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◆やまがた・かずとし
株式会社オークスベストフィットネス
代表取締役　
 

Kazutoshi Yamagata
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当社は、「地域社会の健康を支え
る企業としての価値を創造し続け
る」を経営理念にしています。この
事業を通じて、人々や社会の「活き
る」を支えるサービスを提供して人
生を豊かにしていていただくことに
取り組んでいます。オークスらしさ
を大切にして、お客さまから「オー
クスに来てよかった」「明日もがん
ばろう」と思ってもらえるような、
この地域になくてはならない、愛さ
れるフィットネスクラブになりたい
と思っています。

さて、そうなるために私が１年前、
代表取締役に就任してすぐにしたこ
とは、主要なプログラムを2 ヶ月間
にわたり、すべて受けることでし
た。個人的な気づきとしては、「俺っ
て、めっちゃフィットネス、好き
なんだな」ということでした（笑）。
レッスン中のお客さまの笑顔やレッ
スン終了後の爽快感など、本当にた
まらないですよね。改めて「オーク
スは必要とされている」と感じるこ
とができました。ただこれまでと同
じことを続けていてはいけないと思
い、提供しているサービスの本質は
何か？と考え、それをきちんと提供
していこうと思いました。具体的に
は、身体の機能改善やダイエットな
ど、一人ひとりの顧客の課題にしっ
かりと寄り添い、解決していくこと
です。また、情緒的な価値の提供も

重要になるので、これも個人に合わ
せてきちんと対応していこうと思い
ました。丁寧に、オークスファンを
つくっていこうとしているのです。

コロナ禍でたくさんの会員さまが
離れるなか、財務的なリスクを克服
しようと、当社はどこよりも早く月
会費を一気に1,500円ほど値上げし
ました。それに先立ち、会員さまに
は、何度も説明会を重ね、経営の内
情も表に出しながら、丁寧に説明さ
せていただきました。厳しいご意見
もいただきましたが、９割の会員さ
まからは「オークス、がんばれよ」「こ
こは至らないと思うけど、真摯にこ
うして説明しているので、事情はわ
かったよ。応援するよ」と、温かい
言葉をかけていただきました。嬉し
くて、嬉しくて、涙があふれました。
当社は現在37期目を迎えています
が、これは、オークスの先輩方が築
き上げてきてくださったものがあっ
たからだとも思い、感謝しています。

これからも応援をしてくださるお
客さまに、しっかりと価値を提供し
て、満足していただき、そうした
方々にずっとオークスファンでいて
いただくことに加え、今はまだオー
クスファンではない方々がどうした
らこちらを振り向き、笑顔になって
くださるかを考え、彼ら彼女らにふ
さわしいプログラム・サービスを提
案、提供してオークスファンになっ

ていただけるように努めていきたい
と思っています。

本田宗一郎さんの言葉に「チャレ
ンジして失敗を恐れるよりも、何も
しないことを恐れろ」があり、私は
入社したての時からずっと信条にし
てきているのですが、これからも大
小関係なしにチャレンジし続けよう
と思います。

また、永守重信さんの「すぐやる、
必ずやる、できるまでやる」も、同
じ文脈でとても大切にしている言葉
です。気負うことなく、自分の役割
の範囲で、失敗を恐れつつも、チャ
レンジしていきます。とはいえ、私
個人や個々の事業者の力だけでは限
定的なので、フィットネス業界の志
高い仲間たちと、共創してフィット
ネスを啓発、普及していけたらとも
考えています。

今後、高齢化がますます進むなか
で、地域の人々が身体的にも精神的
にも社会的にも良好な状態となり、
その先で人生を豊かに、そして幸せ
と感じられるようになることに貢献
したいと思っています。オークスら
しさを継承しつつ、地域に深く入り
込んでいき、そこに暮らす人々の「活
きる」を支える、次代を捉えたサー
ビスを加速して提案、提供していく
なかで、設立50年を、そしてさら
にその先で設立100年を迎えられた
らいいなと考えています（談）。
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News & Trends

2022年７月27〜 29日に、SPORTEC東
京2022が行われた。約600にも上る出
展者が、afterコロナを見据えたフィッ
トネスの未来を示した。年々規模が拡
大されてきたが、３日間の合計来場者
数（速報値）は、約30,000人となった。
今後、フィットネス事業者には、既存
のマーケティングを見直すことが求め
られよう。また、いかにエンドユーザー
のニーズを掴めるかが成否を分けるこ
とになるだろう。

過去最大規模での開催

東京ビッグサイトにて行われた
SPORTEC東京2022。前回は2021年
12月と変則的に開催されたが、今回
は例年通り夏の開催となった。

展示規模を拡大し続けてきたこと
を受け、開催前日には来場者予測が
50,000人とされていたが、３日間
とも気温30度を超える猛暑とあっ
て、合計来場者数（速報値）は、約
30,000人に落ち着いた（表１）。

加えて、「ヘルス＆フィットネスジャ
パン」、「スポーツニュートリション
EXPO」、「スポーツサイエンステクノ
ロジー EXPO」、「フレイル・介護対策
EXPO」など、計10のカテゴリーが同
時開催された。withコロナがノーマ
ルとされつつあるなか、ゆるい健康や
ウェルネス、ウェルビーイングといっ
た市場が拡がりを見せ、フィットネス
に参加していない97％をいかにして
取り込んでいくのか、afterコロナに
向けた取り組みが見られた。

ウェルネス体験イベント 
日本でも拡がる

国際スポーツ&ウェルネスウィーク
エンドのブースでは、2022年９月16
日〜 18日に開催される「ウェルネス
ウィークエンド」について紹介された

（写真１）。同イベントは、６年前にフ
ランスで始まったソーシャルイベント
で、昨年までに133 ヶ国が参加して
いる。日本では、今年、初開催となる。

ウェルネスウィークエンドでは、
ウェルネス、ウェルビーイングにつな
がるライフスタイルを啓発し、運動を
始めたりウェルネスを意識したりす
るきっかけを提供している。日本で
は、全国にいる60人のエリアアンバ
サダーが行う、100以上のウェルネス
体験クラスやイベントが企画されて
いる。

コロナ前か、コロナ後か

SPORTEC東 京2022で は、61の セ
ミナーが開催された。主にコロナ禍に
おけるフィットネスクラブ運営企業の
取り組みなどについて取り上げられ、
満席となるセミナーもあった。

これまでのフィットネスクラブ運営
企業の動きを下記にまとめる。
・会員種別の見直し
・会費の値上げによる在籍者数とその
セグメントの変化
・値上げに対応した付加価値の提供、
利便性の向上
・初期定着を促すプログラムの開発
・諸届やスタジオ予約のデジタル化
・上記に伴うオペレーションの変更

・収支構造の見直し
・不採算店舗の撤退
・新業態の模索
・FC展開の強化
・指定管理事業の獲得

各クラブとも、最重要経営課題に何
を掲げたかがマーケティングに表れた。
コロナ後を見据えているクラブとコロ
ナ前の収益を目指すクラブとの差が決
算にも出ている。

特に、入会獲得がしにくいことから、
会員の初期定着に主眼を置くクラブが
ほとんどだ。コロナ前から初期定着に
無頓着だったクラブは、未顧客の潜在
的なニーズや会員（元会員）のニーズ
の変化を捉えた動きが鈍くなっている。

収支構造では、水道光熱費の高騰が
コストを圧迫することは間違いない。
会員に価格転嫁をしても、会員と高い
エンゲージメントが構築できているク
ラブは、さして大きな影響を受けない
かもしれないが、そうでないクラブは
対応が急務と言えよう。

さらに、できることをやり尽くしコ
ロナを乗り越えつつあるクラブとそう
とは言い切れないクラブとでは、目的

◆表１　３日間最終来場者数（速報値） （人）

◆写真 1 　国際スポーツ＆ウェルネス
　　　　　ウィークエンド

	 7 ⽉ 27 ⽇（⽔）	 	7 ⽉ 28 ⽇（⽊）	 	7 ⽉ 29 ⽇（⾦）		 合計
受付登録⼊場者数	 9,162	 9,619	 10,186	 28,967
報道関係者⼊場者数	 72	 86	 57	 215
合計	 9,234	 9,705	 10,243	 29,182
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や目標への求心力やチームとしての一
体感が異なる。フィットネスの本質的
な価値を訴求するべく、経営陣が明確
な姿勢を示し早い意思決定をすること
で、スタッフ一人ひとりが改めて自ら
の存在意義に確信をもつことができ、
オペレーションにも腹落ち感をもて、
機能するチームになれた一因と言えよ
う。この手掴み感は、トライアンドエ
ラーの勇気を促進し、小さな実験ドリ
ブンを回す潤滑剤となり、しなやかな
企業風土を醸成した。政府がフィット
ネスクラブを不要不急とした痛みを私
たちは忘れてはならないだろう。

エンドユーザーを知れ

初めてフィットネスクラブ運営事業
に参入する異業種のプレイヤーは業界
に未知数の可能性を感じている。

成否を分けるキーのひとつに、経営
をサポートしてくれるサプライヤーに
出会えるかどうかが挙げられる。サプ
ライヤーには、クラブの対象顧客が解
決したい課題を把握し、それを解決す
るソリューションを示せるかどうかが

求められ、それがクラブの成否に直結
する。フィットネスクラブ運営企業と
良い関係を構築しているサプライヤー
は、エンドユーザーの動向を把握し、
それに対応できている。

今、フィットネス事業者は、エンド
ユーザーとこそ、つながるべきなので
はないだろうか。

さらに、エンドユーザーに関係ない
ところで生じるコロナの影響もチェッ
クしておこう。

例えば、日本では、海外製のマシン
が多く流通している。一部のマシン
メーカーでは、製品価格の改定を検討・
実行する動きや納期の遅延がみられた。

この背景には、海外での材料の不足
や物流の人材不足、コンテナ不足、中
国の電力不足による工場稼働率の低下、
為替高騰など複数の要因が絡み合って
いる。製造コスト・物流コストなどを
圧迫し、これらが製品価格に転嫁され
る事態となっている。

サプライヤーにおいてはバリュー
チェーンをどれだけ整えられるかが試
されることになるだろう。

フィットネスを拡げよう

下半期を迎えるにあたり、コロナ
からの回復〜成長するべく、既存の
フィットネス事業者は、オペレーショ
ン→マーケティング→イノベーション
の順で取り組み、そのそれぞれに適切
な配分でリソースを投じていくことが
必要だ。

マーケティングの視点はフィットネ
ス事業者の誰にでも求められる。知っ
たかぶりをせず、謙虚にマーケティン
グとは何かを捉え直して実務で結果を
出そう。

創業者のランディ氏は同社を買い戻した ダンスフィットネスコンテスト。今もなお人気だ

ジョンソンヘルステックジャパンの E GYM スタジオレッスンの高揚感

姿勢や動作改善のデジタルソリューション
は日進月歩

エンドユーザーも使用感を試す



収益力トップ３に東祥、セントラルスポーツ、カーブスジャパン
業界トップ 211社の直近決算期の税引後利益などを調査
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News & Trends

フィットネス業界において主要な事業
者の直近決算期における売上高上位
211社の売上高、税引後利益とその前
の期の売上高と税引後利益などの動向
について調査した（※決算期の違いに
加え、直近の決算期の数字を把握でき
ていない企業もあるが、わかる範囲で
リスト化しているため、必ずしも正確
な比較となっていないことを前提とす
る）。直近の税引後利益では、トップ
３に株式会社東祥（以下、東祥）、セ
ントラルスポーツ株式会社（以下、セ
ントラル）、株式会社カーブスジャパ
ン（以下、カーブス）がランクイン。
一方、ボトム10企業には、関東・関西
の中心部に総合業態を中心に展開して
いる企業がずらりと名を連ねた。

「未顧客」「地方」「専門特化」が 
今後の成長のためのキーワードに

Fitness Business編集部は、フィッ
トネス業界において主要な事業者の直
近決算期における売上高上位211社の
売上高、税別後利益とその前の期の売
上高と税引後利益などについて、動向
を調査した。直近の税引後利益の上
位10社は、P17表１の通りとなった。
トップ３は、東祥、セントラル、カー
ブス。カーブスは、11位に直営店を
展開するハイ・スタンダードも入る。

こうした収益力の高い上位企業にみ
られる傾向として、企業規模の大小に
かかわらず「未顧客」「地方郊外」「専
門特化」に対応していることが挙げら
れよう。これまでどこかのフィットネ
スクラブに参加していた顧客層ではな
く、初めてフィットネスクラブに入会
する、いわば「未顧客」を対象顧客に
していたり、出店立地が都心に偏らず

「地方郊外」にも分散していたり、さ
らには、ビギナー向けのプログラムや
スイミングスクール、女性向けのサー

キットなど、「専門特化」したプログ
ラム・サービスを提供したりしてい
る。対象顧客の抱えるニーズに対して
最適に対応する独自のソリューション
があり、そこに絞ってサービスを提供
し、しかもそれらのサービス品質を
日に日に整えていくことができるバ
リューチェーンがきちんと構築できて
いて、それをシステマティックに機能
させることもできている。顧客の目線
で見ると、これらのクラブは「何屋」
かがわかりやすく、また多店舗展開し
ていることもあり、フィットネスやス
イミングなど何かをしようと思ったと
きに、想起されやすくもあるのではな
いか。

一方、ボトム10企業には、関東・
関西の中心部に総合業態を中心に展開
し、従来型のマーケティングを続けて
いる企業が名を連ねている。ここでは
あえて企業名こそ挙げないが、こうし
た企業は上位10社とは異なり、「未顧
客」「地方」「専門特化」といった傾向
が薄く、顧客からすると魅力が感じら
れにくく、想起もされにくいブランド
になってしまっているのではないだろ
うか。対象顧客の潜在的なニーズを明
確にして、それに対応するマーケティ
ングミックスを改めて整えていきなが
ら、新業態・サービスの創出にも取り
組んでいくことが欠かせないだろう。
健康市場自体は、成長市場であるため、
事業者の取り組み方次第で、必ず成長
することはできる。

ただ現在、全体としては、211社の
なかで、およそ１/４にあたる51社しか、
税引後利益が黒字になっていない。今
後、業績を回復させていくには、構想
力と実践力が必要になろう。

なお、今回、作成した「フィット
ネスクラブ・トップ211社リスト」

（フィットネス業界において、直近

決算期とその前の期の売上高等をリ
スト化した資料）については、近日、
Fitness Business編集部より発売を予
定している。経営戦略策定の資料とし
て役立てていただきたい。

第１四半期、セントラルが増収増益

Fitness Business編集部は、フィッ
トネス業界の主要各社の2023年３月
期第１四半期の決算も調査した。

フィットネス業界の各社にとって第
１四半期（４～６月）は、入会者を増
やし在籍会員数を積み上げ今期の業績
を確かなものにするために極めて大事
な四半期と言える。

P17表２に示す通り、主要７社の業
績を見ると、増収増益がセントラルと
カーブス、株式会社ルネサンス（以
下、ルネサンス）の３社、増収減益が
株式会社Fast Fitness Japanとコナミ
スポーツ株式会社（スポーツ事業、以
下、コナミ）、東祥（スポーツクラブ
事業）、の３社、減収減益がRIZAPグ
ループ株式会社（ヘルスケア・美容）
の1社となった。また、今第1四半期
の決算が、赤字となったのがルネサン
ス、東祥（同）、RIZAPグループ（同）
の３社だった。

セントラルは、スイミングスクール
の会員数が回復基調だが、コロナの影
響が残り、全体の会員数としては前年
同期比99.7％となった。同社は、超
効率化運営、契約の見直し、オンラ
イン事業の拡充、営業施策としては、
フィットネス会員継続促進、休会者・
一時退会者の早期復帰促進、子ども向
け短期教室や体験会実施強化などに取
り組むと同時に、法人向けキャンペー
ンの実施や小中学校の水泳教室受託の
推進を進めた。

カーブスは、テレビCMやLINEを含
むWeb広告などのメディアミックス
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効果から全四半期末から1.8万人の会
員数純増となった。また、月次退会率
もコロナ前の水準より下げている。だ
が、オミクロン株の感染拡大により、
シニア層の新規入会が低調となり、予
定していた会員数を下回った。コロナ
禍の影響の大きいエリアの店舗の統廃
合も進めていて、統廃合の対象店舗の
会員の70％は、他店に移籍し、継続
利用している。さらに、プロテインの
定期契約者数の増加や高機能新商品に
よる客単価向上などもあり、業績は好
調に推移している。

Fast Fitness Japanは、ʼ22年５月よ
り初めてタレントを起用して「市場最
大の友だち紹介キャンペーン」を展開
するなど、新規会員獲得施策を強化し、
とりわけ都心部での新規会員数を増加
させるとともに、新規FC加盟店も着
実に増加させてきた。

コナミは、オンラインサービスの充
実、公共スポーツ施設の業務受託の推
進、学校水泳授業の受託、さらにはス
イミングスクールでの「スマートスイ
ミングレッスン」の導入、子ども向け
運動スクールへの「運動塾デジタル
ノート」の提供などを推進した。

ルネサンスは、わずかに赤字となっ
たが、前年から大幅に回復してきてい
る。フィットネス会員の新規入会者

数が好調に推移し、在籍会員数が前
年同期比11.2％増の342,981名（う
ち、オンライン会員数21,173名）と
計画を上回った。前年より導入した少
人数制のスクール制フィットネスプロ
グラムも、計画を上回る集客状況で推
移。会費単価も６月度において前年同
期比プラスで推移している。また、リ
ハビリ特化型デイサービス「元氣ジム」
のFC加盟店の拡大に向けた営業およ
び支援体制の強化を行った。さらに、
オンラインレッスン「RENAISSANCE 
Online Livestream」も、プログラム
を大幅にリニューアルし、住友生命
Vitality会員をはじめ、導入の企業・
健保組合に向けて、場所を問わず健康
づくりができる機会の提供に取り組ん
だ。加えて、自治体や学校に向けた事
業も積極的に取り組んだ。

東祥も、わずかな赤字となったが、
プログラム予約、ダンス・ストレッチ
等店舗独自のオリジナル企画、ホット
スタジオの有料化やオンラインプログ
ラム「ホップTV」の配信等を積極的
に行った結果、売上高を微増させた。

RIZAPグループは、ボディメイク事
業においてʼ22年２月より導入した新
会員制度「プライムサービス」が好調
に推移し、既存会員からの移行や新規
の会員獲得につながるなど、着実に「サ
ブスク」型ビジネスモデルへのシフト
が進んでいる。また、シニア層への訴
求を強化したことによって、シニア比
率が過去最高の18.4％まで伸びた。さ
らに、月額2,980円の24時間ジムの新
業態「chocoZAP」も８月末時点でおよ
そ100店舗と、ビジネスモデル変革に
向けた取り組みを着実に進めている。

◆表 1　直近決算期税引後利益ランキング 

◆表２ フィットネス業界主要７社の 2022 年３月期および 2023 年 3 月期第 1 四半期決算

※カーブスは、2022 年 3 ～ 5 月（2022 年 8 月期・第 3 四半期）

ランキング 　　                     　企業名
    1  株式会社東祥
    2  セントラルスポーツ株式会社
    3  株式会社カーブスジャパン
    4  株式会社神奈中スポーツデザイン
    5 株式会社 THINK フィットネス
    6 株式会社ルネサンス
    7 株式会社コパン
    8 株式会社フジケングループホールディングス
    9 菱紙株式会社
   10 SD エンターテインメント株式会社

 　　　　　　　　　　　売上高（億円）  　　　　　　　　　　  　営業利益（億円）
2022 年３月期 2023 年３月期 2022 年３月期 2023 年３月期

コナミスポーツ株式会社　　　　　　 93.41      109.83（17.6％） 5.92  4.48（▲ 24.4％）
セントラルスポーツ株式会社 92.82  103.97（12%）  0.86  1.05（22.8%）
株式会社ルネサンス 82.11  97.41（18.6%）  ▲ 4.96  ▲ 0.62（-）
株式会社東洋 29.5  29.67（0.5% ）  0.89  ▲ 0.43（-）
RAIZAP グループ株式会社 110.6  97.63（▲ 11.7%）  3.82  ▲ 7.78（-）
株式会社 Fast Fitness Japan  31.11  35.47（14.0％）  7.67  7.66（▲ 0.2％）
株式会社カーブスジャパン 62.78  70.0（11.5%）  4.43  7.0（58%）

東祥の HOP.tv RIZAP の 24 時間 LP 業態



フィットネスクラブマネジメント検定オンライン学習講座

動画コンテンツを販売中（インターミディエイト） 

●お問い合わせ
（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

料金

１講座：5,000円

販売期間

2022 年8月26日～2023年1月31日

販売方法

 各動画URLを送付

講座内容

・マーケティング　   ・営業管理
・顧客マネジメント　・人的マネジメント

お申し込みは

こちら

次世代の支配人・
マネージャー候補に！

https://www.hirotec.biz


コロナ下を生き抜き、
これから成長していくために
大切になる5つのこと
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時  評 2022年７月27日～ 29日に開催されたSPORTEC 
東京2022は、久しぶりにリアルでの大規模な開催
とあって、多くのフィットネス業界の関係者が一堂
に集い、賑やかな展示会＆コンベンションとなった。
私も、多くの仲間に会い、たくさん話をすることが
できた。

そうした仲間との会話やパネルディスカッション
などを通して、我々がコロナ下を生き抜き、これか
ら成長していくために大切になると思ったことがあ
る。本コラムで、お伝えしよう。

以下の5つである。
（１）人脈と信頼

普段から企業内・外における人的ネットワークと
エンゲージメントを大切にすること。

特に、経営者は、自社の従業員やトレーナー・イ
ンストラクター、パトーナー企業などを大切にして、
こうした関係者がいきいきと活躍できる構想を描き、
中長期的な視点をもって実現するための取り組みを
していくことが大切だ。もちろん、平時から未来の
株主や融資先とも、良い関係性をつくっておくこと
が大切になる。

（２）顧客視点
これからの時代は、顧客にとって価値が低く、

代わり映えのしないサービスや、フワッとしたコ
ミュニケーションは通用しなくなる。生活者は、も
う騙されないだろう。ウソが通用しない時代になっ
てきた。

フィットネス事業者には、顧客一人ひとりにとっ
て、その時点でちょうどよい価値あるサービスは何
かと考えて、丁寧に提案・提供していくことが求め
られる。そのためには、”エンドユーザー ”に深く共
感し、理解することが必要だ。そのための方法は３
つしかない。傾聴、観察、体験（憑依）だ。

（３） 凡事徹底
オペレーションにおいては、やれることをすべて

リストアップして、ウェイトの置きどころを考え、
取り組みに優先順位をつけ、決めたら皆で徹底的に
実施していくことが大切になる。もちろん凡事にあ
たるとはいえ、ダブルループ発想でもっと革新的な
やり方はないか？と考えて実施することは、大事だ。

凡事徹底のためには、リーダーは、皆から尊敬さ
れる人間性がなければならない。また、テクノロジー

ができるところはテクノロジーに任せ、人間しか対応
できないところ（創造と想像）や人間が対応したほう
がいいところ（感情労働）は、人の力が精一杯出せる
ようにしっかりとサービスデザインを整えていくこと
が大事になる。

（４）重点思考
システム思考で考え、一連のサービス提供プロセ

スを描いてみて、どこを”勝負プロセス”にするかを掴
み、まずそこでのKPIを決め、そこを適正化することが、
非常に大事になる。具体的には、入会～ 3 ヶ月目ま
での期間で、運動習慣づくりのためのサービスデザイ
ンをきちんと整えたうえで、実行して確実に成果を出
すこと。ここを避けて、プロモーションだけを強化し
集客しようとするのは愚。誰も幸せにならない。真の
サブスクモデルを追求すべきである。

（５）革新への挑戦
まだ参加していない（行動変容理論でいうところの）

準備期にある顧客に対して、従来型のサービスとは異
なるサービス・コミュニケーションで参加を促し、運
動の習慣化やクラブライフを楽しむことをサポートし、
イノベーションを実現すること。

ここで大事になることは、業界人としての意識のバ
イアスをブレイクして、対象顧客の潜在的なニーズを
捉え、それに対応するだろう新しいマーケティング
ミックスを構築して、新しい顧客が努力を要せず喜ん
で購入し続けてくれる（利用し続けてくれる）サービ
スをデザインすることだ。

もっと詳しく言うと、すでにフィットネスに参加し
ている３％は顕在化したニーズをもっている顧客なの
でそれに対応するマーケティングミックスを強化して
も新しい顧客はアクセスしてこないため、97％のノ
ンカスタマー（無消費者）のもつ潜在的なニーズのな
かでピンときそうなもの（ジョブ）を探しあて、それ
をKBF（買う理由。ペインとゲインの両要素があるだ
ろう）に置き換え、自社の資源を活かして新しい顧客
が満足するだろうマーケティングミックスを構築して
提供していくことが、大切になるということだ。それ
は、例え総合クラブでも、である。

既存の事業会社が取り組む場合は、小さく実験して、
小さな結果を出して、社内を説得していくといったス
キルも必要になる。

さぁ、フィットネスを拡げよう。

フ
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text by Takenori Furuya



https://pro.tanita.co.jp/
mailto:pro-info@tanita.jp
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新業態・サービスの創出
Feature
特            集

いかにすればリスクを抑えて、対象顧客の潜在的なニーズをつかみ、それに対応したサービスを含むマーケティ
ングミックスを構築し、さらにそれをビジネスモデルとしても機能させ、スケールさせることができるのか？
新業態・サービスを創出するためのステップ、ポイント、注意点などを示したいと考えた。ポストコロナ時代
にもサクセスフルに成長し続けられる企業になるためのヒントにしていただきたい。
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新業態・サービスの創出Feature
特            集

コロナ禍で生活者の健康ニーズは高まっており、健康への投資は増えている。そうであるなら、フィットネス事業者は、この
機会を捉えて、既存の業態・サービスばかりにこだわるのではなく、新しい業態・サービスの創出にも取り組むべきだろう。
では、どうすれば新しい業態・サービスが創出できるのか？

Ⅰ Issue 課題

コロナ禍の影響を大きく受けた
フィットネス産業。スイミングやゴ
ルフ、テニスなどのスクール事業や
受託事業、物販事業は回復基調にあ
るが、フィットネス事業における会
員数は、いまだピーク期（2019 年）
のそれに対して２～３割減の状態に
とどまっている。企業によっては３
期連続の赤字決算で、財務的に非常
に厳しい状況に陥っているところも
あろう。

そうしたなか、コロナ前と比べ、
最近は、20 ～ 40歳代の比較的若
い方が入会される傾向がうかがえて
いることや、コアユーザー層が（か
なり会費を値上げしているにも関わ
らず）継続して利用してくださって
いること、結果として１人当たりの
単価が伸びてきていることは好要
因と言えようが、まだ新しい参加
者層の潜在的なニーズやKBF（Key 
Buying Factor/購買決定要因）を特
定して、それに対応したマーケティ
ングミックスを丁寧に構築、提供し、
在籍会員数の増加につなげることは
できておらず、回復基調にはなって
いない。本格的な回復までには、も
うしばらくかかりそうだ。

しかし、コロナ禍で生活者の健康
ニーズは高まっており、健康への投
資は増えている。そうであるなら、
フィットネス事業者は、この機会を
捉えて、既存の業態・サービスばか
りにこだわるのではなく、新しい業
態・サービスの創出にも取り組むべ
きだろう。

新規参入者を含むフィットネス
事業者が、生活者に対して、安全・

るほど、市場にとっての新しいプロ
ダクト・イノベーションが低くなる
という調査結果がある（図１）。こ
の傾向は他国においても同様に見ら
れるものだ。

そこで、既存のフィットネス事業
者も含めて、どうすれば新しい業態・
サービスが創出できるのか？　本特
集では７名の（識者と４名の実務家
に話を訊き、ポイントを探ろうと考
えた。 

具体的に訊ねたことは、以下の４
点である。

（１） 新業態・サービスが求められ
ているのに、なぜ日本のフィットネ
ス業界の既存事業者の多くは、サ
クセスフルに成長し続ける新業態・
サービスが生み出せないのか？　そ
の一方で、株式会社カーブスジャパ
ンや株式会社nobitel、RIZAP株式
会社などの新規参入組は、なぜス

安心な環境で習慣的な運動がしや
すい環境づくりやOMO（Online 
Merges with Offline/オンラインと
オフラインを融合させたサービスの
提供）に対応してオンラインなどを
活用し、リモートでも快適に運動を
続けることができるサービスづくり
に取り組んでいくことは、今後の日
本の社会・経済の回復にも大いに寄
与することになり、意義のあること
ではないか。

とはいえ、心配事がないわけでは
ない。各フィットネス事業者が、コ
ロナ禍により財務面、人材面などの
リスクを抱え、投資しにくい状況に
あるだけではなく、企業規模が大き
くなればなるほど、保守的になる傾
向が強くなるため、新しい業態・サー
ビスの創出によるイノベーションを
実現しにくいのではないかという懸
念だ。実際、規模が大きくなればな

0

   全体

  小規模

  中規模

  大規模

10 20 30 40 50 60（％）

◆図１　市場新規プロダクト・イノベーション実現企業率（2017 年-2019 年）：
　　　　実現企業率（%）全プロダクト・イノベーション実現企業に対する割合）

出典 : 全国イノベーション調査 2020 年調査，科学技術・学術政策研究所 . 統計表 23.
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コロナ禍は、フィットネスクラブのビジネスモデルを見直すきっかけを与え
た。会費以外に新たな収益の柱をつくれたクラブと、そうでないクラブで明
暗が大きく分かれ始めている。また、会費を値上げする場合、サービスの価
値も向上する必要がある。そこで、双方の観点から会員に付加価値を感じて
もらえる商品・サービス・取り組みは何か、まとめることにした。

付加価値サービス

会員の真の体験価値を向上し、コロナ前の売上水準到達へ
アイレクススポーツライフ株式会社　第 2 営業部 統括マネージャー　黒田悠太氏

ニーズを探るためのスモールスタートとPDCAサイクルが成功の秘訣

アイレクススポーツライフ株式会社
（以下、アイレクス）は総合型クラブ、

24時間ジム、スタジオなど、多様な業
態のフィットネス施設を、愛知県で25
店舗展開している。同社も例に漏れず、
2020年以降は新型コロナウイルス（以
下、コロナ）の影響で業績に打撃を受
けたが、会員に本当に価値を感じても
らえるサービスを見直し、結果的に顧
客単価の向上に成功している。あの逆
境から、どのように立て直しを図った
のだろうか？　今回は、アイレクスの
営業統括を務める黒田氏に、その取り
組みを惜しみなく話を訊いた。

あまり利用していない会員が 
施設から離れていった
「とにかく、生き残ることに必死で
した」。黒田氏はこう話を切り出した。
２年前、突如として現れた感染力の高
い謎のウイルスによって、ビジネスモ
デルを根本から見直す必要に迫られた
のは、多くの読者であるフィットネス
事業者も同じだろう。
「毎月、当たり前のように入ってくる
会費収入だけに頼ることが難しくなり
ました。そして、あまり施設に足を運
ばれない、いわゆる幽霊会員の方は退
会されていきました」と黒田氏は当時
を振り返る。

この状況下で、残念ながら再建の道
を見いだせず、閉店を余儀なくされた
クラブも少なくないなかで、アイレク
スはしっかりと変化に対応し、会員数
はコロナ前の水準に至らずとも、顧客
１人あたりの売上を底上げすることに

成功。同社はハクヨグループの一員と
してフィットネス事業を営んでいるが、
母体となるハクヨコーポレーションは
元々、1918年（大正７年）に材木業
から創業した100年企業である。恐慌
や大戦、さらにはパンデミックを経験
しても存続できているのは、繰り返し
になるが「変化に対応」してきたからだ。
かの有名な生物学者であるダーウィン
の進化論は、企業の存続にも当てはま
ると言えよう。それでは、アイレクス
はこの２年間で、どう変化していった
のだろうか？

最優先にするべきは 
単価ではなく会員定着率の向上

アイレクスは、最初から顧客単価を
上げることを目指したのではない。ま
ずは、しっかりと同社が提供するサー
ビスのターゲット顧客を見つめ直し、
ニーズを深掘りすることで「会員の退
会を減らすにはどうすればよいのか」
ということを突き詰めていったのだ。
まさに「穴の開いたバケツ」を塞ぐこ
とからのスタートである。
「会員さまにとっての優先順位は、コ
ロナによって変化したと気付きました。
そして、本当に価値を感じていただけ

ることにしか、お金を支払わないよう
になりました。そのため、『フィット
ネスクラブをいつでも利用できる権利
を、なんとなく持っていた』という人
もコロナ後は顕著に減りましたね。そ
れは今思えば、当然のことなのですが」
と黒田氏は言う。

同氏が担当しているのは、アイレク
スブランドのなかの２つの事業形態
で、１つはライトと呼ばれる24時間
ジムとヨガスタジオが合わさった施設、
もう１つはマイスタイルと呼ばれるブ
ティック型の24時間ジム＋複数のス
タジオで好きなプログラムを楽しめる
施設だ。下記に、ここへ足を運ぶ会員
の声を紹介する。
・リモートワークで運動不足を実感す
るも、家では運動を続けられなかった
・コロナで人と接する機会が減った
・時短して運動をしたい
・肩こりや腰痛を改善したい

これらは、同社のライトやマイスタ
イルのように、メインターゲット層
が20 ～ 40代の女性の場合の声であ
る。自社のメインターゲット層を見極
め、顧客の本音を聞き出し、そのニー
ズにまずは対応することで退会抑止を

アイレクス・ライト +24 岡崎戸崎店 アイレクス マイスタイル +24 豊明店
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試みる必要がある。

ニーズに基づいた新しい取り組みを
まずは小さく始める

それでは、アイレクスブランドのラ
イト・マイスタイルはどのような取り
組みをしていったのだろう。ゼロから
スタートをする場合は特に、段階を踏
んで進めていく必要があるが、まずは
会員とスタッフの接点を増やしていく
ことで、継続率を高めることに専念し
たと黒田氏は話す。

具体的には、初回入会時に体組成計
での測定と、アイキットと呼ばれる
サーキットトレーニングのご案内を徹
底。アイキットを10回実施後に、改
めて測定していただくことで、身体の
変化を数値で実感できるだけでなく、
そのときにスタッフとコミュニケー
ションも生まれる。このタッチポイン
トの創出によって、顧客の体験価値と
エンゲージメントも高まっていく。こ
こまでの取り組みは、顧客単価に直接
は影響してこないが、重要なステップ
と言える。
「会員さまのエンゲージメントがない
状態で、商品をオススメすることは、

『押し売り』となってしまいます。我々
は業績が苦しい状況下でも、それだけ

はしないと決めていました」と黒田氏
は強調する。

会員にサービスの本当の価値を感じ
てもらえるようになって初めて、顧客
単価の向上につながる取り組みを試験
的に数店舗から始めていった。会員か
ら見た出費も、取り組みそのものも、
まずは小さく始めていくことで、失敗
したときのリスクを減らし、PDCAサ
イクルを何回も回すことで成功に近づ
いていく可能性が高まる。

顧客の反応を確かめて
需要のある施策の規模を拡大

アイレクスブランドのライトは従
来、ほぼ100％会費収入による売上の
みだったが、そのほかの収入の比率が
徐々に増え、今では約15％にまで伸
びた。まずは会員種別の追加とパーソ
ナルトレーニングの提供の開始につい
て触れるが、従来のレギュラー会員
に加えて３つの会員種別を増やした

（図）。
ダブル会員とは、２人１組で会員

になることで、１人あたりの会費が
1,000円ずつお得になるプラン。ここ
だけ切り取ると単価は下がるが、一緒
に通う仲間がいることで継続率が上が
り、30分3,900円のパーソナルトレー
ニングの利用などが相まって、結果的
に顧客単価も高まっていると言う。仮
にパートナーが退会してしまっても、
２ヶ月以内に誰かを入会させれば、ダ
ブル会員を継続できる仕組みだ。

そのほか、パーソナルトレーニング
が月に１回、もしくは４回含まれてい
るプランも追加し、既存のレギュラー
会員からのグレードアップ、新規入会

時のご案内による申し込みを通じ、会
員数を増やしている。さらに、プロテ
インをはじめとした物販も開始。
「パーソナルトレーニングを通してお
互いに信頼関係が生まれた状態であれ
ば、会員さまは喜んで商品を購入して
くださります。現在はプロテインのみ
ならず、美容やコンディショニングな
どのグッズ、ヨガウェアも取り扱い始
め、こちらも広げていきます」と黒田
氏は展望を話す。

付加価値サービスの土台は
人材教育と業務効率化

ここまで、アイレクスの取り組みを
見てきたが、フィットネスクラブが
サービス業である以上、その成功のカ
ギを握るのは「人材」にほかならない。
「コロナの直後は、会員さまとのタッ
チポイントを増やすに比例して、現
場スタッフの業務負担も増えてしま
い、かなり苦労をさせてしまった部分
もありました。しかし、各種数値の集
計業務を本部に集約することで解決し
ていきました」。さらに黒田氏は、こ
う続ける。「パーソナルトレーニングも、
サービスの質を担保するために、研修
体制を整備しています」

これらができると、現場スタッフは
会員へ価値を届ける業務に集中するこ
とができる。

グループパーソナルを活用した
コミュニティ形成を模索

アイレクスはすでに、新規入会者の
運動習慣づくりのサポートに注力して
いるが、今後は会員同士のコミュニ
ティ形成に向けて「グループパーソナ
ルトレーニング」を提供するクラブイ
ンクラブのモデルを目指している。
「短期的に業績アップを目指したくな
る気持ちはわかりますが、一番大切な
ことは会員さまに体験価値をしっかり
と届けることです。それができた状態
で、改善を繰り返すなかで後から付帯
収入がついてくると思います。おかげ
さまで、2022年度はコロナ前の売上
水準回復も目の前のところまできまし
たが、まだまだ新しい取り組みにチャ
レンジしていきます」と話す黒田氏は、
さらにその先を見据えていた。

テーブルを活用した物販スペース

◆図　アイレクス・ライトの会員種別
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NABOSO®（ナボソ）

トップアスリートも愛用する、感覚入力コンディショニングツール

76011（Seven Six O W One）　代表　中川哲治氏 

76011（セブンシックスオーダブルワ
ン）は2019年にオープンした、大阪
府大阪市東淀川区に構える完全紹介制
のリコンディショニングジムだ。利用
者の８割以上が現役で活躍するトップ
アスリート。プロとして活躍する彼ら
彼女らのリハビリのほか、身体感覚の
コンディショニングによって競技のパ
フォーマンスを向上させるというニー
ズに応えている。同施設で代表を務め
る中川哲治氏によると、米国で特許
出願中の感覚入力コンディショニング
ツール『Naboso（ナボソ）』の導入が、
日本を代表するようなアスリートから
大変な好評を得ているという。本稿で
は、その秘密に迫る。

アスレティックトレーナーとして
10 年間プロアスリートと伴走

中川氏は2004年に大阪体育大学を
卒業後に渡米し、大学院に進学。その
後、ʼ09年よりMLB（メジャーリーグ
ベースボール）のテキサス・レンジャー
ズにて、アスレティックトレーナーの
みならずリハビリコーディネーターと
して活躍した。日本を代表する有名選
手たちがレンジャーズに在籍してい
たʼ15年までの間、一貫してコンディ
ショニングを担当。その後は日本へ帰
国。オリックス・バッファローズにて、
米国在住時と同様に選手へのサポート
を継続してきた。

しかし、この10年のキャリアで培っ
たリハビリ・コンディショニングのス
キルを、特定のチームに所属する以
外の方法で多くのアスリートに届け
たいという想いが強くなり、ʼ19年に
76011をオープンするに至った。完
全紹介制かつ完全予約制のリコンディ
ショニングジムとして、錚々たるアス
リートが自身の身体をメンテナンスす
るべく通う。中川氏の今までの経歴か
ら、プロ野球の第一線で活躍する選手

が多いが、そのほかの競技で東京オリ
ンピックに出場した選手なども利用し
ている。中川氏もオリンピック期間は、
その選手に帯同して活躍の裏で選手を
支えていた、まさに縁の下の力持ちの
ような存在である。

感覚入力コンディショニングが
注目されているわけ
「アスリートは、一般の方よりも身体
能力が優れているのは言わずもがなで
すが、それと同じくらい身体感覚が優
れています」と中川氏は前置きし、こ
う続ける。
「もちろん、リコンディショニングジ
ムでは、身体能力を万全の状態に戻す
ために、怪我をしていればリハビリを
行います。こちらはイメージしやすい
と思いますが、一方で特に怪我をして
いるわけでなくとも、何らかの原因で
身体感覚が鈍ってしまうことがありま
す。その良い感覚を手にするお手伝い
もすることで、マイナスの状態をゼロ
にするだけでなく、プラスにまで押し
上げることができるのです」

その際に活用しているのが、プロ
ティア・ジャパンで新しく取り扱い始
めたNabosoという感覚入力コンディ
ショニングツール。身体を動かすた
めには、脳から指令が出力（アウト
プット）されるが、その前に視覚、触
覚、平衡感覚など様々な感覚を脳に
入力（インプット）する必要がある。
Nabosoは特に、手足の触覚の感覚入
力をサポートしてくれる。
「例えば、野球選手はバットを握りま
す。その握っている感覚がズレると、
スイングにも影響が出ます。そういう
場合にはセンサリースティック（写真）
を活用します。足裏については、ニュー
ロボールやインソールが活躍します。
どのアイテムも、開発者である米国足
病医のエミリー・スプリカル博士に
よって計算尽くされた突起がついてい

ます。76011に通うトップアスリー
トには、手放せないアイテムとして日
常的に利用する人が増えたので、正式
に導入しました。私自身も使ってみて、
初めてその良さがわかりました」と中
川氏は言う。手足の先は、多くの神経
が密集する繊細な場所であるため、感
覚のコンディショニングによって動き

（フォーム）の改善とは別の脳科学的
なアプローチができる点で注目されて
いる。つまり、目には見えない感覚の
変化による改善が可能となる。

一般的なフィットネスクラブにも
感覚入力が求められる時代に

今まではアスリートを中心に話をし
てきたが、この新しいコンディショニ
ング手法は、フィットネス愛好家たち
にとっても決して他人事ではなく、む
しろ多くの便益をもたらす。

身体感覚が優れていると、効率よく
身体を動かすことができるようになり、
それが怪我の予防にもつながるからだ。
例えば、ダイエットを目的にトレッド
ミルを使って有酸素運動を頑張ってい
る会員がいるとしても、足首や膝に痛
みが生じれば、自然とフィットネスク
ラブに来なくなる。そういった離脱を
事前に防ぐことに寄与するだろう。

Nabosoというブランドは、身体の
末端への感覚刺激によって、そこから
つながる全身の動作や姿勢をサポート
する商品ラインナップを多数揃えてい
る。まずは自分で、感覚の変化を体感
してみるのはいかがだろうか？

Naboso センサリースティック



https://naboso.jp
https://www.facebook.com/naboso.jp
https://www.instagram.com/naboso.jp
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SPORTEC2022 Les Mills セミナー

現代のメンバーのためのフィットネス

Les Mills Japan マネージングディレクター　リー・ニュエン氏（写真左）
Les Mills International コンテンツマーケティング／ 
ソーシャルメディア部門グローバルディレクター　クリス・アサハラ氏（写真右）
 

2022年７月にSPORTECが開催され、
その会場のLes Millsブースにて、マ
ネージングディレクターであるLy 
Nguyen（リー・ニュエン）氏と、コ
ンテンツマーケティング／ソーシャル
メディア部門グローバルディレクター
であるクリス・アサハラ氏によるセミ
ナーが開催された。その内容を抄録し、
読者へお届けしたい。

パンデミックがフィットネスに 
もたらしたもの

パンデミックは我々フィットネス業
界に多くの変化をもたらしたが、その
１つはフィットネス業界にデジタル
ツールを通して新しい競合が参入した
ことだ。この変化によって、消費者に
とってはより柔軟なワークアウトの選
択肢が増え、運動を始めたばかりの多
くの人がフィットネスへの次のステッ
プを模索している状況にある。

現在では、心身両面において健康で
いることへの意識が高まり、テクノロ
ジーやアプリなどのデジタルツールを
通じてフィットネスに触れる人が増
えている。2021年のLes Mills Global 
Fitness Reportでは、フィットネス市
場において27％の人々が、自身をまっ
たくの初心者と考えていることが明ら
かになった。一方、日本ではこの数
字が69％とはるかに高くなっている。
つまり、日本においては運動初心者と

自身を位置付けている人々が非常に多
いとされており、このような新しいタ
イプの会員に、どのようにアピールを
していくかが今後の鍵になる。

先日、東京ビッグサイトで開催され
たSPORTEC2022では、このような疑
問に答えるべくLes Mills Japanブー
スとセミナーで、「現代のメンバーの
ためのフィットネス」というテーマを
取り上げた。

ブースでは、ポスト・パンデミッ
クにおける会員のニーズと、クラブ
が競争の激しいこの業界でどのよう
に勝ち抜くことができるかのヒント
を与えた。Les Mills Japan マネージ
ングディレクター リー・ニュエン氏
のセミナーでは、「将来的に影響を与
える5つの要因」について、Les Mills 
Internationalコンテンツマーケティン
グ／ソーシャルメディア部門グローバ
ルディレクター クリス・アサハラ氏
のセミナーでは、「People」「Beyond 
the Gym」「Technology」の３つのテー
マを中心に、自社のコミュニティを構
築する方法について紹介された。（以下、
敬称略）

現代のメンバーのための 
フィットネス
リー：フィットネスの世界は日々変化
しており、変化に素早く対応し、革新
的なクラブが成功を収めています。加
えて、現代の会員は、これまで以上に
ワークアウトに多くのものを求めてい
ます。

しかし、「人と人とのつながりとコ
ミュニティが成功の基盤である」「ラ
イブで直接体験することに勝るものは
ない」という重要な2つの点は従来か
ら変わりません。そのうえで、更に現
代の会員にアピールするために必要な
ことを、ご紹介しています。

クラブ内と自宅での 
柔軟なワークアウトオプション
リー：パンデミックによって人々は運
動習慣を見直すことを余儀なくされま
したが、そのトレンドの１つが自宅で
のワークアウトです。ライブレッスン
のエネルギーに勝るものはありませ
んが、Global Fitness Reportによると、
クラブ会員の79％が自宅でもワーク
アウトを行っていることがわかりまし
た。ライブとデジタルの境界線は曖昧
になりつつあり、会員はメンバーシッ
プの一部としてデジタルオプションを
期待するようになっています。

インストラクターによるライブレッ
スンやクラブ内のバーチャルスクリー
ン、自宅でのライブ配信やオンデマン
ドコンテンツなど、フィットネスを利
用する方法は今や多岐にわたります。
Les Millsは、Ultimate Group Fitness 
Solution （UGFS）の一部として、こ
れらのオプションのすべてを提供して
います。

クラブ体験の充実 
インストラクター
リー：自宅でのフィットネスが普及し
ても、人々は社会的なつながりとモチ
ベーションを得るために、常にライブ
レッスンに足を運ぶでしょう。海外の
クラブでは「ライブ・リバイバル（ラ
イブへの回帰）」と呼ばれる、楽しく
てソーシャルなフィットネス体験を通
じて、お互いのつながりを取り戻した
いと考える人たちが増えています。イ
ンストラクターはこのような体験を生
み出す鍵であり、最高のインストラク
ターがいれば、会員は必然的にクラブ
に訪れてくれるのです。

インストラクターがライブ体験の中
心であることを認識し、Les Millsは
まったく新しいインストラクターの
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Ly Nguyen （リー・ニュエン）
Les Mills Japan マネージングディレクター

学的に設計されています。

コミュニティの一員であること

クリス：フィットネスは今や誰もが利
用できるものであり、この新世代の
フィットネスファンは、ブランドや同
じ考えを持つ消費者と個人レベルでの
つながりを求め、コミュニティの一員
となる事を求めています。これを踏ま
えてサービスを革新し、複数のタッチ
ポイントで会員とつながりを保つクラ
ブは、勝利を収めることができます。

変化に素早く対応するクラブは、会
員に最新のフィットネスを提供するた
めに迅速に方向転換します。例えば、
パンデミック後の人々は、身体だけで
なく、精神的な健康にも気を配りたい
と考えています。Les Mills Wellness
では、呼吸法、陰ヨガ、瞑想などのセッ
ションを行い、体と心をケアしています。

クラブでは、イベントによって会員
が集まり、楽しく社会的なつながりを
つくることができます。新しいプログ
ラムの立ち上げやグループフィットネ
スの最新情報を中心に、定期的にイベ
ントを開催することができます。また、
会員が自宅にいるときにも、ソーシャ
ルメディアを通じて会話を続けること

為のスキル評価フレームワークである
Les Mills Qualifications（レズミルズ
クオリフィケーションズ。以下LMQ）
を開発しました。このフレームワーク
は、インストラクターが潜在能力を最
大限に発揮し、基準を高め、そして最
も重要なことですが、メンバーのモチ
ベーションを上げ、クラスを盛り上げ
ることができるように設計されていま
す。詳細はページ左下のQRよりご確
認ください。また、現在無料のレベル
認定もご利用いただけます。

スタジオ体験

リー：ライブ体験には、優秀なインス
トラクターだけでなく、モダンなスタ
ジオ空間も必要です。ステージ、最高
品質の音響と照明、壁紙やポスター、
デジタルスクリーンを使ったブラン
ディングのためのスペースなど、ス
テージデザインの原則を適用すること
は、会員にクラブへ足を運んでもらう
ようにするための良い方法です。高性
能素材で作られ、厳しいワークアウト
に耐えることが証明された、最高品質
のLes Mills機器を提供します。

また、スクリーンを設置することで、
スタジオの利用時間を最大化し、ライ
ブとバーチャルのクラスを一日中行う
ことができます。Les Millsのバーチャ
ルクラスは、ライブクラスを映画並み
のクオリティで再現したエキサイティ
ングなクラスです。

チャートトップクラスの音楽とワー
ルドクラスのインストラクターによる
指導で、参加者が結果を出すために科

が重要です。モチベーションを高め、
ヒントを提供し、ストーリーを共有し
てもらうことで、会員同士の社会的な
つながりをつくることができます。

また、会員とのつながりを維持する
ためには、定期的かつモチベーション
を高めるマーケティングが重要です。
マーケティングスタジオは、すぐに使
えるアセットやガイドを備えた、すべ
てのレズミルズパートナーが利用でき
るフルサービスのマーケティングおよ
びクリエイティブエンジンです。

変化に素早く対応する

クリス：クラブは、現在の運営手法の
見直し、クラブ環境のアップグレー
ド、デジタル会員オプションの提供な
ど、ビジネス環境やお客さまのニーズ
の変化に素早く対応する事で成功を得
ることができます。グローバル企業と
してLes Millsはこの様なトレンドを
探求し、変化するフィットネス環境に
ついてアドバイスを提供することが可
能です。

詳細を知りたい方は、弊社までお問
い合わせください。SPORTEC2022で
弊社が実施をした下記セミナーのコン
テンツを差し上げます。

Les Mills Qualifications
問い合わせはこちら  →

Les Mills Japan
合同会社
問い合わせは
こちら
　　　↓

「世界のトレンドから考察する日本における
グループフィットネスの新しいカタチ」

「世界の事例を活用したリピーターを増やすための
モチベーショナルな会員コミュニティの作り方」

Chris Asahara （クリス・アサハラ）
Les Mills International コンテンツマーケティング／
ソーシャルメディア部門グローバルディレクター 

Les Mills セミナーコンテンツプレゼント



Fitness Business 122 ◎ September-October 202290

H i t I t e m

ONLINE WELLNESS COACHING（OWC）

健康的なライフスタイルへと導く、ウェルネスコーチを輩出

株式会社 Think The Wellness　エグゼクティブアドバイザー　齊藤邦秀氏 

◆図　ウェルネスの車輪

出典：ミシガン大学

株式会社Think The Wellnessは、NESTA 
JAPANや日本メディカルフィットネ
ス研究会等様々な分野で活躍してい
る齊藤邦秀氏をエグゼクティブアド
バイザーとして迎え入れ、ONLINE 
WELLNESS COACHING（以下、OWC）
を開発した。次世代型のパーソナルト
レーニングとして、運動無関心層に
も価値を届けることができるウェル
ネスサービスを、体系的かつ実践的に
学ぶことができる教育プログラムだ。
OWCは従来のパーソナルトレーニン
グとは、どう異なるのだろうか？

20 年以上のキャリアで見えてきた
パーソナルトレーニングの限界

１週間は、168時間で構成されてい
る。あなたは、この事実に意識を向け
たことはあるだろうか？　24時間×
７日という簡単な式で導き出せるが、
日々の生活のなかで意識することは少
ないだろう。

だが、齊藤氏は異なる。1990年代
後半からトレーナーとして第一線で活
躍してきた同氏は「168時間のうちの
１～３時間でハイクオリティなセッ
ションをクライアントへ提供しても、
残りの160時間以上を本人が自己管理
できなければ、期待できる成果に限界
がある」と痛感した。今でこそ「ウェ

ルネス」というワードを巷で聞くよう
になったが、齊藤氏は1990年代半ば
の大学生の頃から知識をインプットし
てきた。この「ウェルネス」の構成要
素は図に示す通りだが、運動を通じて
肉体的健康をトレーナーが実現する
だけでは、お客さまは価値を感じなく
なっており、そこに課題を感じていた。

オンラインウェルネスサービスが
求められる時代的な流れ

真の健康状態を指す「ウェルネス」
を実現する要素として、運動・食事・
睡眠・管理の４つを齊藤氏は掲げてい
る。同氏は2000年代から、ライフス
タイルコーチと名乗り活動をしてきた
が、当時は睡眠時間や食事内容をクラ
イアントに手書きで記録してもらって
いたという。それが今や、アプリでの
食事管理や、ウェアラブルデバイスで
の活動量および睡眠のデータ計測まで
可能になり、格段に質の高いアドバイ
スが可能となった。

さらに、コロナ禍で会員がフィット
ネスクラブへ足を運びづらくなり、オ
ンラインでのサービス提供が急速に求
められるようになったという社会的背
景も後押しし、2021年に齊藤氏監修
のもと、OWCが誕生した。

運動の垣根を超えれば
お客さまとの接点も増える

単なるトレーニングの指導だけだと、
クライアントはそのときにトレーナー
から言われたメニューを頑張ることで
成果を出そうとする。齊藤氏はこれを、
受け身の姿勢で取り組む「DOING型」
と定義している。一方でウェルネス
コーチングでは、クラアントに「主体
的に自分の生活をマネジメントできる
状態」をつくることを目指す。同氏は
これを「BEING型」、つまり、なりた
い自分に向かって、自らの生活を行動
変容させるという特性をもつものと定
義している。

これができると、冒頭に述べた168
時間のなかで、より長く顧客は自らと
向き合うことができ、成果も出やすく
なる。自ずと自身が感じる価値も増
す。さらに、サービス提供側にとって
は、日本では大多数を占める、「フィッ
トネス無関心層」へのリーチが可能と
なり、従来ではアプローチしきれてい
なかった層へターゲットを拡大できる
ため、新規入会者の幅がグッと広がる。

ウェルネスコーチングの普及により
日本を健康大国へ

齊藤氏がOWCを監修することで、
より実務的なカリキュラム構成になっ
ていることが最大の特徴だ。
「日本でウェルネスをしっかりと教え
られる人材は、まだまだ少ないです。
そのため、私が実践してきたウェルネ
ス領域のビジネスエッセンスを詰め込
みました」と齊藤氏は胸を張る。

具体的には、顧客獲得のマーケティ
ング・コミュニティ形成・コンテンツ
作成などを、たった4 ヶ月でインタラ
クティブかつ効果的に習得できるよう
に作り込まれている。

そしてプログラム受講後には、今ま
で以上に価値の高いサービスを提供で
きるようになるため、他社との差別化
および顧客単価のアップにもつながる。
さらにはTo C向けのみならず、To B
向けにも事業を展開することで、新た
な収益の柱を生み出すサポートも一気
通貫で行っている。
「一緒にウェルビーングな状態をつく
れる仲間を募集しています。ウェルネ
スの学びを深めることで、本当に価値
のある健康サービスを発信できます。
OWCはオンラインと名前がついてい
ますが、必ずしもオンラインで完結さ
せる必要はありません。ウェルネスコ
ミュニティの輪を広げ、日本をもっと
健康にしていきましょう」と齊藤氏は
最後に熱く呼びかけた。



https://www.wellness-coaching.jp
mailto:info@think-wellness.net
https://wellness-coaching.jp/sleepgym/
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水素水オプション

コロナ禍でこそ存在感を増す。フィットネスを支えるオプションサービス

株式会社ドクターズ・マン　代表取締役　橋本  総氏

に加え、肌の乾燥やしわ予防、髪のハ
リツヤ効果、腸内環境改善、骨粗しょ
う症予防も期待できるという。

国内で年間200万トンも破棄される
国産もみ殻を活性炭として有効活用す
ることで資源を守り輸送燃料の軽減な
ど自然にやさしい持続可能な事業を目
指している。

お客さま満足度の向上

同社の水素水は清涼飲料水成分規格
を合格した水だが、水素水としての安
全性・機能性に加えて「おいしさの追
求」「体内動態エビデンス取得」の２
点を実現することにより、コロナ禍で
活動が制限されるなかにおいてもお客
さま満足度向上を狙う。

フィットネスを盛り上げたい
アスリートサポート活動

同社は2016年のリオ五輪以降、水
素水事業による収益の一部を五輪選手
の活動費用として提供している。また
最近ではボディビル選手のサポートを
開始した。「我々の事業はフィットネ
スクラブ運営をサポートすること。ス
ポーツ業界、フィットネスクラブが盛
り上がるためには何でもやりたい」（橋
本氏）と語る。

オプションサービス提供事業社とし
てお客さま満足度向上、フィットネス
業界の盛り上がりを真剣に考える同社。

目に見えない部分で本質的な進化を
遂げているドクターズ・マンの水素水
オプションに今後も注目したい。 

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。

テーマはおいしい水素水
国産もみ殻活性炭フィルター採用

業務用水素水サーバーは、ろ過され
た水道水に水素を溶存して精製される。
通常、活性炭フィルターは海外のヤシ
殻を使用して製造されるが、同社は『国
産もみ殻』を原料とする特殊な活性炭
フィルターを使用している。活性炭は
表層の細孔で対象物質を吸着して濾過
するが、もみ殻フィルターは、ミクロ
ポア（２nm以下）、マクロポア（50nm
以上）の２種に加え２～ 50nmの『メ
ソポア』といわれる細孔を有しており
優れた吸着力で塩素・ウイルス・細菌・
カビを除去。安全性に加えておいしい
水素水を実現している。

さらにもみ殻フィルターにはシリカ
成分が含まれるため、水素の抗酸化力

慶應義塾大学医学部が株式会社ドク
ターズ・マン（以下、ドクターズ・マン）
の製品を用いた試験において『肺炎重
症化予防、血栓抑制効果』を報告した
ことにより、ドクターズ・マンは医療
機関・研究機関から高い関心を受けて
いる。同社は現在約1,000クラブで水
素水事業をサポートしている。同社が
開始した「水素水月額飲み放題サービ
ス」は水素水のサブスクとして定着し、
コロナ前においてもコロナ禍において
もクラブの重要な会費外収入として
フィットネスクラブ運営を支えている。

コロナ禍における水素水オプション

コロナ禍による会費収入減に連動し
てオプション収入も減少しているクラ
ブも多いなか、コロナ前を上回る水素
水オプション収入を得ているクラブも
少なからず存在する。「コストカット
に意識を向けるのでは無く、会費外収
入増を目指す。目標は水素水オプショ
ン付帯率100％。そのために重要なの
はお客さま満足度の向上」（同社代表
取締役 橋本 総氏）と、コロナ禍にお
いてこそクラブ運営をサポートできる
重要オプションサービスとすべく常に
研究開発に余念がない。

慶應義塾大学医学部との共同研究
体内動態エビデンスを取得した水素水

同社は、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2021年11月、

慶應義塾大学医学部が発表した論文。ドク
ターズ・マン独自製法の水素水飲用後、内
臓に高濃度の水素が供給されることを世界
で初めて証明した。

東京五輪重量挙げ
銅メダリスト　
安藤美希子選手

IFBB プロボディビ
ルダー　
児玉晋一郎選手



コロナ禍、世界中に健康被害が広がる一方で、

フィットネスの科学的エビデンスが示され、

生活者にエッセンシャルなものであるとの

認知が広がりました。

しかし、フィットネスサービス事業者が

生活者の健康づくりに貢献し

ビジネスとして
成長するところまで
至っていません。

生活者が抱える様々な課題に

フィットネスをベースに

足し算、引き算、掛け算、割り算しながら

ニュービジネスを創り上げましょう。
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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

■ 政府からの強力な後ろ盾を構築する
ジム・シュマルツ著

ゲ イ ル・ ラ ン ダ ー ス 氏 とNational 
Health & Fitness Alliance（ 以 下、
NHFA）は、フィットネス業界が同じ
轍を二度と踏まないように決意する。

―あなたは、NHFA の設立当初
からリーダーとしての役割を担ってき
ました。なぜ、ご自身の時間と経験を
この組織に捧げようとしたのでしょう
か？

ゲイル・ランダース（以下、ゲイル）：
フィットネス業界のトップコンサルタ
ントが、毎年クラブのオーナーにアン
ケートを配布するのですが、そこには
いつも「あなたのビジネスにとって大
きな脅威は何ですか？」という質問が
ありました。私の答えは何年もずっと
変わらず、「政府の介入」でした。コ
ロナの大流行で、これが新しいレベル
に達しました。この世界では、10年
に一度くらい、世界を揺るがすような
不況や地政学的な出来事が起こるよう
です。コロナはその両方を引き起こし
ました。

 残念ながら、多くの政府関係者や
マスコミは、フィットネス業界を「ウ
イルスの温床であり、若者が集まる場
所であり、必要ないもの」と捉えてい
ます。これほど真実と違うことはあり
ません。イングランドの最高医療責任
者であるクリス・ウィティ氏は、「運
動がふさわしくない状況や年齢はな
い」と述べています。定期的な運動で
免疫力を高めることは、これまで以上
に重要なことなのです。フィットネ
ス・フォーミュラ・クラブは、イリノ
イ州を代表する他のフィットネスクラ
ブ運営企業とともに、フィットネスク

ラブの閉鎖期間中にイリノイ・フィッ
トネス・アライアンス（IFA）の設立
に協力し、私はその理事を務めていま
す。NHFA の会長を務める機会が訪れ
たとき、私は喜んで引き受けました。

―――最近、ワシントンであった諮問
委員会でリズ・クラーク氏と会いまし
たね。ディスカッションをされたので
すか？

ゲイル：ワ シ ン ト ン で の 時 間 は、
フィットネス業界の未来のための支援
獲得活動の強化にフォーカスし、２つ
の成果を得ました。

まず、スポンサーを増やしてPHIT
法（Personal Health Investment 
Today法：ジムの会費やジュニアス
ポーツに必要な費用を公的資金でカ
バーするという法案）を前進させるこ
とです。共和党の筆頭スポンサーであ
るジョン・チューン上院議員、民主党
の筆頭スポンサーであるロン・カイン
ド下院議員を含む12名の米国上院議
員および米国下院議員と面談しました。
バランスよく横断的にロビー活動（企
業が政府に対してルール形成などにつ
いて働きかける陳情など）を行ったこ
とが評価され、すでに追加スポンサー
になった人もいます。現在まで、両党
のスポンサーはほぼ半々です。ワシン
トンには、フィットネス業界の指揮者
がいるのです。

次の目標は、業界特有の連邦救済基
金に関する最終決定を得ることでし
た。残念ながら、直接的な財政的救済
は、上院で可決されませんでした。賛
成52票に対して反対43票、残りは棄
権という結果で、法案を前進させるた

めの60票に達しませんでした。しかし、
まだ終わっていません。ワシントンは、
私たちの存在と業界が重要だと認識し
ているのです。私たちは、政治家に働
きかけ、下院を通過して上院に至るま
で成功しました。私たちが土台を築い
たことは間違いありません。

―NHFA での活動を通じて、政
府から支持されることについて学んだ
ことは何ですか？

ゲイル：フィットネス業界は、居眠り
運転をしていたということです。コロ
ナで大混乱に陥ったとき、私たちは支
援のインフラを整備していませんでし
た。政治家が企業を広く支援すること
に意欲的だった頃、私たちは連邦政府
の救済資金の初期ラウンドのテーブル
につきませんでした。

これは間違いなく実現可能です。こ
の数年の困難にもかかわらず、フィッ
トネス業界は、利害関係者、オペレー
ター、フィットネス専門家である私た
ち数千人にとって非常に良いものでし
たし、これからもそうでしょう。今こそ、
オーナーは考え方を変え、政治的な後
ろ盾を獲得する動きの一部となり、金
銭的にも時間的にも適度な余裕をもっ
て、それをビジネスプランに組み込む
ときなのです。

私たちは、ROIを２つ定義する必要
があります。「投資に対するリターン」
と「関与に対するリターン」です。
「早く、頻繁に」はシカゴの政治でし
ばしばコミカルに言及されるフレーズ
ですが、ここでは意味が異なります。
私たちは早くから活動を始めたわけで
はありませんが、後ろ盾の獲得活動に
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は、定期的に、長期に渡って一貫して
行う必要があるのです。

―米国のフィットネス業界のほ
かのステークホルダーは、政府から支
持されることの重要性を理解している
と思いますか？

ゲイル：今、彼らはその重要性を理解
している最中です。私たちは皆、マス
コミが間違って報道することにうんざ
りしています。私たちは、 世界で最も
偉大な産業の１つであり、社会の健康、
福祉、生活の質の向上のために素晴ら
しい仕事をしているのです。NHFAと、
私を含む何百ものフィットネス業界の
オーナーやオペレーターは、このよう
な過ちを二度と繰り返さないためにこ
こにいます。

―フ ィ ッ ト ネ ス の 専 門 家 は、
NHFA の目標達成にどのように貢献で
きるのでしょうか？

ゲイル：多くは、地元、州、連邦の代
表者とつながることが大切になるで
しょう。自ら、施設や活動範囲を伝え、
自分が心地よく過ごせる場所に彼らを
招くのです。きっと来てくれるでしょ
う。彼らはあなたに仕えるために選ば
れた人たちですから、あなたの意見を
聞きたいと思っています。怖がらずに
近づいて、あなたの話をしましょう。
あなたが思っているよりも簡単なこと
で、あなたは投票者の大部分の代表で
あることを忘れないでください。これ
は、「関与に対するリターン」に向け
ての簡単で効率の良いステップなのです。

具体的には、IHRSAのメンバーシッ
プをプレミアム会員にアップグレード
するか、再入会してください。新しい
世界が広がっていることでしょう。プ
レミアム会員の会費の75％は、業界
の支援獲得活動に充てられるようにな
りました。また、全米435の議会区に
フィットネス業界の強力な指揮者を確
保するためのNHFAによる草の根活動、

チーム435の代表になることをご検討
ください。

さらに、超党派の政治活動委員会で
あるIHRSA PACに寄付することもで
きます。現実には、政治的な説得力に
関係なく、効果的で資金力のあるPAC
は、ワシントンでの印象を良くするた
めに重要です。

―業界を成長させるために、どの
ような流れが期待されるでしょうか？

ゲイル：私のお気に入りは、栄養指導
です。運動不足や窮屈なライフスタイ
ルが拍車をかけたのは間違いないで
しょう。

トレンドはたくさんありますが、や
はり人材が重要です。業界の最新事情
に関わらず、新しいチャンスをいかす
には、最高の人材とリーダーが必要で
す。現在、収益を上げるスタッフが圧
倒的に不足しています。私が思い描く
最も前向きなトレンドは、スタッフの
採用、投資、育成の新しい方法です。

フィットネスクラブ運営企業は、会
員や見込み客のいる場所で、オムニ
チャネルによる販売・サービスを行
い、機敏に対応しなければなりません。
バーチャルレッスン、オンデマンドク
ラス、アウトドア、そしてアプリは今
後も続くでしょう。

―この２年半で、どのような教
訓を得たのでしょうか。

ゲイル：私は、当社のシニアリーダー
やゼネラルマネージャーの回復力は、
他の誰にも負けないことを学びました。
コロナは、すべてのスタッフにとって
困難なものでした。そして、どんな状
況でも前向きに、そして楽しそうに働
く社員の姿に感動し、モチベーション
が上がりました。私は早い段階から、
この時期が当社の最も素晴らしい時期
になるだろうと、彼らに伝えてきまし
た。そして、そのとおりになりました。

私は常々、多額の手元資金があるか

どうかが、不況や地政学的な出来事が
起きたときに長続きするビジネスかど
うかの分かれ目だと考えています。嵐
を乗り切るために適切な資金力をもっ
て事業を運営することは、この業界が
留意すべき教訓です。

フィットネス業界では、これまで見
たこともないようなコラボレーション
が盛んに行われています。私たちクラ
ブ経営者の多くは、それを認めないか
もしれませんが、私たちは皆、新鮮な
アイデアと視点を必要としています。
全国でベストプラクティスを共有する
ことで、新しい友情が生まれます。そ
れは生涯続く、尽きることのないリ
ソースとなるでしょう。

―業界の将来を楽観視できる理
由は何でしょうか？

ゲイル：人は本来、社会的な存在であ
り、運動は薬です。これは繋がってい
て、切っても切り離せません。人は人
とのつながりを切望しており、フィッ
トネスクラブはその磁石のようなもの
なのです。

NHFAはわずか15 ヶ月前に発足し
ましたが、評議員会のメンバーは驚
くほど熱心です。IHRSAの舵取りに
は、新CEOのリズ・クラーク氏がい
ます。同氏は1年足らずで着任しまし
た。私たちは短期間に大きな成果を上
げ、国家レベルで大きな足跡を残して
います。NHFAの設立、各州のアライ
アンス、そしてIHRSAの組織変更を通
じて、政府からの支援獲得活動への活
力が生まれました。

この業界には、何百人もの優秀な起
業家、オペレーターがいます。私たち
は皆、挑戦することが大好きです。一
緒になって、この支援獲得活動を大き
くし、業界をレベルアップさせること
ができるのです。

今日、ビジネスをするなら、政治の
世界にも入っているのです。私たちの
次の優先課題は、PHIT法です。この
勢いに乗って、ぜひ成立させましょう。
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■クラブがフィットネスインフルエンサーからメリットを得る方法　
　　ジュリー・キング著

ソーシャルメディアを利用して
フィットネス業界に影響を与える一般
人は、一昔前までは存在しなかった職
業だ。フィットネスインフルエンサー
は、トレーニング指導やアドバイスの
共有、サービスや製品の販売を手がけ
るソーシャルメディアの注目の的であ
り、その人気は留まるところを知らな
い。デジタルワークアウトの普及とス
マホの利用時間の拡大により、フィッ
トネスインフルエンサーは新しいフォ
ロワーや購読者の急増を経験している。
多くのインフルエンサーが自宅でのト
レーニング（器具の有無に関わらず）
を紹介しているが、フィットネスクラ
ブでのトレーニングに焦点を当ててい
るインフルエンサーもいる。

TikTok、Instagram、YouTubeで
人々の目を惹きつけ続けているこれ
らのスター達は、運動への関心を高
め、行動を促進し、最終的には人々を
フィットネスクラブに誘導している。

2019年にYouTubeで、’20年11月 
にTikTokで デ ビ ュ ー し た 話 題 の
バ イ ラ ル ワ ー ク ア ウ ト「12-3-30 
treadmill workout」を例に挙げよう。
6,000万回以上の再生と270万回の
シェアを達成したこのシンプルなやり
方は大きな話題を呼び、運動する人た
ちにジムに通うよう促し続けている。

アメリカ運動評議会（ACE）のグロー
バルビジネス開発シニアディレクター
であるアンソニー・ウォール氏は、「健
康やウェルネスに注目が集まること
は、いつでも良いことです」と指摘す
る。「そして、多くのフィットネスイ
ンフルエンサーは、フィットネスクラ
ブは定期的に行くべき場所だ」と考え
ている。

クラブは、現在ジムに所属していな
い人口の80％を動員して、会員数と

維持率を高める手段として、フィット
ネスインフルエンサーの魅力を生かす
ことができるだろうか。 

関連性＋わかりやすさ

ソーシャルメディアの普及により、
誰でもフィットネスインフルエンサー
になり、世界中の人を惹きつけること
ができるようになった。フィットネス
インフルエンサーには、様々な人がいる。

従来の有名人やプロスポーツ選手と
は対照的に、フィットネスインフルエ
ンサーは基本的に「一般人」だ。この
親近感、優れた自己宣伝力、そして多
くの人の羨望の的である体型は、ソー
シャルメディアを閲覧する人々に最大
限の魅力を与えている。

例えば、12-3-30 workoutの考案者
であるローレン・ジラルド氏は、ジム
への恐怖を感じなくなり、約９kgの
減量に成功した。
「私はランナーではありませんし、私
のジムのランニングマシンは最大傾斜
が12％でした」と彼女はトゥデイ誌
に語った。「時速３マイルがちょうど
いい感じで、祖母が１日30分の運動
が必要だと教えてくれました。それが
きっかけで、この組み合わせが始まり
ました」とコメントしている。

フィットネスインフルエンサーは、
運動は誰にでも手の届くところにある
というメッセージを伝えるのに役立つ
だけでなく、フォロワーと直接やりと
りすることで、つながりを強め、魅力
的なオンライン・コミュニティを育む
ことができる。

ミア・リンド氏は、’21年１月に「ホッ
ト・ガール・ウォーク」を立ち上げ、
トレッドミルや屋外でのウォーキング
でどれだけ快適に過ごせるかをアピー
ルするよう女性たちに呼びかけてい

る。このTikTokのインフルエンサー
はたったの数日で、１万人だったフォ
ロワーを９万人以上に増やし、ハッ
シュタグ#hotgirlwalkは6,600万回以
上閲覧されている。

フィットネスインフルエンサーは通
常、フィットネスクラブや商用設備
メーカーではなく、消費者向け製品や
ブランドと提携しているが、これは時
とともに変化し、双方にメリットを生
み出す可能性がある。

クラブの活力

12-3-30とホット・ガール・ウォー
クなどのインフルエンサーはジムの
カーディオフロアに火種を与えること
ができるだろうか。

CBIの2021年 版 レ ポ ー ト「 次 の
フィットネス利用者たち」によると、

「カーディオ機器によるトレーニング
は、すべての活動的な消費者の間で最
も関連性の高いエクササイズ方法であ
ることに変わりはありません。そして、
カーディオの豊富さでは、どこのクラ
ブよりも優れています」と述べている。

イリノイ州ピオリアのスタイルズ・
フィットネス・スタジオのオーナーで、
前IHRSA理事長のキャリー・ケップル
氏は、「人々は再び直接の交流を求め、
オンラインや自宅での運動を減らして
います」と述べている。「彼らはオン
ラインでのフィットネスでは限界があ
るため、ジムでのライブ体験に来る潜
在的な候補として準備を進めていま
す」と話す。

カーディオフロアも、初心者やパン
デミック後に運動に復帰する人に最適
な場所だ。

南カリフォルニアに６つの拠点を持
つカリフォルニア・アスレチック・ク
ラブ（CAC）では、会員がこぞってカー
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ディオフロアへ戻ってきている。
CACの社長であるエリック・シュ

ミッツ氏は、「人々は、自宅での有酸
素運動を長く続けることができませ
ん」と主張している。
「他の人たちと一緒にトレーニングす
ることには大きな魅力があり、これは
常にクラブでの体験における重要なメ
リットでした。この効果は大きく回復
しています」と付け加える。

スポーツジムの入口として

フィットネスインフルエンサーがク
ラブに与える効果はどれくらいなのだ
ろうか。
「インフルエンサーがクラブに直接影
響を与えたかどうかを実際に測定する
ことは難しいですが、事例として、彼
らは人々をより活動的にする意欲を与
えることができます」とウォール氏は
指摘する。「インフルエンサーが認定
された専門家であり、一般に認められ
た実践を取り入れた科学的根拠に基づ
くエクササイズを提供するのであれば、
有益な存在になり得ます」

キャリー・ケップル氏も同意見。
「ネット上のインフルエンサーは、ク
ラブへの入口として機能するため、私
たちにとって良い存在です。運動が初
めてだったり、再開したばかりで不安
な人は、自宅のプライバシーが保てる
場所で始めたいと思うかもしれません
が、最終的には、特に家庭用マシンに
投資したくない場合は、ジムを試して
みる気になるかもしれません」

商業用の高品質なカーディオマシン
もまた魅力の１つ。
「よく手入れされた業務用のカーディ
オマシンは、ほとんどの家庭用機器よ
りもはるかに優れたユーザー体験を提
供します」とシュミッツ氏は主張する。

手軽にやってみる

フィットネスインフルエンサーの専
門知識は多岐にわたるため、フォロ
ワーやジムは彼らの推薦を注意深く精
査する必要がある。彼らのプログラム

は、一般的にカスタマイズされておら
ず、個人への配慮も欠けていることが
あるからだ。
「インフルエンサーは、人によっては
安全でない運動を推奨している可能性
があります。さらに、フィットネスは、
流行やトレンドを優先する傾向があり
ます」とウォール氏は警鐘を鳴らす。

実際、ACEは「どのように証拠に基
づくプログラム設計がインスタ・イン
フルエンサーに勝つか」という継続教
育コースを提供しており、認定された
フィットネス専門家は、結果をもたら
す目標指向の体験を提供するための科
学的な手法を学ぶことができる。

クラブにいる認定された知識豊富な
フィットネスプロフェッショナルは、
フィットネスインフルエンサーが提案
する誤解を招く可能性のある主張や不
健全なトレーニングに対抗する、信頼
できる情報源として歓迎される役割を
果たすことができる。
「教育されたスタッフの価値は、何物
にも代えがたいものですし、地元のク
ラブで信頼できるフィットネス専門家
です」シュミッツ氏は言う。
「手軽に始められるフィットネスイン
フルエンサーに頼る人のほとんどは、
最終的にクラブのフィットネススタッ
フのアドバイスを利用することになり
ます」。ボディゾーンスポーツはこれ
を裏付けている。
「時々、インフルエンサーから聞いた
エクササイズについて、会員から質問
を受けることもあります」とケリー氏

は言う。「私たちは可能な限り、研究
に裏打ちされた答えを出したいと思っ
ています」

体験を提供する

フィットネスインフルエンサーはエ
クササイズの実践に影響を与えるた
め、会員の日課や目標に関するコミュ
ニケーションを維持することが不可欠。
ジムのフィットネス専門家は、特定の
インフルエンサーの日課や推奨事項の
価値（または欠如）について会員とコ
ミュニケーションを取ることで価値を
高める必要がある。
「クラブは、主要なフィットネスイン
フルエンサーのプログラムを吟味して、
その実行可能性と現実的な結果を出す
能力を評価することができます」と
シュミッツ氏は提案する。そして、価
値のあるものを採用し、プログラムに
組み込んで、興味を引き、多様性をも
たせることができる。

すべてのフィットネスレベルの人が
楽しくて有益な方法で一緒にトレーニ
ングできるような、様々なオプション
となる、このようなプログラムは、会
員に運動を継続してもらうための大き
な力となる。

最終的に、ジムはフィットネスイン
フルエンサーよりも、運動する人をリ
ピーターにするという点で重要な優位
性を活用することができる。両者の共
存共栄が、フィットネス業界の底上げ
に貢献するだろう。

（©July.2022 ClubBusinessInternational）
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