオフライ
ンを組み合わせたコミュニケーション
によって「（会員が）辞めたくなくな
るジム」を実現しているという。その
取り組みについて、マネージャーの髙
貫氏に訊いた。

ジェクサー新潟の成り立ちと 
新潟駅周辺のマーケット

JR東日本スポーツは、ジェクサー
ブランドを主に東京、神奈川、埼玉な
どの首都圏を中心に展開してきたが、
今回初めて地方店を出店。出店エリア
のみならず、同ブランドとして初の試
みが詰まった店舗となっている。まず、
その成り立ちについて見ていこう。

ジェクサー新潟はJR新潟駅南口か
ら西側通路で直結する「LEXN ２」と
いうビルの９～ 11階を活用している。
この場所は、別のフィットネスクラブ
が以前入居していた場所で、そこが閉
店してから10 ヶ月後にオープンした。
「新潟のマーケットは非常に競合店舗

が多い地域です。特に24時間ジムを
始めとした小型店舗が多く進出してき
ています。加えて、コロナウイルスの
影響を大きく受けていると分析してい
ます」と髙貫氏は説明する。

そのなかで、ジェクサー新潟として
生まれ変わったこの場所に、以前のク
ラブの会員が多く戻ってきている。
「非常に珍しいのですが、ジェクサー
新潟の会員さまの多くがフィットネス
クラブ経験者です。オープン当初の会
員さまの平均年齢は約56歳で、若干
女性のほうが多いという構成でした。
居抜きで出店する場合は、以前のクラ
ブのイメージを引きずり、集客に苦戦
することが多いが、稀有な事例と言え
よう。

総合型フィットネスクラブへ 
若年層が流入しているわけ

若年層と言えば、24時間ジムのよ
うな低価格帯のジムを利用していると
いう認識が強いと思うが、今では状況
が変わってきている。ジムエリアと
シャワーが利用できて、月額料金が
7,000 ～ 8,000円台というのが主流で
あったが、最近では、料金はそのまま
に総合型フィットネスクラブの施設が
使えるようになってきている。

加えて、新潟のような日本海側の降
雪地帯では、湯船に浸かって身体を温
めるニーズが高いため、スパエリアが
充実していることが強みになる。サウ

ナはもちろん、外気浴が可能な露天風
呂まで利用できて、「レギュラー会員」
であれば8,800円（税込）、同社全体
で初めてとなる「ジム＆サウナスパ会
員」であれば7,480円（税込）でスタ
ジオ以外の施設が利用可能になった。

25mプールが６レーンあり、ス
タジオは３面用意。そのうちの１つ
はバイクプログラム専用スタジオと
なっており、VRプログラムが楽しめ
る新感覚のフィットネススタジオと
なっている。
「現在では、若年層の新規入会が増
え、会員さまの平均年齢も下がりまし
た。男女比についても、男性が女性を
逆転しました」と髙貫氏は言う。地域
の若年男性の「筋トレ需要」を確実に
取り込むなかで、新たな世代の会員を
総合型フィットネスクラブが獲得して
いる。これだけ施設が充実しているな
かで、会費が家計に優しいため、若年
層に支持されるのも頷けるだろう。

ジェクサー新潟の会員継続率の裏で 
Precor のソリューションが活躍

新規オープン時の店舗には、キャン
ペーンを利用しつつ、多くの会員が入
会する一方で、その会員が継続的に通
い続けてくれるのかどうかは、フィッ
トネスクラブの施策によって大きく左
右される。そのなかで、ジェクサー新
潟の退会率はわずか2.4％。JR東日本
スポーツ内でもそうだが、フィットネ

サウナ 露天風呂 VRバイクスタジオ× TRIP プログラム
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ス業界全体で見ても、とりわけ優れた
数値ではないだろうか？

この数値の背景には、大手マシン
メーカーであるPrecor Japan株式会
社（以下、Precor）のサポートがある。
まず、ジムエリアについては、カーディ
オマシン、ストレングスマシン、フリー
ウェイトに至るまですべてがPrecor
製で統一されている。世界に認められ
ているマシンメーカーの最新ライン
アップを取り揃えているため、会員も
心置きなくトレーニングができる。満
足度は自ずと高くなる。

それだけではなく、Precorはフィッ
トネスクラブのマシンと連携したデジ
タルソリューションを２種類用意して
おり、ジェクサー新潟ではどちらも導
入されている。
「いくつかのフィットネスクラブで
Precorさんのデジタルソリューショ
ンが導入されていることを当社施設開
発部から聞きました。今回、新たな取
り組みを多く取り入れている店舗とし
て、ジェクサー初の導入に踏み込んだ
のです」と髙貫氏は言う。

Precor が提供する 
デジタルソリューション

１つ目はソニー株式会社（以下、
SONY）と共同開発したADVAGYM（ア
ドバジム）だ。Precor製のマシンで
なくても後付けでセンサーを設置する
ことで、会員はストレングスマシンの
ワークアウト履歴を簡単に取得するこ
とができる。やり方はシンプルで、専
用アプリをダウンロードした端末を、
センサーにかざしてからトレーニング
を開始するだけ。

もう１つはPreva（プレバ）。カー
ディオマシンに内蔵されており、こち
らも専用アプリでランニングマシンや
バイクマシンの記録を取得することが

できる。このような会員の運動データ
を活用することで、退会率を低くしつ
つ、さらなるフィットネスクラブの
アップデートも可能となる。

OMO 型の店舗では会員との 
コミュニケーションがこう変わる
OMOとは「Online Merges with Offline」
の略称で、オンラインとオフラインを
融合するという意味である。ジェク
サー新潟は Precor とともに、これを
実現しているからこそ、会員との接点
を従来型の店舗より多く生み出すこと
に成功している。
「コロナで世の中が大きく変わり、今
では対面のコミュニケーションだけで
は不十分です。一方で、全部がオンラ
インで完結することもありません。大
切なのは併用することです。しっかり
会員さまの顔と名前を憶えて挨拶をし、
お声がけをするというのは、今でも変
わらないホスピタリティです。それが
できるクラブは信頼を得られます」と
髙貫氏は力説する。

このときに、会員のジム内での行動
をすべて把握するのは物理的に不可能
であるが、ADVAGYMやPrevaのデー
タを施設側も確認することができるた
め、その会員の訪問履歴、運動履歴を
元に、パーソナライズしたお声がけが
できるようになる。例えば、「○○さ
ん、おはようございます」という挨拶
だけよりも、「○○さん、最近頻繁に
ウェイトトレーニングに取り組んで、
扱える重量が伸びてきましたね。オス
スメのトレーニングメニューをアプリ
に送っておくので、後でチェックして

みてくださいね」といった声がけをさ
れた方が、会員も喜ぶだろう。それが、
テクノロジーの活用で可能になったの
だ。直近では、パーソナルトレーニン
グの提供を開始したため、そこでもト
レーニングデータの分析やアプリ経由
で日々のアドバイスの提供などの活用
も期待されている。

また、Prevaはカーディオマシンの
画面上に、会員へのご案内を表示する
機能がついており、そこからパーソナ
ルトレーニングの告知をすることで、
集客を狙っているという。ジェクサー
新潟にはカーディオマシンだけで44
台配備されており、その宣伝効果は大
きいだろう。

デジタルソリューションが秘める 
今後の活用の可能性

最後に、髙貫氏より今後の展望につ
いて訊いた。
「まだまだ、デジタルソリューション
の全機能を使いこなせているとは言え
ないですが、まずは新潟店のスタッフ
がPrecorさんとともに成長し、会員
さまに提供できるものを増やしていき
たいと考えています。例えば、グルト
レというグループエクササイズのご案
内を、トレーニング履歴から読み取っ
たその人の趣向に合わせてお送りする
ことができると思っています」

入会後からコミュニケーションが活
発に行われ、データ分析を元にスタジ
オへの参加を促すというサイクルが生
み出せれば、会員のエンゲージメント
が高まり、「辞めたくなくなるジム」
になるのは必然かもしれない。

Preva 画面を通じてキャンペーン告知 Advagymを設置した Precor 製マシン

Advagymによるコミュニケーション
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来場証/Visitor Badge

業種
Job

[名刺をお貼ください]
Please stick your bisiness card here.

会社名
部署
役職

姓 名 様

山
折
り
②

セミナー・イベントのご案内/
Information of Seminars＆Event

●セミナー・イベントをお申込みの方は、マイページ記載の注意事項・準備につい
てご確認ください。当日は、お時間に余裕をもって会場へお越しください。
●セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては事務局は一切責任を負いま
せん。
●セミナーの録画・録音は禁止しております。

●If you are applying for a seminar or event, please check the precautions
and preparations on "My Page". Please come to the venue on the day in
plenty of time.
●The Show Management Office will not be held responsible for any
accidents, injuries or other problems during the seminar.
●Recording of seminars is prohibited.

山折り①

アクセス/Access

東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1/3-11-1,Ariake,Koto-ku,Tokyo
TEL:03-5530-1111（代表）
■電車・バス
〇りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩7分
〇ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩2分
〇都営バス「東京駅」発 都05-2系統（勝どき駅前経由）、都営バス「東京駅」発 東
16系統（豊洲駅前経由）、「門前仲町」発 門19系統（豊洲駅前経由）
「東京ビッグサイト」下車

お問い合わせ/Contact

SPORTEC事務局 / TSO International Inc.
E-mail : visitor@tso-int.co.jp
TEL� 81-3-6273-0403 FAX� 81-3-5363-0301
営業時間 / Business Hour 10� 00-18� 00

 （土日・祝祭日除く� Expect Saturday,Sunday and Holiday）

開催概要/General Information

会 期/Date� 2022年7月27日(水)・28日（木）・29日(金)10～17時
27(Wed)・28(Thu)・29(Fri)10am-5pm December,2021
会 場/Venue� 東京ビッグサイト 東展示棟
Tokyo Big Sight
主 催/Organizer� SPORTEC実行委員会/TSO International Inc.

当日ご入場の際の注意点/Attention

ご来場、また会場内は、
●マスクの着用をお願いいたします。
●入場の際は、体温チェックをさせていただきます。
●名刺、本用紙（本状）、身分証明書を必ずご持参ください。
●本用紙（本状）が、イベントへの来場バッジとなります。会場受付でチェック
イン後、バッジホルダーに入れて展示会場内へご入場ください。
●本用紙（本状）は、A４サイズ・カラーで必ず印刷してご持参ください。
●本用紙（本状）来場証をお忘れになりますと、確認にお時間をいただく場合が
ございます。
●本用紙（本状）は、お申し込み頂いたご本人様のみ有効です。
When you come and visit the venue,
*Please wear a mask.
*We will check your body temperature when you enter.
*Be sure to bring your business card, visitor badge (this badge), and
personal certificate.
*This is the visitor badge, so please print out A4 size with color and bring to
the venue.
*Please come to the registration counter when you arrived at the
venue.Then,we will check-in you and give you the badge holder.
*If you forgot this paper,it might take time to check your registration.
*This visitor badge can be used by the person himself.

mailto:visitor@tso-int.co.jp
https://reg-visitor.com/admctrl/sougou_kaisai_tenjikai.php?1650619661#f1
https://www.sports-st.cpm
mailto:info@sports-st.xom


https://www.hirotec.biz/


mailto:support@asitae.net
https://www.karadastation.com/business/
https://www.facebook.com/karadastation
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企業家精神
Feature
特            集

既存のフィットネス事業者が、企業家精神をもち、イノベーションの実現を目指し、スケールする新規事業を
創出する方法について、ヒントと勇気を提供したいと考えた。新しい価値を備えた事業の創造や実装、組織づ
くりなどについての知識と経験をもつ識者６名、フィットネス業界で企業家精神を備え、新規事業に携わって
きた実務者４名の総計 10 名に訊ね、その本質に迫った。
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企業家精神Feature
特            集

既存のフィットネス事業者が、現状維持バイアスから逃れ、企業家精神をもってビジョンを描き、イノベーションの実現を目
指して新規事業を創出～成長させていけるようにするには、どうしたらよいのか？　その方法について考えたい。

Ⅰ Issue  課題

ピーター・ドラッカー氏の著
書に、同氏が1985年、75歳の時
に著した『イノベーションと企
業 家 精 神（ 原 題 Innovation and 
Entrepreneurship）』がある。本書
で同氏は「イノベーションが成功す
るかどうかは、その新奇性、科学性、
知的卓越性によってではなく、市場
で成功するかどうかによって決まる。
企業家精神は、科学でもなければス
キルでもない。実務である」と述べ
ている。そして、イノベーションの
機会をどこに見出せばよいのか、現
実の事業として発展させていく時に
行うべきことと行ってはいけないこ
となどについて事例を挙げて詳し
く説明した後、組織に焦点を合わ
せ、組織が成功するための原理と方
法は何か、企業家精神を発揮するに
は、いかに人を組織し配置すべきか、
その場合の障害、陥穽、誤解は何か、
さらには企業家の役割やその意思決
定といったことについて、詳しく解
説している。

同氏は、「既存の企業は、（ベン
チャーとは異なり）既存の事業をマ
ネジメントする方法は知っているが、
いかに企業家たるべきか、いかにイ
ノベーションを行うべきは知らない。
既存の企業は、企業家としての能力
を身につけない限り、急激な変化と
イノベーションの時代を生き抜くこ
とはできない」と、きっぱりと言っ
ている。

もう一度、要旨をまとめると、「企
業家精神は、実務そのものであり、
イノベーションは市場で成功するか
どうかにかかっている。そして、既

れるものであり、カーブスやRIZAP、
Dr.ストレッチを挙げることができ
よう。

こうしたイノベーターたちと肩を
並べるくらいの企業家が、既存の
フィットネス企業のなかからも、ど
んどん生まれてくるようになること
が求められる。特に、期待したいの
は、先に挙げた４社を除いて、売上
高でトップ10位以内に入っている
企業だ。まず経営層が企業家精神や
イノベーションとは何かを知り、社
内の企業家予備軍と共創していくこ
とが大切になろう。

今回の特集では、特に既存の
フィットネス事業者に、イノベー
ションを実現するための企業家精神
をもつことと、それを発揮してス
ケールする新規事業を創出する方法
について、ヒントと勇気を提供した
いと考えた。新しい価値を備えた事
業の創造や実装、組織づくりなどに
ついての知識と経験をもつ識者と、
フィットネス業界で企業家精神を備
えイノベーションを実現してきた実
務者の総計10名に、主に、下記６
点について訊ねた。

（１）これからの時代に、フィット
ネス事業者により求められる「企業
家」の要件（能力と精神）とは何か？
　それがより求められることになっ
た背景は？

（２）従業員は、「企業家」の要件（能
力と精神）をどのように育めばよい
か？

（３）新しい価値を備えたサービス
を生み出す機会を探し、イノベー
ションを実現する具体的な方法やス

存企業は、いかにイノベーションを
行えばよいか、わかっていない。た
だし、唯一、企業家としての能力を
身につけることができれば、イノ
ベーションを実現できる」と語って
いる。

フィットネス業界においても、コ
ロナ禍の影響やデジタル化の進展な
どで、外的環境が大きく変わり、そ
うした外的環境に対応できなければ、
既存のフィットネス事業者は、停滞
を余儀なくされているが、この間に
それほど大きな影響を受けること
なく、業績を維持し、いち早く黒
字化させたのは、カーブスやRIZAP、
Dr.ストレッチ、エニタイムフィッ
トネスなど、まさに企業家としての
能力を身につけたイノベーターたちだ。

イノベーターと言っても、クレイ
トン・クリステンセンによれば、カ
イゼンや改良レベルの持続的なイノ
ベーションを実現する企業家と確立
された技術やビジネスモデルによっ
て形成された既存市場の秩序を乱し、
業界構造を劇的に変化させてしまう
ディスラプティブなイノベーション
を実現する企業家があり、後者はさ
らにローエンド型と新市場型のそれ
に分けられる。クリステンセンが最
初に発見したローエンド型のディス
ラプティブイノベーションは、成熟
化した既存の市場に、低価格かつ利
用しやすいサービスを提供するもの
であり、エニタイムフィットネスを
その例として挙げることができ、そ
の後に発見した新市場型ディスラプ
ティブイノベーションは、全く新し
い価値観・サービスをもとに創出さ
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顧客が健康的な生活を維持するためには、運動とともに食事も大切なひとつ
の要素。パーソナルジムの食事指導から、総合型クラブのラウンジまで、あ
らゆる業態・サービスで最適な「食事」が求められている。そこで、今回はフィッ
トネスクラブに求められる栄養学やトレンドを整理したうえで、最適な食事・
サプリメントについてまとめた。

食事・サプリメント

フィットネスクラブに求められる栄養学
一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会　代表理事　岩崎真宏氏

フィットネスはマルチなヘルスケアサービスへと進化

一般社団法人日本栄養コンシェルジュ
協会で代表理事を務める岩崎真宏氏は、
管理栄養士、臨床検査技師、そして医
学博士として「スポーツ×栄養」の領
域で活躍しており、フィットネスクラ
ブを始めとしたスポーツ施設で働く運
動指導者とも長年連携しながら、様々
なヘルスケアサービスの立ち上げに参
画している。自身も経営者として栄養
学を切り口としたサービスを最前線で
提供している同氏に、今回はフィット
ネスクラブに求められる栄養学のポイ
ントおよびトレンド、さらにフィット
ネスクラブの今後のあり方を訊いた。

筋トレ・ダイエット以外の 
健康ニーズに応えられる施設へ

今のフィットネス業界は、トレーニ
ングだけを指導する場所ではなくなっ
ていることは周知のとおりだが、その
領域はどこまで広がっているのだろう
か？　岩崎氏によれば、栄養学は必須
であり、そのほかメンタルヘルスや睡
眠にまで広がってきているという。今
回は栄養学にスポットライトを当てる
が、そこだけを切り取っても、幅広い
ニーズが生まれている。
「今までであれば、食事指導の大きな
要素は『筋肉をつける』、もしくは『ダ
イエットをする』の２つでした。しか
し、この２つではカバーしきれない範
囲まで、会員さまのニーズは広がりを
見せています」と岩崎氏は説明する。

それらに共通するポイントが「医学
的なエビデンス」があること。その前
提があるうえで、世代別やライフス

テージ（妊娠期・成長期など）に合わ
せた栄養学、QOL（Quality of Life：
生活の質）を高める栄養学の知識を、
健康診断で取得した数値も活用したう
えで会員さまに還元できるようにする
ことが、トレンドとして求められてい
るようだ。

マルチなサービスへとシフトした 
フィットネス業界の変遷

この機運は、いつから始まったのだ
ろうか？　岩崎氏は、このように説明
する。「2017年頃までは、先ほども
述べたダイエット需要の全盛期でし
た。極端な食事制限の方法論が数多く
現れたのもこの時期でした。そこか
ら2019年にかけて、メディカルの要
素が強くなっていきました。フィット
ネス業界全体では、より専門性を高め
ていく路線に進んでいっていました
が、この時期もとがり過ぎた方法論に
進む傾向にあるように見受けられまし
た」。岩崎氏はさらに続ける。「ところ
が、2020年に発生したコロナをきっ

かけに、マルチな路線へとシフトした
と思っています。理由は、老若男女の
誰でも罹患する可能性のあるウイルス
に対して、真の健康需要が顕在化した
からです」

例えば、極端な糖質制限やファス
ティングなどを行うと、十分な栄養が
摂取できずに免疫力が下がる。そうす
ると、感染リスクが高まるなかで、専
門的すぎるかつ狭すぎる知識よりも、
バランスよく幅広い知識が求められる
というのが現在のトレンドだ。

フィットネスクラブは栄養学の 
“How”ではなく “Why”を学べ

インターネットが普及し、わからな
いことがあればすぐに調べることがで
き、社会全体として栄養学の方法論

（How）について一定のリテラシーが
生まれているなかで、それだけを伝え
ても会員さまには響かない。極端な方
法論についても、良し悪しを選別でき
るようになりつつある彼らが本当に求
めているのは、その人にカスタマイズ

フィットネスクラブに求められるマルチなサービス
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された「理由（Why）」である。
「『あなたの身体の状態は現在こうで、
それを改善するためには、こうする
必要がある』という文脈があるだけ
で、全く説得力が違います。そうする
ためには、各種栄養素について学ぶと
いうよりも、身体の仕組みである生理
学や生化学を学ぶ必要があると思いま
す。正しい評価方法で会員さまの現状
把握とフィードバックができるように
心掛けるといいですね」と岩崎氏は話す。

新たな食事・サプリメントの 
トレンド３選

それでは、ずばり岩崎氏の目から見
て、現在増えている食事・サプリメン
トのラインナップのキーワードとは何
だろうか？　それらは下記である。
①腸内細菌
②エネルギー補給としてのMCTオイル
③植物由来
「もちろん、従来からあるホエイプロ
テインや、高たんぱく質、低糖質、低
カロリーの商品も引き続き人気が高い
です。しかし、消費者のリテラシーの
高まりの影響で、それ以外の商品につ
いても伸びてきています。特に顕著な
のが上記の３つだと思います」と岩崎
氏は述べる。

なぜそれが必要であると捉えられ
ているのだろうか？　例えば①の乳
酸菌であれば、腸内環境を整えるほ
か、最近の研究では免疫力を高める
とも言われ始めている。②のMCTオ
イルとは中鎖脂肪酸（Medium Chain 
Triglyceride）を多く含むオイルを指
し、医療現場で拒食や食事不食に伴う
虚弱に対して吸収が早いMCTオイル
がエネルギー補給のために用いられて
きた。近年ではスポーツにおけるエネ
ルギー補給にも利用されるようになっ

た。大豆以外の豆類からたんぱく質を
取れるプロテインが続々と登場してい
るという。そら豆由来のプロテインは

「ピープロテイン」とも呼ばれ、大豆
にアレルギーがある人でも植物由来の
ヘルシーで環境負荷も少ない商品が食
べられるようになってきている。

ヘルスケアの大転換期における 
フィットネスクラブの強み

今まで岩崎氏が述べてきた「マルチ
なニーズ」が求められるなかで、それ
に応えられるプレイヤーは医療機関で
はなくフィットネスクラブであると岩
崎氏は断言している。体調をすでに崩
している人しか利用できない医療機関
とは異なり、自分の健康状態を気に懸
ける圧倒的なマス層にアプローチでき
るからだ。そのようなトレンドの変化
により、フィットネスクラブとしての
集客の切り口も変わってきていると言う。
「ダイエット需要全盛期では、『太っ
てしまった人を痩せさせる場所』とし
て集客することがメインでしたが、今
はそれ以外の色々な理由付けで集客を
することが求められています。『睡眠
の質を高めたい』『食事で身体を整え
たい』などのニーズにも予防医療を提
供する施設としての立ち位置でアプ
ローチが可能になってきています。こ
れは業界として大チャンスだと思って
います。あとは、その施設が自社の得
意なサービスをターゲット顧客に合わ
せて訴求し、提供するだけですから」
と岩崎氏は話す。

フィットネスクラブと 
クリニックの連携が増加

最近では、クリニックのなかに
フィットネスクラブを併設したり、同
じ地域にある別々の施設が連携したり
するケースが増えていると岩崎氏は述

べる。いわゆるメディカルフィット
ネスだ。Fitness Business通巻118号
のHITITEMでも特集した領域なので、
この機会に読み返してもよいだろう。

健康な状態の人も様々な理由で通う
フィットネスクラブと、慢性疾患を抱
える人が多いクリニックが連携するこ
とで、地域のヘルスケアステーション
としての役割や、実現できることが
益々増えてきている。そして、急性疾
患は病院で治療するという棲み分けが
きちんとなされれば、ヘルスケアおよ
びウェルネスを３段階でサポートでき
る仕組みができあがる。その入り口に
いるのがフィットネスクラブだ。

ヘルスケアステーションに加え 
健康の教育の役割も担う

最後に、岩崎氏が見据えるフィット
ネスクラブのあるべき姿について訊
いた。
「私の意見では、健康の教育機関のよ
うになっていくといいなと思っていま
す。健康に関する知識というのは、実
はまとめて学べる場所が意外とないの
です。義務教育もそうですし、病院で
も教えてもらえません。だからこそ、
まずは友人に相談するくらい気軽に健
康の相談ができる場所を目指し、そこ
から発展していくことを願っています」

そのときに必要なことを、岩崎氏は
「演劇力」と定義している。
「イギリスやオーストラリア、アメリ
カなど日本以外の先進国の教育現場で
は演劇教育が必修科目となっており、
コミュニケーション能力とコミュニ
ティ形成において演劇力が不可欠と考
えられています。皆さんも身近に思い
当たるところがあり、得意としている
ことだと思います」一呼吸置いて、岩
崎氏は続ける。「そうです。パーソナ
ルトレーニングのトレーナーやスタジ
オレッスンのインストラクターなど、
この演技力を使ってお客さまが楽しみ
ながら身体の動かす方法を、すでに教
えていると思います。人気のある人ほ
ど、その傾向は顕著です。このスキル
を、次は幅広く健康領域にまで広げて
いけば、実現は可能だと考えています」
と岩崎氏は期待を込めて話す。MCT オイル 植物由来製品
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REGBODY

十人十色のボディメイクに、オンライン食事指導アプリを活用

株式会社 REGBODY　代表トレーナー　濵田健太氏

く、まずクライアントのことをよく知
り、それに合わせてプログラムを設計
していきます。ダイエット目的のみな
らず、不定愁訴へのコンディショニン
グにも対応するなど、幅広く対応が可
能です」と濵田氏は説明する。

もちろん鍼灸師としてのコンディ
ショニングも可能だが、一方で「ス
ティックモビリティ」と呼ばれる米国
ではトップアスリートも活用するコン
ディショニングプログラムを日本で唯
一導入するなど、身体のプロとしての
こだわりが見て取れる。

今や栄養素指導に欠かせない
カロミルアドバイスとは

REGBODYは、もちろん食事指導に
ついても力を入れている。会員にはま
ず、仕事時間や食事のタイミングなど
をヒアリングするなかで、必要な栄養
素指導を行っている。
「従来はLINEだけで取り組んでいた
のですが、ユーザーの結果を出すため
に、より詳細な栄養分析と指導を可能
にするツールが欲しいと思いました」
と濵田氏は言う。そうしてカロミルア
ドバイスを取り入れたが、繰り返され
るアップデートによって、できること
が増え、今では欠かせないツールに
なっている。

仕組みとしては、まず会員に「いつ・
何を・どのくらい」食べたのかをアプ
リに記録してもらう。そうすると、そ
の食事に含まれる栄養素をグラフで可
視化してくれて、それに対してチャッ
ト形式でフィードバックを送ることが
できる（画像参照）。このチャット機
能も、新たに追加された機能の１つだ。

この仕組みがあることで、より質の
高い食事指導を、スピーディーに行う
ことが可能となった。それだけではな
く、運動を指導する人と食事を指導す
る人が分業することもできるので、限
られた人数であっても多くのクライア

株式会社REGBODY（以下、REGBODY）
は新宿と池袋に計３店舗のパーソナル
ジムを展開している。「魅了するカラ
ダへ、十人十色のボディメイク」とい
うコンセプトで、適切な運動と食事管
理によって、会員のなりたい姿へ導く
エキスパート集団だ。そのなかで、食
事指導の質をさらに高めていくべく、
健康管理アプリ「カロミル」と連動す
るオンライン食事指導ツール「カロミ
ルアドバイス」を約３年前に導入。運
営者の業務効率化はもちろんのこと、
顧客満足度を大きく高める結果に結び
ついているという。従来の食事指導と
一線を画す部分はどこなのか？　同社
の代表トレーナーを務める濵田健太氏
に詳しく訊いた。

ライフスタイルに合わせた
完全オーダーメイドが強み

REGBODYは、一律にダイエットや
筋力トレーニングのプログラムを提供
するのではなく、顧客の趣味嗜好や
生活リズムに応じたプログラムを完
全オーダーメイドで作成することで、
徐々に支持を集めている。

これを実現するためには、トレー
ナーに高い水準のスキルが求められる。
代表の濵田氏については、鍼灸師の国
家資格を所有しており、ほかの所属ト
レーナーも国家資格所有者が多い。
「枠に当てはめたプログラムではな

ントとコミュニケーションを取ること
ができ、その点も重宝している。

食事指導ツールの導入で
会員はこう変わる
「会員さまには食事の記録を原則皆さ
まにお願いしています。写真を撮った
り、食事内容を選択するだけなのでス
トレスフリーで続けやすく、結果が出
やすいとお客様にも好評です」と多く
のクライアントを見てきた濵田氏は断
言する。パーソナルジムに毎日来るこ
とは難しいが、食事は毎日のこと。そ
こが改善されるか否かで、結果が大き
く変わるのは当然だろう。

自分の食事を入力すると、視覚的に
その日に摂取した栄養バランスがわか
り、意識が変わりやすい。さらに、信
頼するトレーナーからアプリを通じて
的確なアドバイスがもらえれば、鬼に
金棒だ。そうして、望んでいた結果に
結びつくと、顧客の満足度は高まり、
口コミによって新たな顧客の獲得も容
易になっていくというという好循環が
生まれてくる。

分子栄養学を取り入れ
さらなるニーズへ対応

REGBODYはすでに４店舗目の出店
を決定。向こう３年で約40店舗まで
増やすという野望を濵田氏はもつ。た
だ店舗数を増やすのみならず、サービ
スに質も向上させていく。健康診断の
血液検査の結果を元に、高度な知見を
要する分子栄養学を駆使してサポート
していくと言う。

そして、REGBODYは今後もカロミ
ルアドバイスを活用していきながら、
十人十色のボディメイクを通じて、そ
の人の豊かな人生をサポートしていく。

カロミルアドバイスの
資料請求・無料トライアル
はこちらから
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UNDEUX SUPERBODY

女性の真の美しさを運動と食事改善により取り戻す

株式会社フィットクルー　マーケティング部　部長　鹿島真由美氏
同　取締役　東  翔太氏

株式会社フィットクルー（以下、フィッ
トクルー）は、女性専用パーソナル
ジ ム『UNDEUX SUPERBODY（ ア ン
ドゥスーパーボディ）』を、東京、大阪、
名古屋、福岡といった大都市圏に17店
舗展開している。店舗名はフランス語
で数字の「１」、「２」という意味。１
に健康、２に美、それら２つを叶えた
いという想いで名付けられた。2015
年よりUNDEUX SUPERBODYを展開し
てきたが、会員の目標達成率を高める
ために、宅配食をパーソナルトレーニ
ングの料金に組み込む新プランをス
タート。なぜ女性にフォーカスを当て
るのか？　宅配食の導入によってどの
ような効果が出ているのか？　それら
について詳しく訊いた。

女性の健康は 
家庭および社会も元気にする

医療サポート事業をしている際にあ
る課題が浮き彫りになり、2015年に
フィットクルーを設立する。
「私たちがサポートしていた高齢夫婦
のお話になります。奥さまが体調を崩
された後、旦那さまも元気がなくなっ
てしまうというケースを目の当たりに
しました。そのときに、女性の健康を
サポートすることが、その家庭のみな
らず社会全体を元気にできるのではな
いかと感じたのです。その想いを胸
に、女性専用のパーソナルジムである
UNDEUX SUPERBODYを開始しまし

た」とマーケティング部長を務める鹿
島真由美氏は話す。

女性にとって、健康と美は切っても
切り離せない関係にあるのは誰もが納
得するだろう。そのどちらも実現させ
るジムがUNDEUX SUPERBODYだ。

２ヶ月の短期集中コースと 
アフターコースのハイブリッド

UNDEUX SUPERBODYは 最 初 の
２ヶ月で「劇的変化」の実現のため、
会員となった女性に向けてサポートす
る。正しいトレーニングと食事によっ
て、目標の体重や体脂肪率に向けて伴
走していく。過度な食事制限を促すの
ではなく、正しく食べることで腸内環
境を整えつつ、減量もできるように設
計されている。
「身体を短期間で変化させていくとし
ても２～３ヶ月は掛かります。お客さ
まの現状を理解し、目標まで無理のな
い最適なプランをご提案するようにし
ています」と取締役の東氏は説明する。

ただ、短期間で劇的な変化をした場
合、リバウンドのリスクはないのだろ
うか？　そこもしっかり考えられてい
る。会員には１回あたり4,950円（税
込）というリーズナブルな価格で月に
４回まで通えるプランを用意し、リバ
ウンドを防ぐバックアップ体制もしっ
かりと整備している。事業者目線で言
えば、このモデルによってLTVの向上
にもつながるだろう。実際、半数以上
の会員がアフターコースに申し込むそ

うだ。

宅配食をプランに組み込み 
96.5％の会員が目標を達成

冒頭にも述べた通り、宅配食の提供
は最初から行われていたわけではない。
従来は管理栄養士による栄養指導を
行っていたものの、実際に食材を選ん
で料理をしたり、外食をして食べ物を
口にしたりするのは会員だ。栄養に関
する知識は得られても、実践できると
は限らなかったのだ。そこで、２年ほ
ど前から宅配食をセットとするパーソ
ナルトレーニングプランへと刷新した。
「集中コースの間は自動的に冷凍のお
弁当が配達されるので、会員さまは何
も考えずにそれを食べればいいという
状態を実現できました。そのおかげも
あって、最初に設定した目標を達成で
きる人が増え、今では様々なジャンル
で活躍するインフルエンサーの方にも
個人的に通ってくださるまでになりま
した」と鹿島氏は胸を張る。

この宅配弁当についても、管理栄養
士が監修しており、適切なPFCバラン
スおよび栄養バランスを考慮してつく
られている。種類は約30種類用意し
ており、会員さまに最適なお弁当全
30食が集中コース期間中配送される。
アフターコースには含まれていないが、
希望者は特別価格で食事も付けること
ができるという。

2022 年には新たに 
15 店舗の出店を計画

直近では池袋と福岡にオープンし
たUNDEUX SUPERBODY 。今後は自
社で展開するトレーナー養成スクール

「プロジム」にて上質なトレーナー人
材を育てながら、店舗数の拡大を目指
す。そして、当社が掲げている「フィッ
トネスで社会を明るくする」という理
念の実現に向けて、今日も女性を運動
と食事で元気に美しくしていく。
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ドクターズ・マン

水素水でオプションサービスNo.1を目指す

慶應義塾大学医学部との共同研究で体内動態エビデンス取得

素水飲用後の体内動態を空腸静脈・門
脈・下大静脈の血中水素濃度測定試験
を行った。その結果、空腸静脈におい
ては飲用前の約138倍、肝臓へつなが
る門脈においても飲用前の約50倍も
の水素濃度上昇を確認した。さらに水
素水500mlを飲むと、飲用後120分間
にわたり十分な量の水素が肝臓へ供給
されていることも科学的に証明。本研
究論文は’21年11月、医学誌『Heliyon』
電子版に掲載された。同社の水素水に
は治療効果が報告されている先進医療
レベルをはるかに超える肝臓内水素濃
度上昇能力があることを証明した重要
なエビデンスとなった。

会員管理システムとの連動強化

ドクターズ・マンでは、水素水オプ
ション運用・管理の利便性を高めるた
め会員管理システムと水素水サーバー
との連動を推進してきた。同社ではこ
れまでに「Hello」「SLIM」「hacomono」
とのシステム連動を実装し運用してい
る。水素水サーバーを会員管理システ
ムに連動させることで、オプション入
退会管理、売上管理の利便性向上に加
え、不正利用防止に大きな効果をあげ
ている。また、オプション会員認証に
ついても、IC認証、顔認証、バーコー
ド認証、QRコード認証など様々な認
証方式に対応できる機種を開発。消費

水素は抗酸化・抗炎症・抗アレルギー
効果に加え、疲労回復・睡眠改善・血
流改善・肥満抑制など多くの症例で効
果を発揮することが基礎研究・前臨床
試験・臨床試験で示されてきた。近年
では慶大医学部より「水素が自律神経
のバランスを整え、血圧を下げる効果
を発揮」とするプレスリリースが発表
されるなど、日々新しい治療機会に注
目が集まっている。

水素水オプション

株式会社ドクターズ・マン（以下、
ドクターズ・マン）は、2009年から
フィットネスクラブで水素水オプショ
ンサービスを展開する水素水のパイオ
ニア企業。2009年当時に導入された
初代水素水サーバーは進化を重ねなが
ら現在1,000クラブ以上に導入されて
いる。現在主流になっている「水素水
月額飲み放題（サブスク式）」も同社
がいち早く開始したサービス。運動と
水分補給という相性の良さもあり、ク
ラブ運営を支える重要な会費外オプ
ションとして常に注目されている。

体内動態エビデンス取得

ドクターズ・マンは、同社の特許技
術で生成された水素水を用いて慶應義
塾大学医学部との共同研究を実施。水

者だけでなくクラブ側ニーズにも対応
できる製品開発を心がけている。

炎症抑制・血栓抑制作用を発表

’22年１月、慶應義塾大学医学部は
ドクターズ・マンとの新たな共同研究
結果を発表。水素に「体内の炎症を
抑える効果」「血管内の血栓を抑制す
る効果」があることを報告した。本
研究論文は医学誌『JACC：Basic to 
Translational Science』電子版に掲載
され、慶大医学部からもプレスリリー
ス発表が行われた。水素は医薬品でな
いため同社が薬効・薬理効果をうたう
事はできないが、これからも水素の作
用機序・薬理効果の解明を進めていく
という。

同社の水素水サーバーは、フィット
ネスクラブのみならず大手アパレル企
業・素材メーカー・金融機関などの従
業員食堂にも導入されている。また、
大手ゼネコンが手掛ける工事現場でも
活躍している。これらは、水素の自律
神経バランスを整える作用や熱中症予
防効果に期待しての導入という。いま
や水素水は健康経営の一端を担うアイ
テムとして注目されている。数多くの
研究報告に加え導入先も多岐に渡る同
社独自製法の水素水。皆さんもフィッ
トネスクラブにおける日常的な水素水
摂取を習慣化してはいかがだろうか。
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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

ジュリー・キング

■ ファンクショナルトレーニングの楽しみ方
   「ノーペイン・ノーゲイン」の考え方をきっぱりと捨てる

Planet Fitness によって打ち出され
ている、最近の「Fitacular」のような、
高コストなマーケティングキャンペー
ンを目にする。フィットネスのあるラ
イフスタイルは、エンドルフィンが多
く放出され、運動後に満足感を得られ
ることがその本質だ。

IHRSAが共同で行ったClearView's 
Reconnectという行動科学に裏付けら
れた研究によれば、消費者は運動し
た後にすぐに得られる心地よいベネ
フィットによってモチベーションを高
めやすいようだ。

では、ファンクショナルトレーニン
グのような、より強度の高いプログラ
ムにはどのような意味があるのだろう
か。ファンクショナルトレーニングは、

「ノーペイン・ノーゲイン」の精神に
基づき、高強度インターバル・トレー
ニング（HIIT）と同義語になっている。
これは、激しい・速い・汗をかくほど
の労力を要する・肩で息をするほど呼
吸がきついことが特徴で、最後には達
成感からハイタッチしたくなるほどだ。

このような激しいトレーニングは依
然として人気がある。しかし、パンデ
ミックはフィットネス提供者がファン
クショナルトレーニングを見直すきっ
かけとなった。このような変化の背
景には、次のような要因が挙げられ
る。１つは、コロナによるロックダウ
ンの影響でフィットネスクラブが閉ま
り、運動の習慣を諦めてしまった人が、
コロナが終息傾向にあることで戻って
きたこと。もう１つは、健康維持のた
めの身体活動の重要性が注目されるよ
うになり、運動不足の人たちがジムに

やってくるようになったことだ。
さらに、ワークアウトを構成する概

念が広がり、パンデミックによる孤立
が、消費者にコミュニティへの所属を
強く求めさせるようになった。

これらのことはafterコロナにおい
て、フィットネスクラブが新しいタイ
プのファンクショナルトレーニングを
通じて消費者の運動ニーズに応えるた
めの絶好の機会となるだろう。

ただ筋肉を鍛えることよりも、ファ
ンクショナルトレーニングが日常動作、
より良い動き、快適さを達成するため
にどう影響するかということに重点を
置いているのだ。

ケトルベルを振ったり、縄跳びをし
たり、そりを押したりするだけでは、
もう物足りない。ワークアウトを必要
悪として認識する従来の「ノーペイン・
ノーゲイン（痛みを伴わなければ、何
も得られない）」という考え方は変わ
りつつある。高強度の運動は辛い義務
ではなく、むしろ楽しい体験を得ると
いう欲求を満たすものとなっている。

SCWフィットネスエデュケーショ
ンCEOであるサラ・クーパーマン氏は、

「パンデミックによって、人々は体験
に価値を置くようになった」と指摘す
る。「運動の量ではなく、生活の質や
運動の質が大切。そのため、楽しさ、
コミュニティ、環境はこれまで以上に
重要になってきた。強度の高いファン
クショナルトレーニングであることに
変わりはないが、そこに意図的に楽し
さを吹き込んでいる。クラブは、この
新しい常識を反映するようにアプロー
チを変更し、「激しい呼吸と笑い」、「ト

レーニングと仲間意識」を組み合わせ
た気持ちの良いセッションを促進する
必要がある」と続けた。

パンデミックによる運動者への影響

パンデミックによって、フィットネ
スクラブの会員は日常生活を大きく変
えることを余儀なくされた。デジタル
フィットネスという選択肢と屋外での
ワークアウトが多くの人にとってのラ
イフラインとなり、創造性を開花させ、
様々なニーズが浮き彫りになった。

南カリフォルニアで23の施設を運
営するゴールドジムでフィットネス事
業のディレクターを務めるアンドレ
ア・オースマス氏は、「人々は、自宅
や屋外でのエクササイズを変えなけれ
ばならなかったため、新しいワークア
ウトの選択肢を試すことに前向きに
なった」と指摘する。そのなかでも、
20 〜 30分のセッションで、ヨガ、ピ
ラティス、ストレッチなど強度の低い
エクササイズが人気を集めた。

ヒューストンに２店舗あるアベ
ニューフィットネスの共同経営者であ
るブレント・ギャラガー氏は、「パン
デミックの時代に人々の考え方は変わ
り、散歩が運動になりうると気づいた。
もはや運動というには過酷なHIITの
ルーティンである必要はない」と述
べる。

フィットネスクラブが常に利用でき
る状態でなければ、ワークアウトを継
続することは難しく、運動強度をパン
デミック前の状態に戻すことができな
いと気づいた運動者もいる。ニュー
ヨークで５つのクラブを展開するエナ
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ジー・フィットネスの広報担当者、ジェ
フ・サンダース氏は、「人々は以前よ
りも体型が悪くなっている傾向にあ
る」と述べ、「多くの人は、現在のフィッ
トネスレベルに自信がないため、強度
の低いワークアウトを受け入れてい
る」という。

ギャラガー氏も同意見だ。「以前は、
減量や見た目を良くすることが目的で
したが、今はゆっくりとした簡単な日
常生活で再び動き出したがっている」
と言う。

運動が健康や免疫に及ぼす影響が注
目されるなか、運動不足だった人たち
がクラブに入会している。
「クラブによっては、初心者が多く、
会員層が全く異なることもある。私た
ちは、そのような人たちの状況を把握
し、必要に応じてプログラムを修正し
ている」と、オースマス氏は言う。加
えて、パンデミックにより人々は長
期的に社会から隔離されているため、
フィットネスクラブは、再び新しい会
員を惹きつけるようなコミュニティを
提供するのに有利な立場にある。
「不安や鬱が増加していて、社会的つ
ながりの必要性が見られる」とサン
ダース氏は指摘する。「今回のパンデ
ミックから学んだことのひとつは、人
と人とのつながりの大切さです」。クー
パーマン氏は、フィットネスクラブで
会員が話をするためのスペースを提供
することで、コミュニティを強化する
ことを勧めている。「人々はトレーニ
ングの前後に、トレーナーやインスト
ラクター、そしてお互いに関わりをも
ちたいと思っている」とクーパーマン
氏は付け加える。

経験の適応

クラブやスタジオが会員のニーズと
期待を満たし、会員にリピーターに
なってもらうためには、普遍的な魅力
を持つファンクショナルトレーニング
を開発する必要がある。ファンクショ
ナルトレーニングの楽しさを伝えるに
は、プログラム、設備、スタッフ、そ

してパーソナライゼーションが必要だ。

プログラム作成

プログラム作成では、様々なフィッ
トネスレベルや強度の好みにこれまで
以上に対応できるように設計される必
要がある。

エスケープ・フィットネスの共同設
立者であるマシュー・ジャヌゼック氏
は、「以前は、熱心なフィットネス愛
好家がファンクショナルトレーニング
を支配していましたが、今では高齢者
や若者、長期にわたる健康状態の管理
者など、より幅広い層で共有されてい
ます」と述べている。

アベニューフィットネスは、30分
のワークアウトを多様化し、会員の
ニーズに応えている。「トレーナーが
参加者に合わせてエクササイズをア
レンジするので、同じセッションで４
人が４つの異なるルーティンを行うこ
ともある」とギャラガー氏は説明して
いる。

南カリフォルニアのゴールドジムの
トレーナーは、エクササイズを正しく
実行し、成功したと実感できるよう、
複数の強度変換のオプションを用意し
ている。「誰も失敗したくはないだろ
うし、ただ強度の高い飛び込みから突
き落とすわけにはいかない」と、オー
スマス氏は語る。「プールで泳ぐよう
促し、小さな達成感を与えて、また
フィットネスクラブに来るように仕向
けなければならない」

この考え方は、ファンクショナルト
レーニングを効果的に行うためには、
過酷なトレーニングでなければならな
いという従来の考え方に反する。

エナジー・フィットネスは、会員の
自信を高めて楽しさを提供するため
に、主なサービスをSTRONG、FLEX、
RYDEに簡素化した。実際、機能的な
STRONGにはすべて動物の名前がつけ
られており、エクササイズをする人の
アニマルスピリットを蘇らせるように
促進している。

また、Myzoneという心拍トレーニ

ングにより、セッションをゲーム化し、
切磋琢磨しながら集団のモチベーショ
ンを高めている。

熱心なコミュニティで知られるF45
は、スタジオ内および世界中のメン
バーに参加してもらうために、グロー
バルスタジオリーダーボードを備えて
課題を追加し、フィードバックを提供
し、進捗を追跡し、継続性を高めるデー
タ駆動型ワークアウトを導入している。

F45のグローバルアスレチックディ
レクターであるスコット・トンプソン
氏は、「私たちは、ワークアウトや目
標追跡などを含むF45チャレンジアプ
リで、スタジオ間のインタラクティブ
ツールを作成してきた」と語る。

今日、魅力的なファンクショナルト
レーニングのプログラミングを実現す
るための重要な要素、それは「グルー
プ」だ。
「どんなに機能的であっても、私たち
のトレーニングの根幹に欠けていたの
は楽しさだ」とクーパーマン氏は主張
する。「楽しみとは、グループとのつ
ながりであり、クラスに参加すること
は家で１人でヨガをするよりも喜びを
もたらす傾向がある」と言及する。

設備

ファンクショナルトレーニングでは、
一般的に様々なアクセサリーをトレー
ニングに取り入れることで楽しさを育む。
「トレーナーにとって、機器や付属品
は非常に重要。なぜなら、機器や付属
品は多様性と適応性を生み出し、人々
が何度も繰り返したくなるような体験
を提供するためのものだからだ」ヤヌ
シェック氏はそう主張し、彼の会社の
すべての製品は、モチベーションを高
め、パフォーマンスを向上させ、人々
が自分の限界に挑戦することを促すよ
うに設計されていると付け加えた。

YBellsもその１つだ。ダンベル、ケ
トルベル、デュアルグリップメディシ
ンボール、プッシュアップスタンド
として機能する4in1ツールで、実質、
エクササイズは無限だ。
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YBell Fitnessのワールドワイドセー
ルス＆マーケティング担当副社長の
マーク・リビングストン氏は、「トレー
ナーは、製品の多様性と革新性がファ
ンクショナルワークアウトに面白さを
与え、アクセサリーを変えることなく
様々な複合運動や多面運動を可能にす
るYBellsを気に入っている」と指摘し
ます。

また、Eleikoの伝統的なストレング
ストレーニング製品のフルラインナッ
プは、汎用性とバラエティーに富んで
いる。
「スクワットやデッドリフトのよう
な動きほど機能的なものはない」と、
Eleiko Sportの社長リカード・ブロン
バーグ氏は主張する。「新しいテクニッ
クや動き、そしてセンサートラッキン
グのような技術を加えることで、やる
気と楽しさを育むことができます」

Perform Better社のマーケティング
マネージャー兼販売員であるエリン・
マクギル氏は、基本的な機能性ツール
を障害物コース、駅伝、タイムサーキッ

トに組み込んで、より楽しくなるよう
提案している。

スタッフとパーソナライズ

特別な体験を提供するためには、間
違いなくスタッフが重要な役割を果
たす。
「インストラクターは、人を惹きつけ、
魅了し、高揚させる存在でなければな
らない」とオースマス氏は提案する。

アベニューフィットネスでは、全員
がメンバーの名前を知っているような
励ます精神性の育成を目指す。ギャラ
ガー氏は「チームワークの賜物だ。そ
して、明日もまた来てもらえるような
パーソナルなコミュニティを提供する
ことが大切だ」と言う。

クーパーマン氏も同意見だ。「強力
なグループダイナミクスを構築するイ
ンストラクターやトレーナーは、それ
だけで価値がある。クライアントの名
前を知り、個人的な悩みを理解し、自
分の居場所があると感じてもらうこと
が重要だ」

コミュニティの育成、構築

エナジー・フィットネスは、運動は
画一的なものではなく、個人に合わせ
て行うべきものだと認識し、パーソナ
ライゼーションの力を強めている。実
際、このジムのマーケティングでは、
特定のワークアウトよりもチームや会
員を宣伝している。
「フィットネス施設は、コミュニティ
の力を軽視せず、運動が楽しいもので
あることを人々に思い出させるべき」
と、エナジー・フィットネスの広報担
当者であるロリ・ホワイト氏は言う。

F45の参加者のモチベーションは、
コミュニティへの欲求と、彼らを毎日
支え、また来たいと思わせるスタッフ
によって支えられている。
「ワークアウトは常に楽しい経験であ
るべきで、それこそが素晴らしい人間
関係とともに、長期的なコミットメン
トと結果をもたらすものだ」とトンプ
ソン氏は付け加えた。

mailto:kkomiya1@outlook.jp
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