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当時、店舗数は13まで成長して
いました。年商10億円、経常利益
も1億円を超えていたのです。会社
には資金も潤沢にありました。しか
し、このビジネスは、投資先行の装
置産業ですから当然大きな借金もあ
り、店舗が老朽化すれば、新たに借
り入れをして改修や建て替えをする
必要もありました。この膨大な“荷
物”を抱えた会社を息子に継がせる
のもどうなのだろうと考えました。
結論、この重たい“荷物”を丸ごと継
がせるのは、彼にとって幸せなこと
ではないだろうと考えるに至りました。

そう考えたときに、M&Aという
手段があるなと思いました。大きな
会社に支えてもらいながら、この会
社を成長させていくことで、従業員
たちも安心して働けます。それがこ
の会社を発展させていくために最適
な手段なのだろう。そう考え、当方
の希望する条件と合う会社を探しM
＆Aキャピタルパートナーズと提携。
同社が紹介してくださったのが、今
回、オージースポーツさんからも株
式譲受することになったセンコーグ
ループホールディングスでした。セ
ンコーグループの下で、つぶれる可
能性の極めて低い会社になれる。自
分が起業した頃よりもM&Aをした
ことで会社も大きくすることができ、
ずっとこの世にも残る。それは創業
者としては大変嬉しいことです。

現在、ブルーアースは、山梨県下
を中心に20店舗のスポーツクラブ
を展開するまでに成長してきていま
す。特に大変と感じるのは、お客さ
まが運動習慣を身につけ、継続して
いけるようにサポートできるかとい
うことです。

今、私も67歳ですから、リタイ
ア後、もちろんジムに通い続けなが
らも、仲間とゴルフや山登りに行っ
たり、庭いじりをしたりしたいと考
えているのですが、私と同じように
考えている高齢層にこうしたコミュ
ニティ要素を含んだ楽しいサービス
を提供するようなスポーツクラブも
あっていいのではないかと思ってい
ます。また、ジムではそれほどきつ
い運動を提供しなくてもいいとも
思っています。ジムの横にカフェを
併設して、愛想のいいスタッフや仲
間と気軽に話ができるような雰囲気
のいいクラブをつくってみたいですね。

実は、私は遺伝性の糖尿病なので
すが、病院に行っても医師は、「食
事や運動に気を付けてください」と
いった程度のことしか言わなくて、
指導らしい指導はないのです。です
からスポーツクラブが、そういう情
報をオンラインの動画コンテンツラ
イブラリーなどにして提供するのも
いいのではないかと考えています。
これからの時代にスポーツクラブで
働く人材に求められるのは、こうし

た生活者の課題に対応した新しい
サービスをつくり、効率的に提供し
ていくことに加え、そうした取り組
みを通じてどう経営を成り立たせて
いくのかということでしょう。

さて、私は学生時代から水泳が好
きだったので、将来は水泳の指導者
になりたいという夢を抱いていまし
た。学校を卒業後は、消防署に就職
し勤務していたのですが、その傍ら
公共スポーツ施設で子どもたちに水
泳指導を提供していました。そして、
クラブの経営者にもなれました。

夢をもち、その実現を目指して、
たとえ歩みは小さくとも、進み続け
ることは大切です。できればその夢
を周りの人たちにも語り続けるとよ
いでしょう。自分へのプレッシャー
になりますが、周りの人たちが助け
てくれるようになります。きっと実
現するはずですよ。私が、そうでし
た。会社をつくって１号店を始める
ときには、先輩たちが出資をして
くれました。また、2号店やその後、
旗艦となる店をつくるときにも、私
は資金も信用も不足していたのです
が、１号店が成功裡に運営できてい
たこともあり、資金を提供してくれ
る金融機関が現れました。こうした
運もあって今日があります。夢をあ
きらめずに、小さなことでもコツコ
ツとやり続けて、積み重ねていくこ
とは、大切ですね（談）。
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総合業態のフィットネス会員戻らず、スクール会員が伸長
既存の総合業態の業績回復が課題、新業態・新サービス開発もテーマに

News & Trends

フィットネス業界の上場企業の決算が
発表となったがwithコロナ、afterコロ
ナの生活者・勤労者の価値観や行動様
式の変化を捉え、態度変容、行動変容
へと導くための既存業態の変革や新業
態・新サービスの開発～展開など、ス
ピードを上げた攻めの展開がなかなか
できていない。結果、売上高は前年よ
り上昇しているものの、会員数、とり
わけフィットネス会員の在籍数の積み
上げが厳しい状況となっていることが
浮き彫りになった。これまでは既存各
社の売上高の構成比は、フィットネス
会員の会費収入が多くを占めていた
が、スイミングスクールや指定管理施
設などの構成比が高まってきている。
フィットネス会員を増やすうえで、奇
手はないため、これまでとは異なる対
象顧客のニーズや従来の対象顧客の異
なるニーズに対応したサービスを開
発、提案して、興味を喚起し、入会後
も継続して満足を作り出せる仕組みづ
くりをすることが大事になってきてい
る。ヒントは、RIZAPやカーブスのよ
うな小規模業やスクール事業の取り組
みにあるのではないか。コロナの収束
を待つのではなく主体的な取り組みを
行い、’23年３月期には業績回復を目指
してほしい。

◎ルネサンス
売上高２割超伸ばす、利益も黒字化 
フィットネス会員の在籍数も１万人増を実現

すべての部門で前年同期比プラスを実現 
黒字化を達成

株式会社ルネサンス（以下、ルネサ
ンス）の ’22 年３月期決算（連結）に
おける売上高は、前年の 302.09 億円
から 371.2 億円と前年同期比 22.9％
の伸びとなった。また、営業利益も
▲ 46.02 億円から 9.12 億円へ、経常

利益も▲ 49.02 億円から 6.32 億円へ、
当期純利益も▲ 87.05 億円から 5.13
億円へと黒字化した。

コロナ禍で、’21 年４月後半～５月
末にかけて東京、および大阪府、京都
府、兵庫県の施設 31 店舗と受託施設
が臨時休業となったほか、’21 年７～
９月にかけての第５波、’22 年１月末
から３月末にかけてのオミクロン株流
行による第６波により、新規入会者減
や休会者増に影響を与えた。しかし、 
’21 年６月以降は国内スポーツクラブ
は全店通常営業ができ、また「元氣ジ
ム」等介護リハビリ施設は、すべての
期間にわたり通常営業できたことから、
売上高は、ほぼ順調に推移した。ベト
ナムのスポーツクラブ２施設について
は、当局の指示により、’21 年５月以
降臨時休業し、’21 年 11 月以降は利
用人数に制限を設けて順次営業を再開
している。

利益については、全社的な収支
構造改革によりコストを ’19 年度比
86.7％に抑制でき改善効果があった
が、’23 年３月期における再成長に向
けた人材の補充と燃料費の高騰の影響
も受けている。

部門別では、すべての部門で前年同
期比プラスを実現している。総売上
の 43.7％を占めるフィットネス部門
は、前年同期比 19.3％増の 162.35
億円となった。また、総売上の 37％
を占めるスクール部門は、同 26.4％
増の 137.15 億円となった。業務受託
や介護リハビリも伸びたが、BEACH 
TOWN を含むその他売上が同 42.2％
増の 21.31 億円となった。

B ／ S 関連では、資産がやや減少
し 381.89 億円となり、負債もやや減
少して 278.67 億円となっている。C
／ F 関連では、営業活動によるキャッ
シュフローが 38.19 億円と黒字化し

ていることが特筆されよう。
部門別会員数では、フィットネ

ス 部 門 の 会 員 数 が、’21 年 ３ 月 末
の 182,097 名 か ら ’22 年 3 月 末
の 161,676 名へと▲ 11.2％減少し
た。スクール部門は、’21 年３月末
の 145,989 名 か ら ’22 年 3 月 末 の
153,928 名へと 5.4％増となった。オ
ンライン部門は、’21年３月末の2,585
名から ’22 年３月末の 17,297 名へと
569.1％増となった。結果、総会員数
は前年３月末 0.7％増の 332,901 名
となった。

新規入会者（オンライン部門を除く
全体）の推移については、既述したよ
うに当初コロナ禍の影響を受けたもの
の収束に伴いおおむね計画通りに推移
し、累計入会者数は ’19 年度比およそ
87％、’20 年度比およそ 126％となっ
た。フィットネス部門の累計入会者数
は、’19 年度比およそ 69％、’20 年度
比およそ 120％となった。スクール
部門の入会者数の推移は、感染の第５
波の影響を受けた 9 月、第 6 波の影
響を受けた２月を除き、おおむね順調
だった。新たにフィットネススクール
を導入したことにより、累計入会者数
は、’19 年度比およそ 122％、’20 年
度比 135％となった。

休会者数（全体）は、’20 年度から
大幅に減少。’20 年度 11 月～ 1 月は、 
’19 年度比でも減少。累計休会者数は 
’19 年度比 89％とコロナ前の水準に
近づいてきている。フィットネス部門
の休会者数は、’21 年５月の東京・関
西エリア 31 施設の臨時休業後、第５
波の影響を受けた９月、第６波の影響
を受けた２～３月を除き減少。累計休
会者数は、’19 年度比およそ 76％と
なった。スクール部門（＊スイミング、
テニス、フィットネススクール、スカッ
シュ、ゴルフ、サッカー、ダンス等）



IHRSA コンベンション2022、開幕
アメリカのフィットネス業界の現状と回復施策 
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2022年６月22 〜 24日（現地時間）、
IHRSAコンベンションがアメリカ・マ
イアミにて行われ、アメリカ、イギリ
ス、イタリアをはじめとする世界の
フィットネス業界のリーダーたちが
集った。本稿では、主にアメリカの
フィットネスクラブの回復状態や、成
功しているクラブのベストプラクティ
ス、また、入会者の傾向や中長期的に
成長が見込まれる業態やサービスをま
とめ、日本のフィットネスクラブの回
復と再成長に向けたヒントを提示する。

規制を撤廃したクラブほど回復が早い

世界的には、マスク着用やソーシャ
ルディスタンスの確保（ジム、スタジ
オの人数制限）などの規制を早く撤廃
した地域のクラブほど、業績の戻りも
早い。さらに、規制が長引くほど業績
の戻りにも時間を要することがわかっ

ている（アメリカでは、州が民主党派
か共和党派かで、クラブの再開時期が
遅れ、業績の戻りにも影響が出ている）。

現在、アメリカ、イギリスの多く
のクラブでは、マスクの着用はなく、
スタジオの人数もコロナ前と同様の
運営となっている。マイアミビーチ
に構えるクラブ（Equinox、Crunch、
Circuit Academy）では、誰１人とし
てマスクを着用しておらず、スタジオ
の人数制限もない。

アメリカのダメージ、深刻

日本のダメージはまだよいのかもし
れない。IHRSAの国際責任者であるア
リソン氏によると、アメリカのクラブ
の25％は永久に閉鎖、ブティック系
は30％が閉鎖に追い込まれ、総合型
クラブ以上にブティック型クラブで打
撃を受けた。その背景には、総合型ク
ラブのほうがリソースやアセットが豊

富なため、施策の選択肢があり、適切
な行動を取りやすかったことが挙げら
れる。

在籍について、ラウンドテーブルを
主宰していたトック氏によると、ラウ
ンドテーブルメンバークラブは85％、
優良なクラブは120％、まだ回復し
ていないクラブでは60％ほどだ。ま
た、30ドル以下のバジェットクラブは、
ほぼ回復している。

さらに、この業界の重鎮で長老の
リック・カロー氏による見解は以下の
通りだ。
・24ヶ月以上閉鎖していたクラブも
あるが、２〜３ヶ月の閉鎖で済んだク
ラブもあった（州により異なる。民主
党が優勢の州は、閉鎖が長期に及ん
だ）
・会員数は、ピーク期と比べて、平均
85％程度の戻り。最も戻りのよいク
ラブは低価格帯のクラブ。次が高価格
帯。ブティック型クラブやHIIT系ジム
は、戻りが遅い傾向にある。そうした
なかでも健闘しているのがバークラス
とピラティス

・飛行機の予約
・ワクチンの予約（渡米にはワクチン２回必要）
・パスポート、ESTA 申請（当時はパスポートセンターも空いていた）
・ワクチン接種後、区役所で海外渡航用のワクチンパスポートを申請。封筒で届くように手配。

・帰国に関する情報取得
・帰国時の PCR 陰性証明書の発行場所を確認
・ファストトラックの確認
　※帰国時に、My SOS 上で検疫手続きを事前に済ませると、日本到着時、アプリ画面提示に
より検疫書面の審査と提出が不要となる仕組み
・My SOS をインストール
　※厚生労働省が作成した入国者健康居所確認アプリ
・日本仕様の PCR 検査証明書を発行できる PCR 検査を予約

・入国審査の列は、非常に長い
・指紋のスキャンをして、質問を受ける
※アトランタの場合。空港によっては、顔認証でスムーズに入国できるところもある

・PCR 検査（ドライブスルー式）
・検査は数分で終了
・メールで結果が通知されたらMy SOS に登録する。登録すると、アプリ内の表示がブルーに
変更される

・日本政府に認められた PCR 陰性証明書を発行してもらう
・チェックイン時に PCR 陰性証明書を提示
・搭乗手続きは顔認証で行う。顔認証を通過する際、シート番号のレシートが出される（エア
ラインによる）。

・約 13 時間
・経由地アトランタまで

・出国の PCR 検査が不要になる

4月頃

6月頃

出国前

フライト

出国

入国審査中

到着 1日目
夕方

◆表　米国への出入国の流れ（2022 年 6 月 21 日〜 25 日時点）

My SOS の画面

World



フィットネス参加率３％台から突き抜け、民主化する
会員管理システムのデータ分析で見えてきた示唆に富む仮説とは
株式会社 hacomono　代表取締役　蓮田健一氏
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日本のフィットネス参加率は、ここ数
十年に渡り３～４％台を推移し続け
ている。この状況を打破し、より一
層多くの人にフィットネスを身近なも
のとして捉えてもらうにはどうしたら
よいのだろうか？　フィットネスクラ
ブの会員管理・予約・決済システム
をSaaSとして提供している株式会社
hacomono（ 以 下、hacomono） の
代表取締役を務める蓮田氏は、システ
ムで収集してきたデータから読み取れ
る会員のインサイトを基に、さらなる
顧客体験の向上を積み重ね、他業種と
手を取り合えば、フィットネス参加率
10％も決して難しくないと断言する。

―蓮田さん、まずはフィットネ
ス参加率が３％に留まっている状況を
変革する意義について伺えますか？

人生100年時代と言われて久しいで
すが、私は根本的に「長生き」はいい
ことだと考えています。例えば、両親
が長生きしてくれれば、子どもの活躍
を長く見られるわけですし、自分が親
の立場になってもそれは同じことです。
しかも、ただ長生きするだけではなく、
幸せかつ健康に人生を送ることが、永
遠の人類のテーマでもあると思って
います。巷では「ウェルビーイング」
や「ウェルネス」という言葉も浸透し
てきましたが、我々フィットネス業界
がその領域で担える役割は非常に大き
く、それに比例するように社会的意義
も大きいため、既成概念を壊してでも
フィットネス参加率を高める必要があ
ると思います。

従来であれば、「体調が優れなくなっ
たら病院へ行けばいい」という社会の
風潮がありました。しかし、今となっ
ては、健康なときからセルフケアを行

う必要があると多くの人が理解してい
ます。ここで、運動習慣は一部のフィッ
トネス愛好家だけが取り組むものでは
なく、万人に必要であることを強く発
信していきたいですね。いわゆる、未
病のときからの運動習慣次第で、100
年の人生の彩りが変わってきますから。

―フィットネス業界全体で、ます
ます努力をしていく必要がありますね。

おっしゃる通りです。まだまだ業界
内で改善の余地は大いに残されていて、
DX化をはじめとした顧客体験の向上
で、第１のハードルは越えられると考
えています。

ただ、私はこのメッセージを他業種
の方にこそ届けたいと思っています。
フィットネスをもっと身近なものにし
ようとフィットネス業界単体で努力し
ても難しいということは、過去を振り
返ればわかるはずです。逆にその慣習
に囚われずに、打ち手をどんどん出し
ていくことで、第２、第３のハードル
も越えていけるのではないでしょうか。

―それでは『hacomono』に蓄 
積 さ れ た デ ー タ か ら 読 み 解 く と、
フィットネス業界はどのような打ち手
を出すとよいのでしょうか？

まず大前提として、我々はデータ
分析から得られた質の高い仮説を、

『hacomono』をご導入いただいてい
るフィットネスクラブさまに共有する
ことで、一緒に検証しながら伴走して
いくパートナーでありたいと思ってい
ます。その施策を実行するのは運営事
業者さまです。それが本当に目の前の
会員さまが求めていることなのか、共
に正解を見つけていきたいですね。

例えば、会員管理システムと入会時
アンケートを紐づけると、実は「やる
気がある人ほど、２～３回来たら退会
している」という事実や、「スタジオ
レッスンに参加している人は継続率が
高い」という事実が数字で浮き彫りに
なってきます。普段のオペレーション
の効率化だけでなく、そういったデー
タを活用することで、ポジティブかつ
未来志向でアクションできるよう我々
もサポートして、顧客体験の向上につ
なげていきたいと思います。

―最後に、蓮田さんが思い描く
フィットネスクラブの未来像について伺
えますか？

地域や社会に密接に溶け込むような
姿が理想だと思います。これは一概に、
何が正解なのかはわかりませんが、少
なくとも「大人が運動をするための場
所」という枠を超えていく必要がある
のではないでしょうか。

例えば、hacomonoとお付き合いの
あるジムに、新しく託児スペースが設
けられたとき、最初はあまり活用され
ていなかったのですが、しばらくする
と赤ちゃんを連れている女性が徐々に
増えてきたそうです。

そのほか、地域の学校の部活動を、
運動経験豊富なトレーナーが指導する
ことで、全国屈指の強豪校へと成長さ
せたという事例も出てきています。

このように、親子３世代に渡ってど
の層にも寄り添えるような場所として
生まれ変わることが、フィットネス参
加率10％を実現するためのキーポイ
ントだと思っています。そして、介護
や宿泊業などの他業種と連携を強めな
がら、日本全体を健康長寿大国として
押し上げていきたいと思います。



https://3-10.hacomono.jp


フィットネスクラブの成長は、インストラクターの価値向上がカギ
Les Mills Japan マネージングダイレクター、s ニュエン・リー氏に聞く
Les Mills Japan 合同会社　マネージングダイレクター　ニュエン・リー氏

Fitness Business 121 ◎ July-August 202226

注

　

目

　

の

　

動

　

き

News & Trends

コロナ禍が、フィットネス事業者に与
えた影響は、大きい。まだ多くのクラ
ブのフィットネス会員数が、ピーク期
に比べて▲20 ～ 30％の状態で滞って
いる。回復と再成長に欠かせない要素
は何か？ 世界的なプログラムプロバ
イダーであるLes Mills Internationalは、
そのカギがインストラクターの価値向
上にあることを特定した。同社は、そ
れを実現するための様々なサポートを
クラブに対して提供している。例えば、
今回、日本でも導入する「LMQ」と
いうインストラクター育成のための評
価システムもその１つだ。そこで、同
社によるこうしたインストラクターの
価値向上のためのクラブへのサポー
トサービスについて、Les Mills Japan
合同会社 マネージングダイレクター 
ニュエン・リー氏に詳しい話を訊いた。

（通訳 大塚 亜里沙氏／聞き手 本誌編
集長 古屋 武範、以下、敬称略）

―まず Les Mills 社が、インスト
ラクターの価値向上が、クラブの成長
にとって、とても大切になってきてい
ると考える背景について教えてくだ
さい。

リー：この半年から１年の間に、コロ
ナ禍が収束していくなかで、私たち
は６つのことを学びました。１つ目
は、顧客の変化です。年代や性別など
も変わってきていますが、顧客の価値
観や行動様式なども変わってきていま
す。典型的な傾向として、（フィット
ネスを習慣化したいと考える）初心者
が増えたことが挙げられます。２つ目
は、ライブレッスンの体験を求めるメ
ンバーが増えてきていることです。コ
ロナ禍が収束するにつれ、メンバーは
リアルのレッスンに参加したいという

気持ちが強くなってきていることが感
じられます。３つ目は、自宅でもクラ
ブでもエクササイズできる環境が提供
されることが標準化してきたことです。
メンバーの多くが、どこにいても気軽
にエクササイズできるサービスを求め
るようになってきています。もはや自
宅とクラブの境界線はなくなりつつあ
ります。４つ目は、クラブの経営者ら
が、変化に迅速に対応できたかどうか
が、経営の成否を分かつことになった
ことが明らかになったことです。５
つ目は、クラブのコンセプトとして、

「ウェルネス」や「ウェルビーイング」
を取り上げ、それに沿ったサービスデ
ザインをするところが増えてきたこと
です。単なるウェイトロスよりも、人
生のクオリティを高めることのほうに、
多くの人々の関心がシフトしてきてい
ることに対応しようとしてきているの
ではないかと思います。６つ目は、タ
レントとしての重要性が増してきてい
ることです。クラブのなかでは、まさ
にインストラクターこそ、キーになる
タレントと言えるでしょう。今後、人
材不足も問題になってくるかと思うの
ですが、それより前にすべきは、今い
るインストラクターのクオリティをい
かに高めることができるのか、そして
顧客にとって魅力的な存在になっても
らうようにするかということでしょう。
　こうした６つの要因のすべてに共通
する要因が、人材、とりわけインスト
ラクターということになるでしょう。
クラブ経営者の方々には、インストラ
クターが必要不可欠なアセットであり、
彼ら彼女らが、内発的な動機を発揮し
て、自分自身の価値向上に取り組もう
とすることを支援していくことがとて
も重要であると改めて認識していただ
き、具体的な取り組みを始めてほしい

と思います。そして、私たちも、そこ
に貢献したいと思っています。

―先 に Les Mills 社 が 発 表 し た
『Global Fitness Trend Report 2021』

によると、日本のフィットネスユー
ザーの 69％が「（フィットネスの）初
心者」であり、その初心者がフィッ
トネスクラスに求めるもののなかで
トップは、「インストラクターのクオ
リティ」でした。また、日本において、
グループフィットネスクラスで重要な
要素と答えたのは、上位から「クラス
の雰囲気」「インストラクターのクオ
リティ」「音楽のクオリティ」でした。
さらに、優れたインストラクターがい
ることによって、会員紹介に結び付く
可能性は 2.5 倍に高まるとの結果も発
表されていました。こうした調査結
果からも、優れたインストラクターが、
クラブの業績向上に貢献することがわ
かります。Les Mills 社では、どのよ
うにすれば優れたインストラクターを
育成できると考えていますか？

リー：日本のインストラクターも、海
外のインストラクター同様に、一人ひ
とりの価値観やスキルなどが異なると
思うのですが、当然モチベーションも
違うと思います。ですから、それぞれ
のインストラクターごとに課題を明確
化して、その成長をサポートしていく
ことが必要になります。例えば、経
験年数５年未満のインストラクター
は、テクニックやコリオグラフィーに
フォーカスして、その成長をサポート
する必要があるでしょうが、経験年
数10年以上のベテランのインストラ
クターなら、それらはすでに習得して
いるので、それ以外により重要となる
要素を身につける必要があるでしょう。
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これには、３つの要素があります。コ
ネクション、パフォーマンス、コーチ
ングです。クラブとしては、まずイン
ストラクターがどんなインストラク
ターになりたいのか？どんなことにモ
チベーションを持っているのか？と
いったことを特定したうえで、それぞ
れのインストラクターがこれらを満た
せるように、先の３つの要素の一つひ
とつを課題化して、フィードバックを
提供していくことが大切になります。
コネクションとは、メンバーがレッス
ン中に「私もメンバーの一員」と感じ
られるようにしていくことを指します。
パフォーマンスとは、メンバーにどれ
だけインスパイアを与えることができ
るか、自分らしくいることができるの
かといったことを指します。当社では

「フィットネスマジック」という言い
方もしています。そして、コーチング
とは、レッスン中にインストラクター
がメンバーのモチベーションを高める
ために発する言葉や示す姿勢のことを
指します。これらは、（顧客満足やク
ラブの業績にも）大変重要な要素なの
ですが、主観的な要素でもあるので、
インストラクター自身が自覚しにくい
のです。そこで、当社としては、それ
らをきちんと評価して、言語化するシ
ステムを開発しました。

―どんなシステムなのでしょう
か？　それをご説明いただく前に、さ
きほど「クラブとしては、まずインス
トラクターがどんなインストラクター
になりたいのか？どんなことにモチ
ベーションを持っているのか？といっ
たことを特定する」というお話があり
ましたが、これはどのように明らかにし
て、共有していくようにするのですか？

リー：一人ひとりのインストラクター
が、どうすればそれぞれのゴールを達
成できるのかキャリアパスを明らかに
するサポートをしていくことが、大切
になります。インストラクターが、ク
ラブへのエンゲージメントを強めるに
は、こうしたキャリアパスを明確にし、
いきいきとキャリアを拡充することに
加えて、イベント登壇へのオファーが

あったり、SNSなどで知名度がアップ
することに協力してもらえたりという
ことが必要になるでしょう。

―では、Les Mills 社が、今回開
発したインストラクターの評価システ
ムについて、どんなものなのか、簡単
に教えてもらえますでしょうか？

リー：「たくさんの人々に、フィット
ネスやフィットネスクラブを愛しても
らう」。まずこれが当社のビジョンで
あり、ミッションですので、これらを
実現するために、インストラクターが
要であり、その成長をサポートするこ
とが欠かせないという考えが、前提と
してあります。当社の創業者のフィ
リップ・ミルズも、「優れたインスト
ラクターがいることによって、クラブ
の業績が向上し、サクセスフルにな
る」と強く信じています。クラブも、
インストラクターのモチベーションを
高めて、メンバーが満足するようにし
たいと考えていると思いますので、そ
のためには「インストラクターが自身
のスキルを高め、キャリアを拡充して
いくことが大切になる」と、フィリッ
プは考えているのです。それで、今回、
２年を費やし、「ＬＭＱ： Les Mills 
Qualifications」と呼ばれる、このイ
ンストラクター評価システムを開発し
たのです。このＬＭＱによって、各イ
ンストラクターの評価ができ、その評
価に基づいたそれぞれのインストラク
ターの課題に最適化したエディケー
ションサポートが提供され、それをそ
れぞれのインストラクターが取り組む
ことによって、実力が高まり、メンバー
がより満足し、クラブの業績にもそれ
が反映されていくというループができ
ていきます。繰り返しになりますが、
冒頭挙げさせていただいた、今起こり
つつある６つの変化にも、この「LMQ」
は対応したものになるかと思います。

―「LMQ」は、インストラクター
にとって、キーとなるテクニック、コ
リオグラフィー、コネクション、パ
フォーマンス、コーチングの５要素を
評価できるシステムですね？

リー：はい、その通りです。ただし、
１つだけ言っておきたいのは、これま
で当社が提供していた評価システムで
も、この５要素を評価していたのです
が、今回の「LMQ」では、この５要
素一つひとつにグレードを評価できる
ようにし、よりインストラクターが、
気づきを得られやすくしています。

―この「LMQ」は、すでに日本
以外の国で導入されていて、実際にク
ラブの業績との相関が、確認されてい
ると理解してよろしいでしょうか？

リー：はい。これについても、その通
りです。すでにいくつも成功事例が出
てきています。

―この「LMQ」を機能させて、
クラブの業績の向上やクラブをサクセ
スフルにしていくためには、クラブの
経営者やマネジャーなどが、その他の
イネーブラー※も整え、ビジネスモデ
ルに整合性や一貫性をもたらすことが
大切になると思います。最後に、日本
のクラブの経営者やマネジャーに向け
て、インストラクターの価値向上を
目指す取り組みをすることによって、
フィットネスやフィットネスクラブを
愛する人々がたくさん増えていくこと
に関して、メッセージをお願いします。

リー：「LMQ」は、インストラクター
の評価システムを変えていくものなの
ですが、それを望むインストラクター
だけが受けることができるようにして
います。全インストラクターが、その
適用を義務付けられるというものでは
ありません。そのことを踏まえたうえ
で言えることは、この評価システムを
活用することによって、タレントとし
てのインストラクターの潜在的な可能
性を大きく引き伸ばすことができると
いうことです。それによって、コロ
ナ禍でまだクラブに戻ってきていな
いメンバーを惹き寄せ、満足を提供
し、クラブをサクセスフルにしてい
けると信じています。ぜひこの「LMQ」
の活用をご検討いただけたらと思い
ます。
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※イネーブラー…後援者。支え手。



株式会社プライムエデュケーションの事業領域拡大戦略
プログラムと人材の業界プラットフォーマーを目指して
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News & Trends

RADICAL FITNESS JAPANを運営する
株式会社プライムエデュケーション 

（東京都中央区）は、近年のフィット
ネスクラブ運営でプログラムや人材育
成といったソフト領域への重要度が高
まる中、プログラムや人材育成に特化
した業界プラットフォーマーとしての
ポジションを目指し新たな活動に入った。

私どもプライムエデュケーションは
長らくRADICAL FITNESSのライセン
ス事務局運営を主体に活動しておりま
したが、RADICAL FITNESSの商談場
面などでプログラムや人材の領域で
顧客から多様な要望や相談を受ける
ケースが増え、これらに対応するに
はRADICAL　FITNESSのようなプロ
ダクトアウト型のサービス一辺倒では
カバーしきれないことに課題を持ちま
した。また、業界を広く見てもこれら
を専門的に取り扱う企業が存在しない
こともあり、今まで蓄積したプログラ
ム開発や人材育成のノウハウをプラッ
トフォーム化して、広く業界で使って
もらうことができないだろうかと考え、
サービスラインアップを整えてまいり
ました。皆様の会社のプログラム開発
セクションやエクササイズ人材育成セ
クションの業界共有版とイメージして
いただければと思います。以下に現在
揃えているサービスラインアップをご
紹介します（株式会社プライムエデュ
ケーション 代表取締役  酒井東吾）。
RADICAL FITNESS

ライセンス方式による継続的プレコ
リオプログラムの提供とインストラク
ター教育をパッケージにしたプライ
ムエデュケーションのメインプログ
ラム。現在、国内外含め1,000施設へ
ライセンス提供中。同プログラムを
バーチャルシステム化した「RADICAL 
VIRTUAL」、B-B-C方式で企業を介し

て個人へ配信する「RADICAL HOME 
FITNESS」などのデジタル系サービス
もある。
gradation シリーズ

メインプレコリオプログラムではカ
バーできない会員セグメントを狙った
低強度、低難易度のプログラムライ
ンアップ。PEFA教育システムとの組
み合わせでクラブ従業員の入門用プロ
グラムとしても最適。更にクラブ外イ
ベント、オンライン配信、法人契約企
業へアプローチ、バーチャルシステム
での使用等、ユーティリティーの高い
使用が可能。現在、ヨガプログラム

「EARTH」、トランポリンプログラム
「UNG jump」をリリース。引き続き
後続プログラムも開発中。
PEFA 教育プラットフォーム

PEFA（Prime Education Fitness 
Academy）はプライムエデュケーショ
ンのコアコンピタンスをなす人材育成
プラットフォーム。フィットネスイン
ストラクターとクラブ従事者に向けた
継続的な学びの場をオフライン、オ
ンラインで提供します。教育研修体
系に課題を持つ企業様や個人のスキ
ルアップなどに活用ください。また、
RADICAL FITNESS、gradationsシリー
ズなどプログラムとの連携でより実践
で活躍できるインストラクターの育成
を目指します。 
インストラクター派遣事業

ラディカルフィットネス、gradation
のライセンスを保有し、PEFA教育プ
ラットフォームで継続教育を受けた即
戦力のオフィシャルトレーナーを派遣。
現在のフィットネスクラブのスタジオ
運営ではインストラクターの内製化が
主流になりつつありますが、育成費用
や継続費用を抑えて品質の安定したク
ラスを継続的に提供できる派遣方式も
効果的な手法です。

CLUB VIRTUAL
（FITNESS VIDEO SYSTEM） 

ブランドプレコリオのバーチャルシ
ステムでは対応できないニーズに応え
るプライムエデュケーションオリジナ
ルのバーチャルシステム。プログラム
のみならず、エクササイズインストラ
クション動画、館内情報などのプロ
モーション動画などジャンルにこだわ
らない様々な動画をスケジュール化し
て映像投影できるシステム。スタジオ
はもちろん館内全体の活性化に寄与す
ることが狙い。また、プログラムは
gradationシリーズのプレインストー
ルでより効果的な活用が可能。指導人
材の少ない地方での介護予防プログラ
ム実施などを視野に入れる。
PRIME BOX

（フィットネスコンテンツストア）
フィットネス用著作権フリー音源を

提供するWebコンテンツストア。リ
アルクラスでの使用はもちろん動画制
作、ネット配信、YouTube、ゲーム
コンテンツ用として、あらゆる目的
での必要とされる音源を提供します。

（2022年９月よりサービス開始予定）
プログラム開発サービス

コリオグラフ開発、音源調達など当
社専門リソースを使って顧客の開発
ニーズに応えます。企業フィットネス、
アミューズメントなどあらゆるジャン
ルのオリジナルプログラム開発が可能。
ダヴィンチボディボード

フローリー・マホニー（米）が開発
したダヴィンチボディボードのライセ
ンス事務局を継承し運営を開始。イン
ストラクターのスモールスタジオ運営
を支援するパッケージとして近々ライ
センスシステムをリニューアルする予定。

株式会社プライムエデュケーション
http://prime-e.jp/ 
TEL：03-6410-7990

http://prime-e.jp/


http://prime-e.jp/


会員の「本音フィードバック」活用で顧客満足度をアップ
JIYUGAOKA GYM PLAY GRAND が「kaloko」のα版を導入へ
株式会社 SHUTUP & SQUAT　代表取締役　成田陽一氏
株式会社カロコ　代表取締役社長　林  諒氏
同　取締役副社長　鈴木里始氏
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JIYUGAOKA GYM PLAY GRAND（以下、
PLAY GRAND）は、「遊ぶ大人を応援
する」をコンセプトに、ボディメイク
後を見据えた顧客との関係性を大切に
するパーソナルジムである。高級住宅
街として知られる自由が丘に店舗を構
える同ジムは「顧客満足度」「コミュ
ニティづくり」「正しい人事評価」の
３つを重んじているが、代表を務める
成田氏は「会員の本音がわからない」
ことに課題を感じていた。株式会社カ
ロコ（以下、kaloko）は、この課題解
決に挑むスタートアップ。両社が見据
える新しいパーソナルジムの在り方と
は何だろうか？

パーソナルジムの業態は 
会員の本音が聞きづらい

まず、自分事として１つ考えてみて
ほしい。目の前のサービス提供者に対
して、表裏なく何でも話せるだろう
か？それが、ネガティブなフィード
バックだとしても。日本人の気質と
して、多くの人はNoと答えるだろう。
パーソナルジムは１対１でサービスを
提供するため、その傾向は顕著だ。
「会員さまは皆さん、いい人たちです。
だからこそ、もしサービスにご満足い
ただけない場合、静かにいなくなっ
てしまうのです」と話すのは、PLAY 
GRANDの代表である成田氏だ。
「『仕事が忙しくなった』という理由
で退会されても、それが建前であるこ
とはわかりますが、本音までは辿り着
けませんでした」と成田氏は続ける。

そこで、元々 PLAY GRANDの会員
であった林氏が、鈴木氏とkalokoを
立ち上げ、その課題解決に挑んでいる。

１対１で自分の担当トレーナーへ厳
しいフィードバックを伝えづらい会員

とジムの間に、第三者であるkaloko
が介在することで、今まで得ることが
できなかった本音を会員から集めるこ
とができるのだ。例えば、トレーニ
ング後にアプリにプッシュ通知され
フィードバックを10秒で簡単に送れ
る仕組みになっている。
「kalokoを導入してまだ間もないで
すが、評価が芳しくないトレーナーを
理由も含めて知ることができました。
それを基に正しい人事評価をする一方
で、次に活かす材料として大いに役立
ちます」と成田氏は満足げに話す。

本音＆行動データを活用すれば 
パーソナルジムはこう変わる

kalokoは当初、フィットネスクラ
ブの「新規顧客の集客」にセンターピ
ンを置くサービスを構想していた。し
かし、成田氏と林氏がディスカッショ
ンを進めるなかで、本当に大切なこと
は「既存顧客の満足度向上」だとわか
り、今のサービス設計へと行きついた。

kalokoとはギリシャ語で「良い：
kalo」「悪い：kako」 の２単語を組み
合わせた造語で、会員の「良い」「悪い」
双方を知ることで、持続可能なウェル

ビーイングな生活ができる世界を目指
している。そんな彼らと、成田氏が見
据える未来とはどのようなものだろう
か？
「本音データ以外に、スマホとAPI連
携し、歩数やスポーツといったジム以
外の行動データを取得することで、よ
りパーソナライズしたマネジメントを
実現し、満足度やトレーニング成果を
高められると考えています」と林氏は
言う。成田氏も、それに頷く。
「長く付き合うほどマンネリ化のジレ
ンマがあるため、そのときに会員さま
に成長や頑張りのステップアップが可
視化されていると、モチベーションを
マネジメントしやすくなります。また、
キャンプやゴルフといったイベント開
催によるコミュニティの形成を通じ、
たとえジムには月に１回しか来なくて
も、気軽に寄れる運動の主治医のよう
に末永くつながれることが、思い描く
パーソナルジムの理想形ですね」と成
田氏は話を結んだ。

左から鈴木氏、成田氏、林氏



　国際スポーツ＆ウェルネスウィークエンド（World Wellness Weekend）は、2017年にフランスからスタートしたウェルネス

啓発のためのソーシャルイベントです。世界中のウェルネス＆フィットネスの専門家が、この期間中に、地域社会の人々にウェ

ルネス体験を提供することで、世界中の人を巻き込み何百万人の人々にインスピレーションを与えています。

　世界140ヶ国のフィットネスクラブやヨガスタジオ、温浴施設やアウトドアリゾートなどで、より多くの人がウェルネスな週

末が過ごせるように、ウェルネスの無料体験クラスが同時多発的に開催されます。

　この活動に、仲間で、クラブで、地域で、参加しませんか。

　参加方法は簡単です。2022年9月16日（金）～18日（日）に、1クラス以上の無料体験クラスを、地域で企画して、世界ウェル

ネスマップに登録するだけ。

　地域メディアや行政と連携しての広報や、SNSなどで情報を拡散し、地域社会でウェルネス体験参加を促すとともに、

WWW日本事務局から世界に向けて、日本のウェルネス体験情報を紹介していきます。

　日本の自然資源や伝統文化を活かしたウェルネス体験を、地域と世界に向けて発信していきましょう。

◆実行委員会
SPORTEC事務局

◆事務局
WWW日本事務局（株式会社クラブビジネスジャパン内）
岩井智子（株式会社クラブビジネスジャパン取締役　WWW日本コーディネイター）

◆後援団体

国際スポーツ＆ウェルネス
ウィークエンド2022

　　　　公式サイト

開催要項

2022年9月16日（金）～9月18日（日）期間

日本メディアサイト 日本メディアQR公式メディアQR

[ お問い合わせ ] 国際スポーツ＆ウェルネスウィークエンド日本事務局
（株式会社クラブビジネスジャパン 内）

http://wellnessweekend.jp/  Tel,03-5459-2841　iwai@fi tnessclub.jp

日本初開催！エントリー受付中！

◆WWW日本アンバサダー

金子智恵
インターナショナルプ
レゼンター

Koume i va n 
ZEELAND
Koumei-Yoga-Clinic主
宰　全米ヨガアライア
ンス世界のヨガティー
チャー50人選出

黒野崇
株式会社B E A C H 
TOWN代表取締役

服部正秋
株式会社穀藤代表取
締役、国際ノルディッ
クフィットネス協会ナ
ショナルトレーナー 
他

http://wellnessweekend.jp/




https://www.hirotec.biz/
https://fitnessjob.jp
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シン・マーケティング
Feature
特            集

総合業態のフィットネス会員が、なかなか増えてこない。フィットネス事業者のマーケティングに問題がある
からだろう。そこで、今日の環境下で求められている本質的なマーケティングを押さえたうえで、次代にも対
応する新しい取り組みについて、キーポイントをまとめ、総合業態を軸に展開する既存事業者に、再興・復興
のきっかけにしていただきたいと考えた。
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シン・マーケティングFeature
特            集

総合業態のフィットネス会員が、なかなか増えてこない。フィットネス事業者のマーケティングに問題があるからだろう。今日
の環境下で求められている本質的なマーケティングを押さえたうえで、次代にも対応する新しい取り組みについて、キーポイ
ントをまとめ、総合業態を軸に展開する既存事業者に提供したいと考えた。

Ⅰ Issue  課題

コロナ禍とその風評被害もあり、
フィットネス業界は、まだフィット
ネス部門の在籍会員がコロナ前の水
準の約２～４割減となったままの状
態である。とりわけ回復が遅れてい
るのは既存の総合業態（＊ジム・プー
ル・スタジオを備えた大型施設）の
フィットネス部門であり、なかでも
都心を中心に出店している事業者に
回復の遅れが目立つ。

2020年と比べ、2021年の市場
規模は回復基調にあるが、いまだ
2019年のピーク期のそれには遠く
及ばない。なにより注目すべきは、
かつては総合業態を軸に展開する企
業のフィットネス会員の会費の総計
が市場規模の大半を占めていたが、
このコロナ禍により、その構成比が
大きく落ち、代わりにスイミングス
クールや指定管理施設、24時間ジム、
パーソナルトレーニング、オンライ
ンサービス、物販などの構成比がぐ
んと伸びたことだ。多くのフィット
ネス事業者が、迅速に自社のポート
フォリオを見直し、こうしたサービ
スのなかから自社が取り組むに値す
る、伸びるサービスを選択し、スピー
ディーに取り組んできたことがわか
る。そのこと自体は、たいへん素晴
らしいことであるが、なかなか伸び
てこないフィットネス会員をいかに
伸ばすかという課題は、いまだに
残ったままである。総合業態を軸に
展開する企業にとって、この課題を
どう解決していくかは、経営上、非
常に重要であろう。

そこで、今回の特集では、主にこ
うした既存の総合業態のフィットネ

おいて、これまでの事業者が、経験
や勘、既成の価値観や個々のメンタ
ルモデルに基づいた属人的な方法に
よって、ある意味、常識のように取
り組んできた集客策ではなく、より
本質的な集客策があるとすれば、そ
れはどんなものなのか？　また、集
客に苦戦している事業者があるとし
た場合、どこを間違えている可能性
が高いのか？
（3）これからの時代に、マーケティ
ングをきちんと導入し、持続的な収
益の拡大と企業の成長につなげるた
めに、最も重要になることは何か？

以下、10名に取材した内容をそ
れぞれまとめ、最後に編集部なりに、
重要と考えるポイントを7つ挙げて
総括とした。改めて、マーケティン
グの重要性を知るとともに、本当の
マーケティングについて理解を深め、
フィットネス会員の増加を実現して
ほしい。

ス部門の在籍会員を、いかにすれば、
健全に増加させていくことができる
のか、マーケティングや集客などに
詳しい識者10名に、そのヒントを
伺ってみることにした。

題して、「シン・マーケティング」。
今日の環境下で求められている本質
的なマーケティングを押さえたうえ
で、次代にも対応する新しい取り組
みについて、キーポイントをまとめ、
総合業態を軸に展開する既存事業者
に、再興・復興のきっかけにしてい
ただきたいと考えた。

識者には、主に以下の3点につい
て、訊いた。
（1）時代が変わっても変わらない
マーケティングの本質とは何かを突
き詰めて考え、実行するうえで、「集
客」以前に整えておくべき重要なも
のは何か？　なぜ、それは重要なの
か？
（2）今、そしてこれからの時代に
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シン・マーケティング

特             集
Feature

ても、実行できないから絵に描いた
餅で終わってしまう」（日経BP社刊

『マーケティングとは「組織革命」
である。』）と述べたのは、株式会社
刀代表取締役CEO森岡毅氏である
が、利害関係者一人ひとりを受容し
なければ、マーケティングは機能し
ない。マーケティングを組織文化に
しよう。

たった１人だけマーケティングが
わかる人材が会社にいるだけでは、
マーケティングは完結しない。一人
ひとりがマーケティングを理解して、
組織に貢献することを目指すこと
で、企業はサクセスフルに成長でき
る。「全社を消費者視点で連動させ
てドライブできないのであれば、ど
れだけよいプランを思いついて作れ

のつながり）など、情緒的な価値を、
動画や作文、SNS、クチコミなどを
通じて、いかに伝えることができる
かが重要となる。

広告宣伝よりも先に、ナラティブ
を活用したPRの手法を取り入れて、
人々がフィットネスクラブに対して
好感を抱くようなムード（雰囲気）
を醸成したい。

（6）マーケティングはコストでな
く、投資。最適なコミュニケーショ
ンを、継続して実施しよう

コロナ禍で、緊縮財政を余儀なく
されているが、マーケティングに関
する予算を削減しすぎると、マイナ
スのループが回りかねない。マーケ
ティング戦略にフィットするコミュ
ニケーション設計をして、対象顧客
が、AMTUL（認知・記憶・試用・
日常利用・愛用）のステップをスムー
ズに進んでいけるようにしなければ
ならない。

（7）マーケティングは、組織全体
で取り組もう

（©️Jul.2013 ClubBusinessInternational）

International Health,Racquet & Sportsclub Association（IHRSA）は、世界のフ
ィットネスクラブ 78 ヶ国 9,750 クラブが加盟する業界団体。世界のフィット
ネス情報を日々収集し、まとめ、配信しています。また業界を牽引する多くの
フィットネスリーダーとのネットワークも豊富です。

（株）クラブビジネスジャパン フィットネスビジネス編集部
Tel.03-5459-2841　Fax.03-3770-8744　E-mail  info@fitnessclub.jp

■お問い合わせ・入会方法
株式会社クラブビジネスジャパンまでお問い合わせください。
IHRSA のアンバサダーを務める当社代表古屋が責任をもって入会のお手続きをいたします。

■ IHRSA 入会のメリット
1.『クラブビジネス』やメールマガジンにより世界の新鮮な情報が得られます。
2. 海外のエクセレントクラブの視察・体験ができるパスポートが得られます。
3.IHRSA のネットワークを活用することでビジネスが広がります。

変化の時代だからこそ、世界の先進情報が必要です。

●ホームページもぜひご参照ください！

Google IHRSA

IHRSA
会員

募集中

mailto:info@fitnessclub.jp
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フィットネスクラブの中に
AIサーキットジムを開設（Club in Club)
Biocircuit と AI コーチで、退会者が０に

Wellness Business News

近年、AI搭載のマシンを導入して出店
するフィットネスクラブが相次いでい
る。そのようななか、フィットネス
クラブの中に、AIサーキット専用ジム
を開設し、退会者０を誇るジムがある。
ベイシアスポーツクラブ伊勢崎（以下、
BSC）だ。BSCは、全国初のオーロラ
ジムと、AIサーキット専用ジムを備え
る。AIサーキットエリアでは、テクノ
ジム製のBiocircuitを導入、AIサーキッ
ト会員のみが利用できる。退会者０の
秘訣は、このAIサーキットと、AIコー
チの存在にある。

カジュアルなフィットネスを叶える 
AI サーキット

ベイシアスポーツクラブ伊勢崎（以
下、BSC）は、2021年11月29日にリ
ニューアルオープンした。

BSCの1階はフロント、２階はAIサー
キット会員専用エリア、３階には週
115本のレッスンを提供するスタジ
オと、テクノジムのマシンが約50機、
計100台導入されたジムエリアがあり、
内装には、オーロラがあしらわれる。

会員種別は正会員とAIサーキット
会員に大別され、会員の動線は完全に

隔てられている。AIサーキット会員は、
２階にあるAIサーキットエリアの利用
限定の会員で、専用の階段から２階へ
向かう。

なぜ、フィットネスクラブの中に専
用ジムを開設したのだろうか。その背
景には、初めてジムに通う方や運動を
やめてしまった方、運動が苦手な方
に対して、カジュアルなフィットネ
スを提供したいというBSCの想いがあ
る。その想いに応えたのがテクノジム
のBiocircuitだ。
「最新のテクノロジーを駆使して
フィットネスの新たな提供価値をつく
り出したかった」と菊地氏は言う。そ
して、それが会員さまのニーズにマッ
チしている。
「リニューアルし、『１人で黙々と運
動したい』『一般的なマシンでのシー
ト調整やウェイトの設定などがストレ
ス』『時短したい』という方が入会し
ています」

実際、AIサーキット会員は、ジム
デビュー層が大半を占め、仕事帰りに
スーツのまま運動できることから幅広
い年齢層が利用している。

AIトップコーチの田部井 結愛氏は、
「忙しい方やサラリーマンの方の運動

習慣づくりができている」と自信をも
つ。AIコーチの大石 羽衣氏も、「セッ
トアップし、フォームの指導後に会員
さまが１人で安心・安全にトレーニン
グできている」とBiocircuitに満足し
ている。

AI コーチの活躍により 
退会者が０に

驚くべきは定着率だ。AIサーキッ
ト会員は、リニューアルしてから、退
会者がいない。この定着率の背景には、
AIコーチの存在がある。

AIコーチとは、BSCがトレーナーの
本来の役割を見直し、現場でしっくり
きやすいよう名付けたもので、トレー
ナーの役割はAIに任せつつ、会員さま
の目標達成に必要なコーチングを行い、
徹底的にサポートする。コーチングに
は、精神的なフォローが含まれる。
「AIを導入しているジムの多くは、人
とAIの役割を分けることで、人件費が
コントロールしやすくなるケースが多
いようですが、BSCでは、AIコーチが
毎回必ず会員さまにアプローチするの
で、運動が続きやすいのです」（菊地氏）

また、BSCでは、無料体験会が定期
的に行われている。まずお客さまの素

株式会社ベイシアスポーツクラブ　伊勢崎店　マネージャー　菊地銀河氏

AI サーキットエリア（Biocircuit）ベイシアスポーツクラブ伊勢崎店外観
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の要望を引き出し、それに合った種別
を提案する。AIサーキット会員に入会
を促すセールスはしない。「スタッフ
は質問力に長け、高い人間性がお客さ
まとの信頼関係を生んでいる」と、菊
地氏は言う。

入会した会員からは、「マシンを使っ
ての運動はこれまで億劫でしたが、１
回20分、週３回Biocircuitを使うこと
で、これまでヨガで無理をしていた
ポーズができるようになり、効果を実
感している」「以前は、ちょっとした
動作で筋肉痛になっていたが、仕事を
しても疲れにくい体になった。ダイ
エットに成功したので、アスリート
モードを使ってハンマー投げを復活し
たい」など、前向きな声が続出している。

菊地氏は今、成功要因を探っている。
AIコーチの尽力はもちろんだが、常駐
しているわけではないからだ。
「クラブの成長期では、人（ソフト面）
が機能しなければAIがあっても無意味
です。土台に人があって、その上にAI
があると考えています」（菊地氏）

TEL：0120-576-876　

E-mail：jp_info@technogym.com

団結力で会員数を伸ばす

BSCは、現場と経営層が一体感を
もっている。
「経営理念やビジョンを経営層から発
信しても、単なる標語になってしまう
ため、現場のスタッフが自分たちで模
索しています。現場と経営層が対話す
ることで世界観を共有し、『ビジョン』
という言葉の意味や前提から合わせて
います。現場主導のため、年齢や経験
に関係なく、本質を捉え、主体的に動
くことができます」（菊地氏）

それにより、現場を起点として課題
発見できるので、売り手視点になる
ことがない。菊地氏は、「現場がやり
たいことを体現できれば会員数も増え
る」と語る。

この団結力をもたらすのは、圧倒的
な当事者意識だ。
「主体性がある人を採用し、考え方を
伸ばします。ミスしてもミスだと思わ
せず、お互いを否定せず、マイナスな
ことは言いません。固定概念に縛られ

ず、建設的な議論ができています。競
合他社をいくら分析しても課題は自社
にあるため、結局、自分たちはどうあ
りたいかを突き詰めています」（菊地氏）

BSC に来るすべての人の 
エンゲージを高める

今後は、AIサーキットエリアを活用
し、レッスン化を目論む。また、スタッ
フがBSCで働く価値を高め、団結力を
強化し、提供価値の向上を目指す。

菊地氏は、「会員さまが運動を継続
できるよう、来やすいフィットネスク
ラブであることを徹底したい」と未来
像を描く。

また、テクノジムに対して、「期待
を超え続けている。BSCの成長は、テ
クノジムの成長と共にあると言っても
過言ではない」という。

オ ー ロ ラ の 内 装 にAIコ ー チ、 カ
ジュアルに運動効果をプラスする
Biocircuit。尖ったコンセプトで勝負
をかけるBSCは、断固たる決意を見
せる。

←本記事につい
てのビデオをこ
ちらからご覧い
ただけます

←製品の詳細に
ついてはこちら
をご覧ください

施設内には全３つのスタジオを完備 非日常的な空間で運動できる有酸素エリア 充実したストレングスマシンエリア

左から AI コーチ 大石羽衣氏、AI トップコーチ 田部井結愛氏 初心者からアスリートまで適応する Biocircuit

mailto:jp_info@technogym.com
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FREEMOTION iFIT22 シリーズと TUFFSTUFF 新シリーズ

創業 36 年 安心保証と万全のメンテナンス体制

株式会社 THINK フィットネス

株式会社THINKフィットネスが代理店
としてアメリカから輸入販売をしてい
る『FREEMOTION』iFIT22シリーズお
よび『TUFFSTUFF』新シリーズにつ
いて紹介する。

世界とつながるインタラクティブな
フィットネス体験

iFIT Health &Fitness Inc.が 提 供
するオリジナルコンテンツiFit™には
多彩なプログラムが用意されており、
FREEMOTION 22シリーズではその
すべての機能を堪能することができる。
世界40 ヶ国以上、100以上のロケー
ションで撮影された鮮やかな映像のな
かをインストラクターと共に走ったり、
リアルタイムのスタジオプログラムに
参加したり、Googleマップを使用し
て世界各地をウォーキングしたり、先
進的な動画機能を決して飽きることの

ないインタラクティブなカーディオ体
験を提供する。毎月、新たな映像が加
わる。

全米テレビ芸術科学アカデミーか
ら2022年のスポーツエミー賞にノミ
ネートされた最初のフィットネスプロ
グラムとして、今後さらに注目が集
まる。

オートアジャストテクノロジー

映像中の起伏やインストラクション
に合わせて、実際にマシンの速度（ペ
ダルの重さ）や傾斜が自動で変化し、
利用者に魅力的なワークアウトを提供
することができる。22シリーズには
このiFIT™が搭載されており、これら
の魅力的なプログラムや機能が無料で
使用することができ、メンバーへの付
加価値の提供を模索している施設には
魅力的なマシンになると思われる。

アメリカンブランドとして40 年の伝統と
歴史を持つ TUFFSTUFF からの新提案

国内でパーソナルジム、スポーツク
ラブや大学など多くの納品実績をもつ
TUFFSTUFF社から満を持してNewプ
レートローディングマシンが今夏発表
される。マシンは全10種類、コンパ
クトなサイズに優れたデザイン性、省
スペースレイアウトにも最適だ。

フレームが左右独立して動く機種は
多様なトレーニングにも効果的であり、
また１台で複数のトレーニングが可能
なレッグエクステンション・カール、
グリップが回転するラットプルダウン
など、長年トレーニングマシンを提供
し続けているTUFFSTUFF社のノウハ
ウが凝縮されたマシンである。よって、
新たな顧客獲得につながることが期待
される。

mailto:infomail@thinkgroup.co.jp
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CYBEX と STARTRAC

長きに渡りトレーニング機器を販売

株式会社 プロアバンセ

全15種で構成され、目的にあった
マシンを選定し、トレーニングするこ
とができる。

元々、1970年に医療・健康関連製
品の製造メーカーであるルーメックス
社の一部門として設立しており、特許
第一号となるアイソキネティックテス
ト機器(パフォーマンス筋力測定器)を
開発し、そのデータやノウハウをイー
グルシリーズにも活かしている。バイ
オメカニクスに富んだシリーズだ。

STARTRAC フリーランナー

新たに開発されたこのトレッドミル
は、徹底的にランナーファーストを意
識した設計となっている。すべてのラ
ンナーに応えるべく、最大の特徴は『衝
撃吸収』にある。

これまでのトレッドミルから26％
減を実現したアルミランニングデッキ

株式会社プロアバンセは、長きに渡り
トレーニング機器CYBEXとSTARTRAC
ブランドを販売している。CYBEXは
トップアスリートが好む最高のパ
フォーマンスを提供し、STARTRACは
カーディオのパイオニアとして、使い
やすさ、走りやすさを追求したマシン
を提供しており、どちらのブランドも
長い歴史と実績をもとに最先端の技術
を保ち、公共施設、大学・アスリート
施設や民間施設など、様々な場所で利
用されている。各マシンの特徴や納品
実積は同社のHPから確認できる。今
回は、特に特徴のある両ブランドの１
シリーズを紹介する。

CYBEX イーグル NX シリーズ

国立スポーツ科学センターにも導入
され、独自の機能により、各マシンそれ
ぞれに最大限の可動域を追求している。

を採用。その機能は「HEX DECK」と
呼ばれ、その名の通り六角形のハニカ
ム構造となっている。ハチの巣を連想
させるこのクッション性は、関節不安
を抱える方、外でのウォーキングに不
安を感じる方にも、お勧めのトレッド
ミルだ。体感して、そのクッション性
を確かめてみるとよいだろう。

同社はNAUTILUSウェイトシリーズ
も販売している。最上位機種のインス
ピレーションシリーズをはじめ、イン
パクト、インスティンクトと３ライン
を揃え、様々な目的に応じた提案をし
ている。

また、adidas Reebokといった個人
向けの商品も豊富に揃っており、あら
ゆる目的に応じた提案をしている。

長年の歴史と実績に基づき、その経
験から培ってきたノウハウを活かし、
メンテナンスにも万全を期している。

mailto:proavance@proavance.co.jp
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milon

近未来型マシンが、いよいよ現実に

株式会社アライアンス　セールス ディレクター　益子健一氏

ドイツの最新型IoTマシンを10年以上
取り扱う株式会社アライアンス（以下、
アライアンス）に、今年の２月よりセー
ルスディレクターとして益

まし

子
こ

健一氏が
ジョイン。大手フィットネスマシン
メーカーを20年以上渡り歩いてきたベ
テランであるが、９年ほどフィットネ
ス業界を離れ、別の業界に身を置いて
いた。その同氏がフィットネス業界へ
戻ろうと決意したのは、milonがヘル
スケア業界に与える衝撃の大きさを予
見できたからだと言う。一体milonの
何が、マシンに精通する益子氏を突き
動かしたのだろうか？　

SPORTEC2021 で milon と再会 
２ヶ月後に業界へ復帰

益子氏は国内外のフィットネスマシ
ンメーカーで長年のキャリアを積んで
きた。某マシンメーカー勤務時代には、
当時世界初のクロストレーナーを日本
に広めた実績をもつ。
「私は、今までの経験や知識がありま
すから、商品を見る目には自信があり
ます。過去を振り返っても、私が『売
れる』と確信したマシンは、しっかり
と市場に広がっていきましたね」と益
子氏は物静かにそう話す。

同氏は2013年に一度フィットネス
業界を離れた。最後に務めたメーカー
では営業の統括を行い、業界への心残
りはないというくらいに仕事を全うし
たからだ。

しかし、それから９年が経ち、フィッ
トネス業界へ戻るきっかけを与えた
のは、2021年12月に開催された東京
会場でのSPORTECだった。益子氏は
フィットネス業界を離れてから、イン
バウンド旅行者が活況であったタイミ
ングということもあり、小売店向けの
免税システムのセールスへと転身して
いた。ただ、インバウンド需要はコロ
ナウイルスの影響で、一気に下火と

なってしまい、去就を考えていたタイ
ミングで、古巣であるフィットネス業
界の展示会に足を運んだそうだ。
「私が別のメーカーに勤務していたと
き、2013年のFIBOへ参加するために
ドイツへ行きました。その当時から
milonの存在を知り、一目置いていま
した。アライアンスの代表を務める荒
川さんが法人を設立して、本格的に日
本での展開を目指しているということ
も人づてに聞いていました。それから
月日を経て、当時から完成度の高かっ
た最新マシンが、さらなる進化を遂げ
ており、『これは日本のヘルスケア産
業を変える』と確信し、アライアンス
への参画を決めたのです」

IT 業界で得た知見を 
IoT マシンの普及へつなげる

免税システムの販売はフィットネス
業界とは全く畑の違う領域であったた
め、最初はIT用語の理解に苦心したと
言う益子氏。しかし、その経験が今の
業務に大いに役立っている。
「フィットネス業界に携わった期間が
長く、IT領域に理解がある人材は希少
です。私は、そのどちらも兼ね備えて
いるため、milonをフィットネス業界
の人たちへご説明するのに適している
と思っています。API連携やデータの

取り扱い方法など、フィットネス業界
の方には馴染みの薄い部分を、私が通
訳することができるからです」。益子
氏にとって、milonを取り扱うことは
天職と呼べるだろうし、フィットネス
業界としても、同氏の復帰が与える影
響は計り知れないだろう。
「業界内の昔からの知り合いには、

『戻ってくるのが遅かったんじゃない
の？』と言われたりします（笑）しか
し、IT業界でもしっかりとした実績を
積んだ状態かつ、ポストコロナを見据
えた今こそ、そのときだと思いました」

行政としてもDX化の推進を企業に
求めている。それもアライアンスに
とっては追い風となっている。DX化
を前提とした助成金も徐々に増えてき
ており、マクロ動向を鑑みてもIoTマ
シンが普及する地盤が整ってきている
と言えよう。

全自動・電動モーターを駆使した 
最高級マシンとして欧州で普及

milonは50年以上の歴史をもつドイ
ツのマシンメーカー。1986年に初め
て電子制御のストレングスマシンを開 
発。類似したコンセプトのマシンを他
のメーカーも取り組んできたが、成功
と呼べる事例はまだ少ない。
「私も電子制御のマシンが登場した頃
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「10年前と比較したときに、フィッ
トネスクラブの反応がまるで異なりま
す。近未来のマシンとして認知はされ
ていても、自分たちの施設に導入する
イメージまでは昔なら持てていなかっ
たのですが、今や本気で導入に向けて
ご検討いただけている施設からの問い
合わせが、ありがたいことに増えてい
ます」と益子氏は胸を張る。自信をもっ
て勧められる先進的なマシンが、日本
でも受け入れられ始めているのだから、
当然だろう。

日本において
milon が活躍する場所

Fitness Business通巻118号に掲載
した4H fi tness梅ヶ丘スタジオでは、
プレオープン時から200名以上の集客
に成功し、現在はさらに会員数を伸ば
して順調に運営している。高級マシン
ゆえに初期費用こそ高いものの、集客
力の向上および無人営業対応による運
営コストの削減に寄与するため、すで
に同施設を運営する小田急電鉄のよう
に、初期投資をする価値を理解した企
業が出てきている。
「文京区にある私たちの本社にも、
milonのサーキットトレーニングジム
が併設されていますが、別のサーキッ
トトレーニングジムから移籍されて、
milonの機能的価値によって運動習慣
を定着させている会員さまが増えまし
た」と、益子氏に同席するかたちで取
材に応じてくれたアライアンスの高橋
氏は言う。エンドユーザーも、その価
値に気付き始めていると言えるだろう。

それらのニーズに対応し、今年の5
月から大阪の天満橋にzenfi tをオープ
ン。今後も、フィットネスクラブだけ
ではなく、クリニックや公共施設にも
広げていく。ドイツ発祥ということも
あり、医療関係者からの信頼も厚い。

は、正直に言うと懐疑的でした。ただ、
milonだけは一貫してマシンの性能を
追究し続け、そのクオリティの高さか
ら高級路線をひた走っています。言わ
ば『ストレングスマシン界のメルセデ
ス・ベンツ』です。ちょうど、ドイツ
ですし」と益子氏は冗談交じりにそう
話す。

ところで、現在milonを導入してい
る施設は世界にいくつあるかご存じだ
ろうか？　欧州を中心に、その施設数
はなんと3,000以上にも及ぶ。ドイツ
で有名なフィットネスチェーンである
PRIME TIME fi tnessでもmilonが導入
されており、MAIN TOWERと呼ばれ
る超高層階のビルのフロアでトレーニ
ングを楽しめるランドマークも人気を
博している。平均的なジムよりも会費
を高く設定しているが、会員さまは納
得して足を運んでいる。
「実は、ドイツで最もmilonの販売を
しているトップセールスはボディビル
元世界チャンピオンです。そのような
本格的なフィットネス愛好家に支持さ
れるということは、しっかりとした負
荷をエキセントリックおよびコンセン
トリックの双方に掛けられる証拠でも
あります。高い負荷であるほど電子制
御のマシンは軋みやすくなりますが、
milonはスムーズに稼働します」と益
子氏は強調する。世界で受け入れられ
ているmilonに、同氏が太鼓判を押す
理由がわかっただろう。

日本もフィットネスクラブの
風向きが変わってきた

今や、ありとあらゆるデータを活用
し、経営の改善や提供サービスの向上
を目指すのは当たり前の時代になって
いる。そのなか、その動向に興味関心
を高めるフィットネス事業者が増えて
きている。

リハビリや予防医学といったメディカ
ルフィットネスの観点で注目され、医
療現場での導入事例も増えてきている。

益子氏が目指すのも
ヘルスケアステーションの実現

今回は最新マシン特集であるので、
主にmilonについて話を進めてきたが、
アライアンスが目指すのは運動・食事・
日常生活に関するすべてのデータを健
康づくりに活かす「ヘルスケアステー
ション」の創出だ。益子氏も、このビ
ジョンに強く賛同し、将来性を感じた
からこそ、「やり切った」と考えてい
たフィットネス業界へと戻った。

このヘルスケアステーション構想は
アライアンス独自で日本に展開してい
る。そのなかでmilonマシンが担う役
割はあくまでその一部。SONIX 音波
振動マシン、MEonアプリ、ウェアラ
ブルデバイスなどすべてパッケージ化
して初めてヘルスケアステーションが
完成する。これをフィットネスクラブ
に限らず、地方自治体と連携した「健
康なまちづくり」につなげていく。

今後はこのヘルスケアステーション
を構成する仲間として、遺伝子検査や
姿勢を数値化するAIソリューションな
どを加えようと模索している。さらに、
本国であるドイツではすでに発表され
ているmilon YOUという、従来のミロ
ナイザーに変わる新しい動作解析デバ
イスが誕生した。日本へ上陸したタイ
ミングで、また詳しくご紹介したい。
「コロナ禍でmilonマシンの導入が延
期や中止になるなど、苦しい時期もあ
りました。しかし、我々はその間にヘ
ルスケアステーションの実現を可能に
する体制を整え、逆境を乗り越えてき
ました。次は、皆さんが逆境を乗り越
えるお手伝いをしたいですね」と益子
氏は、その強い想いを話す。

2022 年 FIBO で初公開となった milon YOUUI に優れたパネル大阪の天満橋にオープンした zenfi t
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ピラティスアライアンス

Power Plateを活用したピラティスレッスンが与える衝撃

一般社団法人 Pilates Alliance 会　代表理事　高田香代子氏 

の『共通項』です。ピラティスの効果
は睡眠の質の向上や、体調不良の改善
など多岐に渡るため、その人に合った
レッスンの提供が求められます」と高
田氏は言う。

トレーナーの経験・スキルを 
Power Plate がカバーするわけ

ピラティスは確かに素晴らしいエク
ササイズだ。しかし、ピラティスに詳
しい人材がいるフィットネスクラブは
いまだに少ない。
「しっかり指導できる人材は明らかに
足りていません。特に、身体の深部に
しっかりと効かせられる動きの指導と、
本当に効かせられているのかの見極め
は難しいのです」と高田氏は話す。
「しかし、それを補ってくれるのが
Power Plateです。床で行うピラティ
スとは比較になりません」と太鼓判を
押す。何がそこまで違うのだろうか？

高田氏の言葉を借りれば、「特別な
知識や経験がなくても、意識すること
が難しい筋肉にアプローチすることが
できる」ことだ。Power Plateの独自
技術として知られる「３次元ハーモ
ニック振動」と、身体のコアに働きか
けるピラティスの相性はまさに抜群な
のである。
「『Power Plateもピラティスも理解し
ていないと扱えないのではないか？』
と皆さんは誤解しやすいのですが、む
しろ逆です。Power Plateの上でピラ
ティスの動きを行うことで、最新マシ
ンの性能が、知識やスキル不足を補っ
てくれるのです。Power Plateを活用
したスタジオレッスンを提供できる環
境が整っているのであれば、ぜひ取り
入れてほしいところです」と高田氏は、
熱く話す。

低体力者のリハビリテーションにも 
短時間で確実にアプローチ

Power Plate×ピラティスはフィッ
トネスクラブのみならず、クリニック

一般社団法人Pilates Alliance会（以下、
ピラティスアライアンス）は東京都の
表参道、神奈川県の鎌倉にピラティス
専門のスタジオを構え、インストラク
ターの育成にも力を入れている。そこ
で代表理事を務める高田香代子氏は、
株式会社プロティア・ジャパン（以下、
プロティア）の新商品であるPower 
Plate Moveを活用したピラティスの
ワークショップを開催している。昨今
のピラティスブームは、若年女性、低
体力者のみならず、アスリートにまで
及んでいる。そのなか、Power Plate
とのコラボにより、ブームにさらに追
い風を吹かせるだろう。今回は、高田
氏にその相乗効果や可能性を訊いた。

身体の深部に働きかける 
ピラティスメソッド
「ピラティスの認知度は、昔と比較し
て圧倒的に高まっています」。高田氏
は開口一番にそう述べる。ピラティス
アライアンスのスタジオには、若年女
性が多く足を運ぶ一方で、現役の一流
男性アスリートも競技力の向上のため
にピラティスを行っているという。
「いわゆるアウターマッスルばかりが
発達してしまうと、本来の身体に備わ
るべきバランスが崩れてしまいます。
最近のアスリートは、ピラティスに
よってインナーマッスルの機能性を高
めるために取り入れています」（高田氏）

ピラティスメソッドとは、20世紀
初頭にドイツ人のジョセフ・ピラティ
ス氏によって考案されたエクササイズ
で、フィジカル面のみならず、メンタ
ル面にも好影響を与えることで知られ
ている。その誕生から100年以上経っ
た現代においても、ボディコントロー
ル力を高めるための洗練された方法と
して、多くの人に支持されている。
「グループレッスンを行う場合、気を
つけなければいけないのは、参加者

やリハビリ施設でも活躍している。振
動プレートの上に仰向けに寝る姿勢が
効果を発揮しやすいというが、それ以
外のピラティスの動きを取り入れるこ
とで、「飽きずに楽しく続けられる」
と参加者から好評を得ている。ピラ
ティスは立位よりも座位のエクササイ
ズが多いため、低体力者にも相性がよ
い。
「座位であってもしっかり効かせられ
ることで、やっている最中はキツいと
感じるのですが、エクササイズ自体は
30 ～ 60秒と短時間で済むため、翌日
に過度な疲労が残るわけではありませ
ん。時短をしつつ、しっかりと効果を
実感いただけているようです」と高田
氏は付け加える。

新たな顧客層として 
若年女性を獲得

最後に、Power Plate×ピラティス
の今後の可能性について訊いた。
「総合型クラブはジムエリアの24時
間化で、若年男性は以前よりも獲得で
きていますが、若年女性はなかなか
リーチが難しいと考えていると思いま
す。そこを解決するのが、本プログラ
ムだと思います。私が講師も担当しま
すので、ぜひ足を運んでください。確
実にインナーに効かせられることで効
果が高まり、顧客満足度が高まり、そ
してリピート率が高まる好循環を生み
出す可能性をもっています。皆さんの
ジムにも新しい風を吹かせてくれるで
しょう。」と述べ、高田氏は締め括った。



https://power-plate.co.jp/product/power-plate-move/
https://power-plate.co.jp/product/power-plate-move/


https://pro.tanita.co.jp/
mailto:pro-info@tanita.co.jp




Fitness Business 121 ◎ July-August 2022114

T     O     P     I     C     S     
ト
ピ
ッ
ク
ス

株式会社 WORKOUT　代表取締役 Founder&CEO　土屋耕平氏
ヘイ株式会社　予約事業部門 事業企画グループ マネージャー　濵本藤吾氏
モデレーター：フィットネスビジネス編集部　夏井大輝 　※以下、敬称略

パーソナルジム DX 化のリアル
REAL WORKOUT × STORES 予約

て人件費の配分に自由度が生み出せる
ことはもちろんですが、今までは必要
不可欠だった業務時間を削減すること
で、研修やマーケティングなど、より
企業へプラスとなる部分に時間を使え
ることになりますよね。

それだけではなく、DX化を進める
ことでデータの活用が可能になりま
す。これはREAL WORKOUTさんのよ
うに店舗数が多いパーソナルジムだけ
でなく、１店舗からでも導入していく
べきだと私は思っています。理由とし
ては、年齢や性別など顧客属性ごとの
データ活用をできるか否かが、競争優
位を生む源泉になるからです。REAL 
WORKOUTさんの場合は、出店を特
定の地域に複数行うドミナント戦略で
もマーケティングにおける競争優位を
生み出していますが、店舗数に限りが
あるパーソナルジムは、この戦略を取
りたくても取れないですよね。この場
合、価格競争に巻き込まれないために
も、システムから得られる会員さまの
インサイトをマーケティングに活用す
ることで、集客を効率化する必要があ
ると思います。

土屋：効率的なことはもちろん大切で
すが、それが本当に経営に対して効果
的なのかということも、システム導入
の意思決定において重視するポイント
ですね。濱本さんがおっしゃるように、
経営にダイレクトに影響を与える業務
に時間を掛けられるようになることで、
REAL WORKOUTに通われている会員
さまにとってもメリットが生み出せれ
ば、それは効果的だと言えると思いま
す。それが実現できるとわかったから
こそ、以前から考えていた予約・会員

株式会社WORKOUTはパーソナルジム
「REAL WORKOUT」を国内に74店舗展

開する、今やフィットネス業界のリー
ディングカンパニーだ（2022年7月25
日現在）。一方で出店数の勢いとは裏
腹に、それを支えるバックオフィス業
務は、現在も代表の土屋氏を含む数名
体制で回している。そのなか、薄々と
限界を感じていた人力での業務からシ
ステムへの移行を決意し、ヘイ株式会
社（以下、hey）が提供する STORES 
予約 を導入することとなった。なぜ、
両社が手を組むことになったのか。彼
らが見据えるフィットネス業界の未来
像とは何か。土屋氏と濱本氏による対
談を惜しみなく届けたい。

―まず、なぜ今こそパーソナル
ジムに DX 化が求められているのか、
お二人の考えをお聞かせください。

土屋：一言で言えば、経営効率を高め
るためですね。それは、おそらくパー
ソナルジムに限った話ではなく、人口
および労働人口が将来的に減少してい
くことが予想されている日本において
は、生産性を高めることは必要不可欠
なことだと思っています。

REAL WORKOUTのバックオフィス
業務は少数精鋭のチームで担っていて、
そこでの生産性を上げることができれ
ば、トレーナー一人ひとりへ還元でき
る給与水準も高めることができます。
それによって、フィットネス業界をよ
り魅力的な業界にできるのではないか
と思っています。

濱本：間違いないですね。土屋さんが
おっしゃった通り、業務効率化によっ

管理・決済システムの導入を決断しま
した。「効率的」と「効果的」は１文
字しか違いませんが、前者だけのため
にシステムに頼ってしまうと、提供す
るサービスの価値が目減りしてしまう
リスクがあるので、そこを見落として
はいけませんね。

―ありがとうございます。土屋
さんにお伺いしたいのですが、従来は
どのように予約業務を行っていたので
すか？

土屋：予約は完全に人力ですね。今も
そうですが、今後はheyさんにREAL 
WORKOUTをモデルに、パーソナル
ジム事業者に合うシステムの開発・改
善をお願いし、全店舗へ導入する予定
です。予約については、私は事業の
フェーズごとに人力からシステムへ移
行するべきだと思っています。今のや
り方としては、お客さまにwebサイト
経由で予約をお申込み いただいたら、
スタッフが空きスケジュールを確認し、
手動でメール返信をするというやり方
をしています。人が介するメリットは、
１対１でお客さまに営業ができること
です。そのため、メールの送り方次第
でコンバージョンを高められる確率が
変わるということが起こり得ます。1
人でも多くのお客さまを獲得して売り
上げを伸ばしたい創業時は、こちらの
方法が適していると思います。ただ、
事業がスケールしていくなかで、どう
しても手動では追いつかないような状
況になると、レスポンスが遅くなり、
顧客満足度が下がってしまいます。そ
のフェーズでは、効率化によるメリッ
トが効果的にお客さまに反映できるた
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め、今がちょうどそのときだと考えま
した。

濱本：確かに、予約業務だけに限ると、
店舗数が少なければ手動での対応でも
可能だと思います。ただ、STORES 予
約 という名前でありながら、我々は
予約以外のDX化まで一括して支援し
ています。そのため、先ほども述べた
ような顧客管理におけるデータの活用
をはじめ、回数券や月謝の決済や管理
など、１店舗からでもメリットを感じ
ていただき、導入いただけるケースは
増えています。

土屋：それはありますね。人間もシス
テムもそれぞれ完璧ではないので、相
互のいいところを補完し合って初めて
生産性を効率的に高め、お客さまへ効
果的にメリットを感じていただけるよ
うになります。そういう意味で言うと、
決済や顧客管理については、昔から変
える必要があるなと常々思っていまし
た。ある種の危機感ももっていましたね。

―それでは、決済や顧客管理に
ついてはどのようにされていたのです
か？

土屋：決済については店舗に設置され
たSquare端末を使っていました。そ
こで顧客ごとの支払いデータというの
は取れていたのですが、パーソナルト
レーニングを提供している以上、ト
レーニング指導履歴も記録して残して
いく必要があります。そちらについて
はスタッフ間で管理をしている顧客カ
ルテを作成し、お客さまごとに更新し
ていくようなかたちを取っていました。

―無料で提供されているツール
を顧客管理においては使われていたの
ですね。では、STORES 予約 導入の決
め手は何でしたか？

土屋：１番の決め手は、ずばり開発ス
ピードです。私たちの運営するREAL 
WORKOUTに最適化したシステム設
計を、迅速に実現してくれる点に最も

魅力とご縁を感じ、今回ご依頼させて
いただくことに決めました。

この開発スピードないし、仕事を進
めるスピード感というのは、両社が同
じ水準であればあるほど相乗効果も生
まれやすいと思っていますので、hey
さんを選ばせていただいたというのが
本音です。

濱本：ありがたいお言葉です。heyと
しても、フィットネス業界のスタン
ダードとなり得るREAL WORKOUTさ
んと手を取り合うことは熱望してい
ました。REAL WORKOUTさんはオペ
レーションをフェーズごとに最適化し
て成長されてきていますが、STORES 
予約 もまだまだ成長できると思って
います。今回の導入を契機に、我々も
REAL WORKOUTさんと一緒に成長し
ていきながら、オペレーションを手助
けしていきますので、開発チームとも
連携しながら、システム導入へ向けて
これからもご一緒させていただければ
と思います。そして、導入後も末永く
お付き合いできればと思っております。

土屋：ぜひお願いします。あと、もう
１つはセキュリティ面の強化が実現で
きることです。先ほども述べた通り、
スタッフ間での管理ツールとしては主
にG Suiteを使って会員さまの情報を
管理していたのですが、権限の管理な
どはあくまで手動で行なっている以上
情報漏洩のリスクがないとは言えませ
んでした。

パーソナルトレーニングを提供する
うえで、その方の年齢、性別、身体的
特徴など、結構なボリュームの個人情
報を取り扱うことになるので、そこも
変革の必要性を感じていながらも、今
まではそのまま運営していました。私
たちはエクイティで投資家たちから資
金調達をしているので、そのあたりの
リスクを指摘されることもありました
から、本当に助かっています。

濱本：まず、我々のシステムは第三者
機関によって、データの管理やサー
バーの管理について一定のセキュリ

ティ水準を満たしているという評価を
されています。それはシステムを提供
する会社としては当然のことです。

もう１つ重要なのは、適切な権限管
理ができることです。本部スタッフや
店舗スタッフ、役職ごとにファイルの
参照権限を付与できるので、店舗を超
えてすべての情報を共有していたとき
と比べると、非常に安心感があると思
います。

土屋：そうですね。スタッフの参照権
限ついてはもちろん弊社でもこれまで
管理は徹底しておりました。しかし少
人数でバックオフィスを回している分、
手動で権限を操作する必要性があると
特に創業間もない頃は漏れがある懸念
もありました。そういった点も今後は
解決できるのではないかと期待してい
ます。

―ありがとうございます。フィッ
トネス業界全体では、DX 化によって
どう変わっていくと思いますか？

土屋：フィットネス業界に限らず、や
はり経営効率をいかに高めるかが焦点
になるかと思います。日本は人口減少
トレンドというお話はしましたが、と
はいえ１億人以上の人口がいる大きな
市場でもあります。現状を受け入れて、
ローリスクかつハイリターンの経営が
求められると思います。

DX化によって生産性と会員さまの
エンゲージメントを同時に高めていく
ことができれば、フィットネスジムの
市場規模は当たり前ですが上がってい
くと思います。私たち以外のパーソナ
ルジムの運営者の皆さんにも、DX化
の必要性を自分事として捉えて、積極
的に取り組んでいくことが、業界全体

土屋耕平氏
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とのコミュニケーションの部分です。
REAL WORKOUTの場合は、月間にし
て数千人の会員さまにご利用いただい
ているので、密なコミュニケーション
を人力だけで取っていくには、かなり
限界があると思います。ただ、このプ
ロセスがパーソナルジムを経営するう
えでは非常に重要だと私は考えています。

継続率や入会率といった数値という
のは、あくまで結果として後からわか
ることです。例えば会員さまが担当ト
レーナーに対して本当は不満があった
けれど、運営サイドはそのインサイト
を把握できないことがあります。その
ような会員さまと、今後どのように向
き合っていけばいいのかを知る手がか
りを、DX化で実現できたら嬉しいと
思います。それができないと、今でこ
そ出店数を伸ばせていますが、今後さ
らに飛躍的に出店していくとなると、
壁にぶつかってしまう気はしています。
なので、昨年からCS専門のチームを
立ち上げ、会員さまへのアンケートの
実施などを通じて、対話の数を増やす
ように心がけています。理想的な姿は、
会員さまが「気軽にクレームを言える
状態」をつくることなのかもしれま
せん。

１社、私のなかでロールモデルがあ
ります。英会話教室・スクールAEON

（以下、イーオン）です。イーオンで
は英会話の教師へのフィードバックを、
本部スタッフがお客さまを下の名前で
呼びながらフランクなかたちで訊く体
制ができているのです。

パーソナルジムはトレーナーの質と
サービスの質がほとんどイコールにな
るので、このようなかたちで質を担保
できるといいですよね。

―CS を DX するサービスですね。
パーソナルジムが接客業である以上、
非常に重要だと思います。それでは最
後に、タッグを組まれる両社でディス
カッションいただくなかで、思い描か
れている未来像をお話しください。

濱本：REAL WORKOUTさんは300店
舗を目指されていますが、そのときの

フィットネス業界の姿をどう思い描か
れているのですか？

土屋：率直に言うと、ユニクロのよう
な存在になりたいと思っています。オ
シャレもダサいも混在していたアパレ
ル業界を、ユニクロがボトムの底上げ
をしたことで、オシャレを当たり前に
したように、パーソナルトレーニング
が当たり前という状況をつくりたいと
思います。だからこそ、低価格帯のパー
ソナルトレーニングというポジショニ
ングを取っています。今までパーソナ
ルトレーニングを受けたことがない人
たちの最初のパーソナルジムで在りた
いと思っています。その人たちがもっ
とトレーニングにこだわりたいとなれ
ば、REAL WORKOUTのあとに高価格
帯のパーソナルジムへ通ってもらえば
いいと思います。

濱本：ありがとうございます。宅配食
事業や、法人プランなど立ち上げられ
ていますが、そこにはどのようなビ
ジョンや狙いがあるのでしょうか？

土屋：目指しているビジョンは先ほど
述べた「パーソナルトレーニングを当
たり前にする」です。狙いとしては、
マーケティングとしての要素が大きい
ですね。ビジョンという「登るべき１
つの山」に対して、色んな登山道から
お客さまが登れるように、裾野を広げ
ています。

例えば、「運動はしたくないけど痩
せたい」というニーズをもっている人
は多いです。実は、私もその１人で
す（笑）そういう人たちが高たんぱく
宅配食をきっかけにパーソナルジムに
興味をもってくれたらと思っています。
法人プランも同じ理屈です。

そこからさらに裾野を広げていくた
めには、他の業界との提携が欠かせま
せん。整骨院や美容院は弊社で事例が
ありますが、今後は化粧品へも広めて
いく予定です。

―土屋さん、濱本さん、貴重な
お話をありがとうございます。

のプレゼンスを高めていくことにつ
ながるでしょう。SPORTEC2022でも、
DXをテーマにお話しさせていただく
ので、ぜひお越しいただければと思い
ます。

濱本：我々はジムへSaaSを提供して
サポートする立場なので、フィットネ
ス業界の成功が我々にとっての成功で
もあります。一緒に伴走していくパー
トナーとして、フィットネス業界を盛
り上げられると自負しています。

もちろん、効率化やデータの活用で
業界全体へ好循環を生み出せると思い
ますが、さらにそこから一人ひとりの
ライフスタイルに合わせてパーソナ
ライズしたサービスの提供によって、
フィットネス人口が増加していくと思
います。しかも、それをなるべくコス
トを掛けないかたちで実現するには、
デジタルの活用というのが１つの選択
肢だと思いますね。

私見ですが、オンラインフィットネ
スがもっと普及して、店舗に行かずと
も身近にフィットネスサービスを受け
られることが、もっと求められると
思います。いわゆるOMO型（Online 
Merges with Offlineの略でオンライ
ンとオフラインの融合を意味する）の
実現です。我々も、Zoom連携の機能
を有してたりしますが、今後もその領
域のサポートは強化していきたいと
思っています。

―フィットネス業界が成長産業
になるキーファクターは DX 化への対
応ですね。今後、REAL WORKOUT さ
んのなかでさらに DX 化していきたい
部分はありますか？

土 屋：CSです。いわゆる会員さま

濵本藤吾氏
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本誌提携 IHRSA『クラブビジネスインターナショナル』からの情報

■ フィットネスエキスパートが描く
フィットネス業界の進むべき
未来を大胆に予測する    フレッド・ホフマン著

BIは、フィットネスクラブが準備すべ
きことを明確にするため、リーダー
に注目している。IHRSA2022の参加
者は、改革に心を奪われており、テク
ノロジー、集客と維持、労働力、トレ
ンドの変化と市場の破壊に対して、各
企業がどう計画できるかが重要課題と
なっている。フィットネス業界は非常
に広く、抜本的な改革が必要だ。しか
し、成長のチャンスは豊富にある。以
下に、そのキーを示す。

消費者はハイブリッドという
選択肢を求めている

復会は徐々に進んではいるものの、
依然として苦労している。コロナ禍に
おいて、身体活動量を増やす必要性が
強調されても、入会獲得は困難な状況
だ。フィットネスクラブ経営者は、ど
のようにすれば、消費者がジムに戻る
ような、適切なインセンティブを生み
出すことができるのだろうか？

企業向けウェルネスの専門家で、サ
ウスカロライナ州グリーンビルに本社
を置くBodyby Defi nitionのCEO、デ
ビー・ベレンジャー氏は、「コロナに
よって消費者が求めていたものは変わ
り、今後も変わり続ける」と観察する。
「フィットネスクラブでのサービスは
運動から始まるというモデルや考え方
を改めることが、復会の鍵になります。
サービスは消費者の選択と声から始ま
るのです。そして、フィットネスクラ
ブが提供するプログラムは、会員が必
要とするものを、必要とするときに提
供しなければなりません」

ほとんどのオペレーターにとって、

ハイブリッドオプションは手っ取り早
い解決策として始まったが、専門家の
多くは、それが今後も主流となり、会
員の維持や対面でのワークアウトへの
復帰を促すだろうという意見で一致し
ている。

カリフォルニア州マンハッタンビー
チとニューヨーク市にあるIntegrity 
Squareの創業者であり、マネージン
グパートナー、チーフドリームアーキ
テクトのピート・ムーア氏は、ハイブ
リッド化がニューノーマルだと考えて
いる。
「半径５マイルの地域でプログラムを
提供するなら、クラブ内、屋外、オン
ラインを問わずそうなります」

ベレンジャー氏も同じ考えだ。
「ハイブリッドであり続けることで、
メンバーは自分のペースで運動できる
のです」

フィットネスクラブ・マネジメント
のCEOでインテグリティ・スクエアの
マネージングパートナーであるアル・
ノシルバニ氏は、「ハイブリッドは今
後も続くが、ほとんどのジム経営者は、
自社ブランドを肯定的に表現するコン
テンツを制作するリソースを持ってい
ない」と指摘する。「ですから、運営
者は、高品質のコンテンツを制作し、
一流の体験を提供し、収益化を可能に
する企業に注目すべきです」と、述べる。

「体育会系」を減らすべく、
訴求メッセージを変える

フィットネスクラブに来たことのな
い８割の人たちにアプローチすること
は、これからも難しいことではあるが、
それはこの時代だからこそ、なおさ

らだ。
「なぜ人口の８割が定期的な運動をし
ていないのかという疑問が残る」と、
ベレンジャー氏は指摘する。ベレン
ジャー氏は、フィットネスクラブのビ
ジネスモデルは、メンバーになること
が必要不可欠だと考えていない人たち
に対して、うまく機能していないとを
言う。
「そのような人たちにアプローチする
には、支援活動、価格設定、払い戻し
モデル、そして彼らのニーズに対応し
たプログラムを用意することが必要で
す」

一方で、ムーア氏は、HALO（Healt
h,Active,Lifestyle,Outdoors）部門が８
割に達するために、今ほど大きなチャ
ンスはないと考えている。
「消費者は、何らかの形で運動は必要
だと認識しています。しかし、それが
実現する唯一の方法は、結果と楽しさ
に焦点を当て、これまでよりもはるか
に親しみやすいようにメッセージを変
更することです」

Global Fitness Report 2021では、
イリノイ州シカゴに拠点を置くLes 
Mills USのCEO、ショーン・ターナー
氏が、コロナ禍によって消費者は健康
を優先するようになり、50％が自分
のウェルビーイングにより注目してい
ると計測している。「今後、数年間は、
会員数を拡大する絶好の機会だ」と同
氏は考える。

さらに、コロナが新世代のフィット
ネスファンを生み出し、次のトレン
ドを決めようとしていると指摘する。
定期的に運動する人の27％が自分を
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まったくの初心者であると述べている
のだ。
「これらのグループにアピールし、歓
迎されていると感じさせ、彼らが直面
する運動へのハードルと体験に求める
ものの両方を理解できるオペレーター
にはチャンスが溢れています」

マインドボディ（カリフォルニア州
サンルイスオビスポ）の代表取締役社
長兼最高技術責任者のスニル・ラジャ
セカール氏は、同社の年次ウェルネス
指数の調査結果を紹介した。フィッ
トネスレポートの調査結果では、「ジ
ムの怖さ」が増加しており、アメリカ
の人口の19％がジムやスタジオに入
るのをためらっていることがわかった。
これは、Z世代の女性で見ると38％に
跳ね上がる。「このような状況を打破
するためには、消費者に歓迎され、快
適にスタジオを体験してもらうこと、
初心者や日常生活に戻る人に合わせた
サービスを提供することが必要です」
と提言する。

ノシルバニ氏も同意見だ。
「しかし、現実には、人々が疲れを感
じないような環境を整え、成功できる
と思わせるような方法で参加させなけ
ればならないのです。一律にフィット
ネスに取り組むのでは、80％の人を
惹きつけることはできません」

ペルソナを作り、そのペルソナに合
わせた会員獲得を行うこと、そして
マーケティングとメッセージは、クラ
ブが入会させたい人々に語りかけるべ
きであると言う。「鍛え上げられた肉
体をマーケティングで見せる時代は終
わりにしなければならない」と結ぶ。

ウェルネス、栄養、リカバリーが
主要な収益源になる

CBIの専門家は、健康と福祉に取り
組む必要性を認識し、ウェルネス、栄

養、リカバリーの分野が大きく成長す
るとみている。

2022年、マインドボディによる
ウェルネス指数の主なレポートで
は、ウェルネスの定義が変化しており、
フィットネス業界が消費者と深いつな
がりを築く絶好の機会を提供している
ということを明らかにしている。
「コロナ前は、運動を始めるきっかけ
のトップは体重管理と気分転換でした。
しかし、現在では、ストレスの軽減や
精神的な健康増進にシフトしています。
ジムやスタジオは、ウェルネスのため
のワンストップショップになるべきと
きです」とラジャセカール氏は述べて
います。

コロラド州ボルダーにあるSF Resources
のオーナーであり、Stronger U Nutrition
のパートナーシップディレクターであ
るシャノン・ファーブル氏は、「フィッ
トネスはウェルネスのパズルの一部で
あり、栄養とリカバリーは注目されて
いる部分であるうえ、さらに増加する
だろう」と語っている。

そのため、彼女はヘルスコーチへの
投資、行動変容に関するチームのスキ

ルアップ、リカバリーに関する継続的
な研修、栄養指導とコーチングを統合
する方法の模索を勧めている。

ベレンジャー氏は、フィットネス業
界が医療やパートナーシップと交わ
り、ウェルビーイングに取り組むべき
ときがきたと考えている。「消費者主
義の時代は、クライアントの利便性を
重視し、より良い気分でいることに重
点を置くようになりました。免疫力向
上、メンタルフィットネス、長寿、リ
カバリートレーニング（ヨガ、ストレッ
チ、モビリティワーク、セラガンなど）、
心の健康など、収益源を多様化する
チャンスは膨大にある」と言う。ノシ
ルヴァーニ氏も「運動だけでなく、栄
養やリカバリーも重要だ」と言う。

セールス＆マーケティングにおける
テクノロジーの重要性が高まる

テクノロジーとデジタルはもはや
「未来」ではなく、生活に不可欠なも
のだ。フィットネスと健康に関するビ
ジネスの、あらゆる側面において、オ
ペレーターや専門家がテクノロジーの
早い成長ペースについていくことが極
めて重要だ。

多くのリーダーがそうであるように、
ラジャセカール氏も、テクノロジーが
幅広いサービスや製品に活用されてい
ることを実感している。
「プログラム、セールス、マーケティ
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ングの観点からは、オフラインでの
フィットネスを補完するには絶好の機
会です。フィットネス業界では長年、
テクノロジーといえば会員管理、POS、
決済システムなどを指すと考えられて
きました。アプリやSNSなどが普及し、
クラブがクラブ外にまで進出するよう
になり、マーケティングの自動化、会
員のエンゲージメント、データの可視
化、スタッフのシフトなどのポイント
ソリューションがより一般的になって
きました。これらは、直接的コストと
間接的コストの両方においてはっきり
としたROIがあります」

そして、フィットネス業界のすべて
のセクターでデジタルスキルを学ぶこ
とが不可欠であると、ベレンジャー氏
は確信している。「LinkedInの経済グ
ラフによると、スキルセットは2015
年から約25％変化しており、その数
は2027年までに倍増すると予想され
ている」と説明する。
「最新の状態を維持するために必要な
スキルを学ぶことは、プロフェッショ
ナルにとって不可欠です」

スタッフとトレーナーは 
より不可欠な存在に

フィットネス業界は、クラブの閉鎖、
オンラインでのワークアウトの普及、
雇用不安、フィットネスのキャリアを
追求するインストラクター・トレー
ナーの減少などの影響を受け、業界全
体が専門家不足に直面している。優秀
な専門家を惹きつけ、維持する方法に

ついて、CBIの専門家は考察している。　
ベレンジャー氏は、「今こそ、業界

のレベルを引き上げるときだ」と主張
する。
「入社時の給与、研修、福利厚生の充実、
業界内での昇進・昇格のための成長計
画など、インセンティブを高めるため
のテコ入れが必要なのは明らかです」

ファブリーズ氏も同じの視点、「イ
ンストラクターやトレーナーの成長機
会、そして収入の保証。フィットネス
の専門家を雇用し、従事させる新しい
方法を考えることは必須だ」と言う。

ノシルバニ氏も、「私たちは、業界
として、フィットネスを通過儀礼的な
仕事ではなく、キャリアにする必要が
あります」と言う。
「この取り組みの一環として、私たち
は現在、最低賃金15ドル、昇進の機
会、そして最重要なこととして健康保
険と有給休暇をW– ２および時間給の
スタッフに提供しています。これらは
歴史的に行ってきたことではありませ
んが、従業員のエンゲージメントだけ
でなく、モチベーションにも即効性が
ありました」 

ターナー氏は、レスミルズは、グ
ループXのインストラクターの力を信
じ、それは今後増えていくだろうと言
う。
「私たちは、クラブがより多くのイン
ストラクターを獲得し、現在のチーム
を強化するためのエンゲージメントを
促進するための支援に重点を置いてい

る」と述べている。「業界の新たな成
長段階を迎えるにあたり、優れたイン
ストラクターを擁するクラブは、コロ
ナ禍に誰もが感じたコミュニティへの
憧れに応えるのに理想的な立場にある。
優れた人材は、競合が真似できない唯
一のセールスポイントだ」

採用難の現状を踏まえ、ムーア氏は、
大学スポーツ選手など、これまでとは
違ったプロフィールの人材を検討する
ことを勧める。
「勝利のマインドとエネルギーを持つ
彼らは、理想的なロックスターのよう
な社員です。彼らは毎日、勝つために
準備をし、そのメンタリティーは伝染
するのです」

何が起きても、機敏に動けるように

未来を予測することはできないが、
トレンド、顧客の行動、社会の変化の
方向性と見通しを予測し、変化を機敏
に受け入れながら、未来に備えること
は可能だ。ここ数年、私たちが学んで
きたように、予期せぬ事態に備えよう。

優秀な経営幹部、支配人が欲しい。
働きがいのあるフィットネスクラブに転職したい。

その悩み、『フィットネスビジネス』と
『フィットネスジョブ』が解決します。

働きやすく、働きがいのあるフィットネスクラブがきっと見つけら
れるはずです。キャリアアップを成功させるために、ぜひチェック
してみてください。

●求人広告のお申し込み・お問い合わせ
株式会社クラブビジネスジャパン
Tel：03-5459-2841　Fax：03-3770-8744
E-mai：fb.customer@fitnessclub.jp
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「楽天 フィットネス市場よりお手続き」
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