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退会確率の高い会員に、
最も有効だとされているのが
カウンセリング。

先行研究ではその有無で退会率
の差が約２倍とされています。

アプリを使えば、カレンダー
予約機能があるため、
予定通りに来ていれば ごほうび
( インセンティブ )、
来ていなければプッシュ機能で
強力にサポートします。

現在、70％の確率で入会時に
10か月後の退会者を見つけます。

PJフィットネス研究所
退会予測なら 【退会予測プログラムのみも提供可能】

TEL:03-6240-8987  URL:https://www.profitjapan.co.jp/
株式会社 プロフィットジャパン

エビデンスに基づいた退会予測。
データが蓄積されるほど、
精度が向上します。

サブスク事業であるフィッ
トネスクラブの経営の要は
会員の継続率。
会員数を伸ばすには新規入
会の獲得と同等に退会防止
が重要です。
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◆わきや・しょうじ
株式会社ラストウェルネス
代表取締役社長
 

Shoji Wakiya
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大学卒業後、７年間プロのビーチ
バレーボール選手として活動してい
ました。2013年に東京国体で日本
一になり、その後、どうしようかと
考え、単純に運動、スポーツの楽し
さを伝えたいと考え次のステージで
の仕事を探していたときに、ラスト
ウェルネスと偶然出会い、入社する
ことにしました。当時の社長が、「日
本一のフィットネスクラブを目指す
んだ」と熱く語り、その夢の大きさ
と志の高さに、チャレンジするなら
ここしかないと、直感したからです。

「どのクラブも会員がなかなか定着
しない。従業員もよく辞める。そし
て、特徴がそれほどなく、どのクラ
ブも顧客から見たらほぼ同じ。当社
は、従業員からも、顧客からも喜ば
れるクラブになりたい」。こんなふ
うに、社長は語っていました。

入社翌年には、支配人になり、 
’18年には、取締役に就くのですが、
短期間でも現場を経験したことは今
でもとても役に立っています。私は、
入社時から、いつも自分の役割以上
のことをしたいと思って務めていた
ので、社長に就いたからと言って、
特別に心構えが変わるということは
ありません。支配人時代から経営者
目線で取り組んでいましたから。

コロナ禍が業界を襲っているタイ
ミングで社長に就いたので、「（仲間
である従業員はもちろん、）従業員

の家族まで支えなければいけない」
と、文字通り必死で取り組みました。

コロナ禍で最も考えたのは、
フィットネスクラブの存在意義です。
誰のどんなことのためにあるのか？
ということでした。顧客がクラブを
見たときに、それがわかりづらく
なってしまっているのではないか？　
そう思い、一人ひとりのお客さまが
求めるライフスタイルをサポートし、
効果を得られることに徹底的にこだ
わり、エンゲージメントを高めてい
くことに取り組みました。結果、私
たちは先の９月末が決算でしたが、
コロナで失った分の会員数をすべて
取り戻すことができ、現在はかつて
のピーク期を超えています。スタッ
フ皆が頑張ってくれた成果です。

では、どのようにそれを実現した
かですが、ポイントは、ビジネスモ
デルの転換、人材の育成、そして経
営者の覚悟の３つにあると思います。

ビジネスモデルの転換では、お客
さまが期待する効果を出せるサービ
スをデザインして、オフラインとオ
ンラインの両方で、理想的なライフ
スタイルを身に付けられるように、
担当・スクール制を導入して個々に
ライフスタイルプランナー（担当ト
レーナー）がついて最適なプログラ
ムを提供してサポートしていきまし
た。人材の育成では、採用段階から
求める人材要件を明確化して活動に

取り組み、採用後は、各自がビジョ
ン、ミッションを抱き、その実現を
目指してスキルを磨いていきやすい
仕組み、環境をつくっています。経
営者の覚悟では、理念やビジョンを
浸透させて、やると決めたことをや
り抜くことが必要になります。その
ためには、経営者の考え方を言語化
して、現場最前線にいるスタッフに
まで伝わる仕組みをつくり、それが
機能するようにしなければいけませ
ん。これらのことを毎日、自分に言
い聞かせ、徹底しました。

これから会社や業界でリーダーに
なっていく方々に特に伝えたいこと
は、このフィットネス事業が、サブ
スク型のサービス業であるというこ
とです。その本質を捉え、それを最
大化することにもっとこだわってほ
しいのです。そこが、人を配した
フィットネスクラブの最大の強みで
はないでしょうか。したがって、新
規入会者を追うのではなく、入会し
てくださったお客さまに目を向け、
その心に寄り添い、フィットネスラ
イフを継続できるように、価値提供
し、十分な効果を得ていただいて喜
んでいただき、そうしたお客さまか
らご紹介をいただくなどして、顧客
生涯価値を高めてことを目指してい
くことが大事になると思います。こ
れが、この事業の基本であり、原理
原則ではないでしょうか（談）。
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フィットネスの民主主義を実現する
顧客とスタッフを幸せにする総合型クラブの新たな取り組み
株式会社林水泳教室　執行役員開発本部長　吉永大介氏（写真）
同HAYASHIフィットネス＆スパリゾート24 平和台　マネージャー　横沢陽大氏
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News & Trends

2022年９月２日、株式会社林水泳教
室（以下、林水泳教室）は東京都練
馬区に、HAYASHIフィットネス&スパ
リゾート24平和台（以下、HAYASHI
フィットネス）をオープン。現在、コ
ロナ禍で苦境を強いられている施設が
多い総合型業態であるが、HAYASHI
フィットネスはオープン前から目標会
員数に到達。その秘密は、現場スタッ
フと会員さまへ徹底的に配慮した経営
と施設設計に隠されている。成功を裏
付けする同社の想いや取り組みに迫る。

さらなる成長を目指し 
コロナ禍に始動

林水泳教室は、1967年に創業して
以来、神奈川県を中心に子ども向けの
スイミングスクールや体操教室を展開
してきた。企業のさらなる成長のため、
2020年を第2創業期と定め、新しく
総合型フィットネスクラブの立ち上げ
を決意した。同年の４月１日に出店活
動を開始した矢先、新型コロナウイル
スにより緊急事態宣言が発令されるこ
ととなる。

通常であれば、店舗ビジネスは出店
抑制をせざるを得ないだろう。しかし、
林水泳教室は違った。多くの企業が事
業縮小に踏み切るなか、反対に出店活
動を加速させた。

執行役員開発本部長の吉永大介氏は、
「総合型フィットネスクラブの新規出
店１号店での失敗は企業の屋台骨を揺
るがしかねません。立地選定に関して
は、絶対に成功できると確信できる場
所にこだわりました」と説明する。

出店活動の範囲を東京にまで広げ、
駅から徒歩圏内の環八通り沿いにある
好立地の物件の契約を成功させた。幹
線道路に面し、駅からのアクセスも申

し分ないが、平和台という立地も魅力
的だ。周辺は住宅環境整備が進む練馬
区の人口増加エリアとなっており、優
良なベッドタウンのため、集客にも適
している。周辺1.2kmにチラシのポス
ティングを中心に集客を図り、オープ
ン前に目標の会員数を達成。上々のス
タートを切っている。

総合型クラブは 
本当にオワコンなのか？

新型コロナは、例に漏れずフィット
ネス業界にも甚大な影響を及ぼしてい
る。その中でも特に大きな打撃を受け
たのが、総合業態のクラブと言われて
いる。実際に、小規模業態やパーソナ
ルトレーニングジムなど、目的特化型
のジムが増加している傾向にある。こ
のような環境のなか、林水泳教室はな
ぜ総合型クラブの出店に踏み切ったの
であろうか。

この逆張りとも言える施策に対し、
吉永氏は次のように指摘する。
「私は、総合型クラブがオワコンだと
は全く考えていません。事実、コロナ

禍においても、同業態で成功を収めて
いる事例もあります。オワコンと決め
つける前に、まずはしっかりお客さま
や事業の仕組みを見つめ直すべきなの
ではないでしょうか」

確かに、業界トップ211社の直近決
算期の税引き後利益を見ると、総合
型クラブを主力に運営する株式会社
東祥やセントラルスポーツ株式会社
が、上位２社を占めている（Fitness 
Business編集部調べ）。多くの総合型
クラブが、経営に苦しんでいることは
事実である反面、コロナ禍においても、
着実に黒字での経営を続けるクラブも
存在する。総合型クラブであることが
問題なのではなく、総合型クラブとし
て、何をしているのかが求められてい
るのである。

環八通り沿いの好立地にオープン

視認性の高いプール
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リゾート感と合理性を 
かけ合わせた施設を設計

HAYASHIフィットネスのコンセプ
トは「湘南へショートトリップ」だ。
林水泳教室が愛してきた茅ヶ崎のリ
ゾート地を思わせる工夫を床や壁紙な
ど随所に散りばめている。スパゾーン
には、シルキーバスや熱波対流イノ
ベーションサウナなどを完備。リゾー
ト施設に勝るとも劣らない本格的な仕
様となっている。

さらに、開放感の創出にもこだわっ
た。館内各所に開口部を設置し、自然
採光を最大限まで取り入れることに
よって、清潔感を演出している。プー
ルは１階に配置し、周囲３方向を開口
部にすることで、外部からの視認性を
高めると同時に、利用者の開放感にも
訴求している。

まるで湘南へトリップしたようなリ
ゾート感を思わせる館内だが、ジムと
して合理的な施設構成も欠かしていな
い。エステやゴルフレンジなどの相対
的に坪効率の低いエリアは設けず、そ
の分、ジムエリアを拡充するなど、多
くの顧客が使えるように構成されてい
る。また、ロッカーの個数やシャワー
基数も、想定される利用率より30％
増やした数を設置している。これによ
り、利用者が集中的に増加した場合に
おいても、安全性を確保しつつ、待ち
時間のストレスなども軽減できるとい
う。限られたスペースを最大限に活用
するため、フィットネスの利用者動線
とキッズ動線が混在しているが、キッ
ズスクール実施に伴う賑わいへの許容
を入会時の条件とすることで対応。こ
れにより、現状では成人会員からのク
レームはなく、有効にスペースを活用
できている。

「フィットネスを民主化する」を 
テーマにクラブを構築

前述したとおり、会員数はオープン
時には目標を大幅に超えており、オー
プン後も午前中から多くの会員で溢れ
ている状況だ。なぜ、多くのフィット
ネスクラブが集客に苦しむなか、この
ような状況をつくれているのか。

その要因の１つとして、総合型業態
としては格安の料金体系が挙げられる

だろう。キッズを除く会員種別は３種
類で、レギュラー会員は月額8,448円
（税込）で、通常営業時間内全エリア
制限なく利用が可能。さらに、レッス
ンも受け放題だ。そこに24時間のセ
ルフ利用を加えた一番人気のレギュ
ラー＋ジムセルフ会員も8,998円（税
込）、30歳以下では同プランが7,678
円（税込）という料金で利用すること
ができる。同等の規模のジムでは、月
額１万円を超えるところが多いなか、
顧客が通いやすい料金設定を実現して
いる。「現在の日本人の平均年収を考
えると、月額１万円を超える会費を支
払うのは、極めてハードルが高いので
はないでしょうか。私たちは、『フィッ
トネスを民主化する』ためにも、フィッ
トネスに通う意思や欲求を有する方々
が、所得水準によって諦めることなく
通っていただけるフィットネスクラブ
を創出したいという想いを持っていま
す」と吉永氏は熱く語る。

この料金設定でも施設の質は全く落
とさず、むしろ最新鋭の設備を整えて
いるところがHAYASHIフィットネス
の強みであろう。
「低価格でもお客さまに満足していた
だけるよう、コスト配分にはメリハリ
をつけました。必要となる設備とそう
でないものを明確化しています」

コロナ禍で落ち込んだ売り上げの回
復を図るため、会費を上げざるを得な
いフィットネスクラブが多くなってい
るが、あえてポピュラープライスでの

店舗運営を行っている。林水泳教室の
「フィットネス民主主義」という熱量
の高いビジョンが垣間見える。

安全性と効率性を高める 
最新鋭の設備

新型コロナウイルス以降、顧客がジ
ムを選ぶ基準が変わったと言われてい
るように、感染症対策などを含めた安
全性の確保は、今やフィットネスクラ
ブを運営していくうえで欠かせない
テーマとなっている。HAYASHIフィッ
トネスでは、感染症対策には徹底的に
注力することで、安心・安全な環境を
提供している。

館内には、天井埋込み式の抗ウ
イ ル ス・ 除 菌 用 紫 外 線 照 射 装 置

「Care222®iシリーズ（ ウシオ電機
製）」を82基導入。この照射面と空間
を同時に除菌できる装置が天井のいた
るところに装備されており、施設内の
ほとんどの空間で除菌を行っている。
スタジオ内では、照射面に空白ができ
ないよう設置することで、対面での
レッスンも可能にしている。また、感
染の要衝となるトイレには便器１つに
つきCare222®iシリーズを１基ずつ

トレーニングエリアも充実のラインナップ

湘南をイメージさせる館内
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設置するほどの徹底ぶりだ。
マスク未着エリアとなるプールエリ

アも管理は徹底している。電解次亜塩
素や特許取得浄水システム「ピュアキ
レイザー ®（東洋バルヴ製）」、フジスー
パーセラミック濾過材、さらに特許取
得磁気活性化水「モールドウォーター」
など４つのメソッドを組み合わせるこ
とで、水質の管理には抜かりない。

優れた除菌装置を用いながらも、基
本的な感染症対策も徹底している。
チェックイン時の検温や、機械換気は、
１時間あたりトイレでは15回、マス
ク未着エリアでは10回と高頻度で
行っている。さらに開口部の上部を排
煙窓にし、自然換気も可能にしている。

HAYASHIフィットネスの支配人を
務める横沢陽大氏は「ここまで徹底し
て感染対策を行っていますので、お客
さまから安心して使えているというお
言葉をいただいております。ただ、せっ
かく良い設備や対策を行ってもお客さ
まには伝わらないので、集客時のチラ
シで訴求したり、見学時にしっかり説
明したりすることで、より安心してお
使いいただくことができます。この安
全対策と集客施策こそ、オープン前の
目標人数達成に大きく貢献していま
す。さらに、入会時に理解を促すこと
によってなのか、実際にお客さまのマ

ナーも非常によく、ロッカールームな
どのマスク未着エリアでの会話はしな
いなどのルールは守っていただいてい
ます」と自信を持って話す。安全性を
確保しようとする姿勢に対しては、顧
客も応えてくれるのだろう。

HAYASHIフィットネスでは、バッ
クオフィス業務の効率化を推進するべ
く、積極的にDX化を図っている。会
員管理システムに株式会社両備システ
ムズの「ATOMS」を採用し、会員証
を撤廃、本人確認は顔認証で統一した。
会費請求や館内清算をすべてキャッ
シュレス化することで、スタッフのレ
ジ締め作業や未納請求業務を無くし、
コア業務に集中しやすい環境を整えて
いる。レッスンは完全web予約制にす
ることによって、常連客などの場所取
りを事前に防ぐほか、感染症対策にも
寄与している。ジムエリアにおいても、
電子予約ボードを導入し、予約制とす
ることで、機器の独占的な利用を防止
できる。

また、各種レッスンを担当する業務
委託のインストラクターへの支払い管
理として、株式会社フィット・コムの

「CLUBNETインストラクター管理シ
ステム」を導入した。これにより、ス
タッフとインストラクター双方の業務
の効率化に成功した。横沢氏は「業務

上、両者にとって負担のかかりやすい
報酬の支払いに活用しています。イン
ストラクター様本人が、自身で実績を
入力でき、給与明細まで確認できるの
で、お互いに負担を軽減でき、合理的
です」と嬉々として話す。

安全性の確保と業務効率の向上は、
フィットネス業界に関わらず、今や日
本社会の問題として認識しても妥当と
言えるだろう。HAYASHIフィットネ
スではこの両者に対し取り組み、成功
を収めているのだ。

スタッフを大切にする
＝ 顧客を大切にする

積極的な設備投資により、スタッフ
の負担が大きく軽減されている。多く
のフィットネスクラブでは、その結果
として人件費の削減に踏み切るのでは
ないだろうか。機械に任せる業務量が
増える分、人員を調整し、利益増を図る。
一見、当たり前のようにも思える戦略
だが、これに対して吉永氏は反論する。
「フィットネスクラブで一番やっては
いけないことは、スタッフを徹底的に
使い倒して疲弊させること。いわゆる
やりがいの搾取と言われる行為です。
大企業の親会社を持つ総合型クラブほ
どその傾向は強いのではないでしょう
か。人員を削減しすぎた結果、下手を
すればフロントは常に１オペ、ジムエ

Care222®i シリーズを 82 基設置。感染症対
策には余念がない

水質管理も徹底しているCLUBNET インストラクター管理システムを導入
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リアにはスタッフがおらず、入会見学
のお客さまを疎ましくすら思ってしま
うという最悪の状態になりかねません。
スタッフが疲弊しきっている現場で良
いサービスは絶対に生まれません」

実際にジムエリアを見学すると、驚
いたのは業務を効率化したにも関わら
ず、スタッフが多数配置され、積極的
に顧客に声かけを行っている姿だ。な
おかつスタッフ全員の元気がとてもよ
く、笑顔で大きな声でのあいさつが聞
こえてくる。
「あいさつは、お客さまは当然ですが、
スタッフ間でも約束事にしています。
人と人とのサービス業なので、この辺
は耳にタコができるほど、スタッフに
は伝えています。アルバイトスタッフ
にも、初期研修として、5時間みっち
り、ジムのコンセプトや規約、マナー
などについて、原点の部分から、支配
人である私が説明を行います。社員か
アルバイトかは関係ありません。おか
げさまで、お客さまからもスタッフの
態度について、お褒めの言葉をよくい
ただきます」と横沢氏は話す。ホスピ
タリティを高めるため、スタッフが心
に余裕を持てる職場環境をつくること
が、本部に求められる姿勢だと吉永氏
は言う。
「ゆとりを持ったスタッフ配置にする
ことで、彼ら彼女らの精神衛生を安定
させることはとても大切です。そうい
う意味で、意図した無駄をシフトに組
み込んでいます」

スタッフを大切にすることに重きを
置いているため、休憩室には力を入れ
た。縦動線は確保しつつも、事務室と
フロアを完全分離。しっかり休憩が取
れるよう壁や床の素材にもこだわって
いる。
「感情労働に従事しているスタッフは、
顧客や業務から完全に隔離できる休憩
空間が非常に大事だと考えています」
と吉永氏は力説する。コストカットの
最有力候補ともいえるスタッフの休憩

室にあえてコストをかけているのだ。
吉永氏はこう続ける。
「スタッフを大切にすることは、お客
さまを大切にすることと同義です。ス
タッフが気持ちよく働くことができて
いれば、お客さまも心地よくジムを利
用していただけるはずです」

日本には「おもてなし」という言葉
があるが、経営的な側面においては、
日本人の勤勉さに頼りきった危険性を
孕んでいることを認識するべきである。
林水泳教室では、業務効率化によっ
て、人員を削減することはなく、むし
ろ余裕のある人員配置により、顧客と
のタッチポイントを増やしている。ス
タッフも顧客も全員が幸せになれるク
ラブである。

意図した成長の踊り場を設け 
着実な成長を

動き出しから2年以上をかけて、
オープンした総合型クラブで成功を収
めた林水泳教室だが、今後も持続的な
成長を目指していく。再来年以降、１
年に１店舗のペースで出店していくこ
とを目標としたうえで、吉永氏は「会
員の離反を防ぐために、スタッフ教育
や組織体制の強化は欠かせません。出
店とスタッフの育成のバランスを図る
ため、『意図した成長の踊り場』を設
けて、長期的な成長を目指していきま
す。現場にのみ過酷な労働環境が強い

られ、負担がのしかかるようなクラブ
ではなく、会社の成長と社員の成長の
ベクトルを統合し、フィットネス業界
の『エクセレントファミリーカンパ
ニー』になりたいです」と話す。

林水泳教室が、コロナ禍における総
合型クラブの定石を覆すのか、今後の
動向に期待したい。

　　　　　　　　クラブデータ	

クラブ名	 HAYASHI フィットネス＆	
スパリゾート 24平和台

所在地	 〒 179-0081　東京都練馬区
北町 6-33-5

ＵＲＬ	 https://www.hayashi-fitness-	
spa.com/

アイテム構成	 トレーニングジム／アリー
ナ兼スタジオ／スタジオ／
プール／スパ／ロッカー・
浴室／キッズロッカー／イ
ノベーションサウナ

営業時間	 通常営業		 10：00 〜 23：00
	 ジムセルフ		23：00 〜 10：00
土曜日	 通常営業	 10：00〜 21：00
	 ジムセルフ	21：00〜 10：00
日曜日・祝日	 通常営業		 10：00 〜 20：00
	 ジムセルフ	20：00〜 10：00
休館日	 木曜日
スタッフ数	 社員 9人		アルバイト 31人

◆会員種別・料金	 （税込）
会員種別	 	料金		 利用可能時間	
レギュラー＋ジムセルフ 24	 8,998 円		 営業時間すべて
レギュラーU30 ＋ジムセルフ 24	 7,678 円		 営業時間すべて
レギュラー	 8,448 円		 通常営業時間のみ
入会金	 3,300 円	

スタッフ間でのコミュケーションは欠かさない

主要サプライヤー
会員管理システム	 株式会社両備システムズ
インストラクター	 株式会社フィット・コム
マネジメントシステム
音響機器	 エス・エス・アール株式会社
カーディオマシン	 Precor	Japan 株式会社
ストレングスマシン	 株式会社THINKフィットネス
ロッカー	 株式会社サラインテリア　	

システム
プール備品	 株式会社ヴィエント
濾過機	 フジキコー株式会社
浄水システム	 東洋バルヴ株式会社
ウィルス感染	 ウシオ電機株式会社
症対策機器	 株式会社木下抗菌サービス
ホームページ制作	 株式会社アイウェイヴ　	

（ステージグループ）
リネンサプライ	 株式会社ユニバーサルサービス

https://www.hayashi-fitness-spa.com/
https://www.hayashi-fitness-spa.com/


https://clean.ushio.com/jp/
mailto:care222_sales@ushio.co.jp


mailto:info@fitcom.co.jp
https://www.fitcom.co.jp


RIZAP、2025年度中に「chocozap」で2,000店舗の展開目指す
１日５分の運動で健康になれる、「簡単」「便利」で「安い」コンビニジムを集中出店
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独自の24時間セルフ型ジムを展開
参加率向上と健康寿命の延伸目指す

RIZAPグループが、2022年３月期
の決算で52億円（前期比328％）を
達成し、２期連続での黒字化、大幅増
益となった。

経営計画も順調に進捗しており、
ʼ22年９月28日、ʼ26年３月期に営業
利益300億円の達成を目指す中期経
営計画を発表したが、そのなかで新
たな収益の柱となる新規事業として

「chocozap」を挙げた。そして、同事
業に戦略的に成長投資を集中していく
方針を発表。当日、本事業の構想を詳
しく伝えるための「chocozapグラン
ドオープン記念イベント」を開催した。

chocozap は、RIZAPで培った知見
を活用し、フィットネスのライトユー
ザーを含む、いわゆる未顧客にアプ
ローチする新業態を開発、展開してい
く。６ヶ月にわたる様々なタイプの実
験店で検証を重ね、ʼ22年７月に延床
面積およそ30坪ほどの標準タイプの
フォーマットを固めた。同タイプの
店舗をʼ22年９月末日時点で134店舗
展開、累計会員数はすでに6.4万人を
記録している。今後、ʼ22年末までに
200店舗、ʼ25年度中に2,000店舗を
展開する計画を立てている。これら全

店を直営店で一気に展開するところに、
同社のこの業態に賭ける思いと覚悟が
見てとれる。

標準とするタイプのフォーマットを
固めたと記したが、今後もユーザーの
ニーズを掴みながら、変更するところ
は変更し、進化を続けていくことにな
るのだろう。

ハードルを下げることで
97％へアプローチする

記念イベントに登壇した同社 代表
取締役社長 瀬戸 健氏は、次のように

「chocozap」の開発意図を語る。
「現在、日本においては、平均寿命と
健康寿命の乖離がおよそ10年ありま
す。政府が提唱する『人生100年時代』
の実現に向けて最も重要な課題である
健康寿命の延伸のためには、１年、５
年、10年と運動を毎日の生活に定着
させ、習慣化していくことが必要です
が、残念ながら日本のフィットネス人
口（※民間商業施設の会員数）の比率
はʼ21年で3.45％と普及率が未だに低
いのが現状です。そこでRIZAPは、過
去10年で培った知見をもとに、１人
で運動をする方の運動習慣の阻害要因
である『心理的ハードル』『物理的ハー
ドル』『金銭的ハードル』のすべてを
解消し、誰もが運動を継続しやすく、

効果を実感でき、１日５分の運動で健
康になれる、『簡単』『便利』で『安い』、
新業態のコンビニジム『chocozap』
を立ち上げました。対象とする顧客は、
上級者を除くすべての方。特に、運動
初心者やシニア層、女性の方々にご利
用いただきたいと思っています。日本
の人口１億人以上のうち、97％のま
だ通われていない多くの生活者に、直
観的にいいなと感じてもらい、スキマ
時間に利用して、通い続けていただけ
るジムになりたいと思っています。私
たちは、運動の常識を変え、行動を変
えていきます」
「chocozap」の特徴は、「簡単」で「楽
しく」「継続できる」環境と、RIZAP
が開発したハードすぎない、誰でも簡
単に取り組める「１日５分のちょいト
レ・健康習慣プログラム」を提供する
ことだ。

そのために、同社は年間40億円規
模の支出を行い、顧客のライフスタイ
ルを変えるための必需品として、すべ
てのchocozapユーザーに、スターター
キットの「体組成計」と「ヘルスウォッ
チ」を無償で提供する。「体組成計」
と「ヘルスウォッチ」が日々の健康数
値およそ19項目を記録し、ライフロ
グデータを蓄積することで、AI（人工

ス
タ
ー
タ
ー
キ
ッ
ト
は
入
会
者
全
員
に
無
償
で
提
供

さ
れ
る

トレッドミルとバイク、マシンで構成されたジム



RIZAP、2025年度中に「chocozap」で2,000店舗の展開目指す
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知能）を搭載した専用アプリ、バーチャ
ルトレーナーちょこっとくんが、パー
ソナライズされた適切なプログラムを
提示し、健康目標の達成（コミット）
をサポートする。

そのため、運動は辛くて苦しいと感
じているユーザーでも運動習慣を日常
に簡単に取り入れることができる。健
康維持や体力向上、ダイエット効果を
実感できるようにサポートしていく
考えだ。このアプリにはゲーミフィ
ケーションの要素も多く取り入れられ、
ユーザーが楽しみながら、運動を継続
できる工夫がふんだんに盛り込まれて
もいる。とりわけ、ポイントの活用や
コミュニティなどの機能は、ライト
ユーザーにとっては嬉しい機能といえ
るのかもしれない。

効果と習慣化につながる「１日５分」

同社は、１日５分という短時間での
運動でも、適切な内容であれば、健
康に関わる数値を改善でき、30分
以上の長時間運動に比べて継続しや
すいといったエビデンスに基づき、
chocozap専用のサービスを開発。こ
の「１日５分のちょいトレ・健康習
慣プログラム」は、RIZAPに通ってい
た約18万人の実績データをもとにし
ている。初心者の方や年齢に関わらず、
目的・目標に合った効果が実感できる
運動プログラムであることと、習慣化
につながる要素であることを中心に設
計した。特に、運動初心者は運動時間

が長いことで心理的負担がかかり、習
慣化する前に挫折してしまうケースが
多い。このプログラムがあれば、短時
間で心理的負荷を軽減し、習慣化に役
立つと想定する。

また、より高度なサービスを望む
ユーザー向けに、追加料金3,000円（予
定）で、より詳しい医学的検査に基づ
いたアドバイス「メディカルマイレ
ポート」を提供していく。

料金および営業時間は、以下の通り。
月額：2,980円（税込3,278円）
入会金・事務手数料：5,000円(税込)
営業時間： 24時間
展開：全店使い放題、各店舗の混雑状
況もアプリで確認可（※’22年９月28
日時点）

また、環境・設備は、以下の通り。
・QRコードでのラクラク入退館、着
替え不要・靴履き替え不要、諸手続き
も簡単
・セルフエステ・セルフ脱毛使い放題
（一部店舗・要予約）
・ゴルフ練習し放題（一部店舗・要予
約）
・筋トレ初心者でも扱いやすい筋トレ
マシン、使い方もマシン付属の動画で
簡単チェックできる
・安全・安心対策として、本社および
管理会社が遠隔監視。加えて平均10
台/店のAIカメラで監視

マツケンサンバも踊れるようになる

記念イベントにゲスト出演した松平

健氏は、RIZAPのシニアプログラムに
加え、今回の「chocozap」もすでに
体験しており、司会者から利用した感
想を問われると、「サンバも軽く踊れ
るようになりました」と笑顔で応じて
いた。

さて、「chocozap」の展開が本格化
して、メンタル・アベイラビリティ

（思い出しやすさ）とフィジカル・ア
ベイラビリティ（買いやすさ）を高め
ていくと、未顧客が開拓できる。それ
だけでなく、既存のセルフジム業態の
顧客もスイッチしやすい傾向が強いた
め、かなり移籍する可能性もある。また、
同ジムの展開で、「RIZAP」の認知も
拡大することになり、同店への入会や
同店ユーザーの退会者の受け入れ先に
もなる可能性も高まるのではないか。
今後、大きく業界の勢力図が変わるか
もしれない。既存クラブも、対象顧客
＝顧客課題＝提供価値の間にフィット

（整合）をつくり出し、コンセプトを
解像度高く訴求していくことをしなけ
れば、生き残れなくなるのではないか。

セルフエステ＆セルフ脱毛ルームは完全
個室。スマホで予約できる

簡易的なロッカーを配置

付属のモニターの動画からマシンの使い方をチェックできる



カーブス、８年連続で顧客満足度第１位を獲得

◆図 1　フィットネスクラブ顧客満足度上位企業

◆図 2　業種・業態を超えたサービス
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News & Trends

「女性だけの30分フィットネス カーブ
ス｣ などの運動施設を運営する株式
会社カーブスジャパン（以下、カーブ
ス）は、公益財団法人日本生産性本部
サービス産業生産性協議会が実施する 
2022年度 JCSI（日本版顧客満足度指
数）調査のフィットネスクラブ業種に
おいて、顧客満足度第１位の評価を獲
得した。新型コロナウイルスの影響に
より調査が未実施となった’20年を除
いて、初めて対象となった’14年以降、
８年連続となる快挙だ。なぜカーブス
は、長い期間、顧客からの支持を得続
けることができているのだろうか。

フィットネスクラブ業種で初
８年連続１位の快挙
カーブスは、2022年９月28日に公
開されたJCSI調査にて、顧客満足度第
１位を獲得した。JCSI調査は、サー
ビス産業の生産性を測るうえで重要
な「顧客満足」を数値化・可視化し
て、企業や業種の成長に資する情報と
して用いることを目的とした日本最大
級の顧客満足度調査である。統計的な
手法による総計12万人以上の利用者
からの回答をもとに実施し、計30以
上の業種・業態、約400の企業・ブラ
ンドを対象に年４回に分けて調査を実
施、発表されている。評価項目は、顧
客期待、知覚品質、知覚価値、顧客満
足、推奨意向、ロイヤルティの６項目
からなり、顧客の満足度を多面的に評
価できる世界基準の調査だ。
カーブスは上記６つの評価項目、全
てにおいて１位を独占している。さら
に、８年以上連続での１位は、フィッ
トネスクラブ業種では初となる。２位
は、コナミスポーツ、３位は、ルネ
サンスという結果だ（図１）。’19年か
ら’21年にかけて、フィットネス業界
の満足度は低下したものの、’22年は、

カーブスとコナミスポーツで上昇。ル
ネサンスも横ばいに転じた。フィット
ネスクラブの平均も上昇しているなか、
カーブスは、サービス産業で最も重要
ともいえる顧客満足度において、先頭
を走り続けている。

顧客に寄り添った
サービスを提供しているかが鍵
国内の店舗数でも日本一を誇るカー
ブスは、なぜ顧客満足度という点にお
いても、業界のトップに居続けること
ができるのか。
カーブスのビジネスモデルは、生活
圏内に出店し、身近で通いやすく、顧
客との距離感も近いのが特徴だ。また、

コロナ禍においても、オンラインプラ
ン「おうちでカーブス」のサービス開
始や、レシピ本の出版、健康二次被害
防止の継続的な啓発活動など、多方面
から健康をサポートしてきた。こうし
た顧客に寄り添った運営が、８年連続
という快挙につながった要因の１つで
あろう。
’21年度のフィットネス業種以外
を含めた満足度スコア（図２）では、
フィットネス業種は対象業種のなかで
も、上位に位置できていない。
カーブスを筆頭に、フィットネス業
界各社がしのぎを削り合い、業界全体
のスコアの向上を期待したい。
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フィットネス市場、８年連続成長初期と同水準まで回復
余暇市場全体は前年比＋１％、フィットネス市場は 2019 年（コロナ前）比 83％

防事業への参入などが多く見られる。
2021年は、正社員、パート、アルバ
イトの指導員１施設あたりの人数が減
少傾向にあった。
そのほか、スイミングスクールで水
中プログラムと陸上プログラムを組
み合わせてより参加しやすくしたり
（JSSスイミングスクール「スーパー
キッズコース」など）、「サ活（サウナ
活動）」への注目から、コナミスポー
ツが「自分のペースで無理せずに『ゆ
るジム通い』」をキャッチコピーとし
て疲れた日にはサウナでととのえるだ
け、などとプロモーション展開したり
している。

未顧客マーケティングを強化しよう

これからは、フィットネスに参加し
ていない（＝未顧客である）97％を
どのように惹きつけられるかを洞察し、
それにフィットするマーケティング
ミックスを構築する必要があるのでは
ないだろうか。未顧客マーケティング
についてはP39でまとめている。今一
度、未顧客のアプローチと対応につい
て整理しておこう。
また、フィットネスクラブの顧客満
足度向上においてインストラクター
が与える影響は大きい。カーブスは、
JCSI日本版顧客満足度指数調査におい
て８年連続で第１位となっている。お
客さまに愛されているクラブは当然の
ことながら満足度が高い。フィットネ
スクラブ運営企業は、特に現場で日々
お客さまと接しているインストラク
ター・トレーナーの指導力やコミュニ
ケーション力について再度見直し、そ
こを引き上げる必要があるのではない
だろうか。

　　　　　暦年　   '98 '99 2000 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

　　フィットネスクラブ  2,850 2,990 3,650 3,650 3,580 3,680 3,800 4,020 4,270 4,220 4,160 4,090 4,140 4,090 4,120 4,240 4,320 4,390 4,480 4,610 4,800 4,950 3,200 4,130

2022年10月31日、2021年の余暇の現
状と産業・市場の動向をまとめた『レ
ジャー白書2022』が、公益財団法人 
日本生産性本部より刊行された。2021
年の余暇市場は、2020年の55兆2,040
億円から55兆7,600億円となり、前年
比＋１％だった。コロナ前の2019年
比では、77.1％の水準だった。コロナ
禍で大きく落ち込んだ市場は、多くの
分野で復調傾向だが、さらに落ち込む
分野もあり、トータルでは若干のプラ
スに留まった。フィットネス市場は、
2020年は3,200億円だったが2021年は
4,130億円となり、前年比＋29.1％と
なった。

感染対策は十分

『レジャー白書2022』によると、フィッ
トネスクラブの売り上げは、2020年
は3,200億円だったのに対し2021年
は4,130億円となり、前年比29.1％
増となった。2020年は、2011年か
ら2019年までの８年連続プラス成長
と過去最高の市場規模4,900億円から

一転し、コロナ禍で大打撃を被った。
2021年は、回復基調に向かい、コロ
ナ前の８割に近い水準まで回復した
（表）。
同書によると、約78％の利用者が
利用施設の新型コロナウイルス感染予
防対策について「十分な対策だと思う」
と回答している。 フィットネス事業
者の感染対策の努力は評価されている
（2021年オリコン顧客満足度調査「コ
ロナ禍におけるフィットネスクラブ利
用実態レポート」）。
フィットネス市場の変化の要因には、
下記が挙げられる。
・業態別内訳
総合業態が大幅に減少し、24時間
セルフ業態とパーソナル業態が増加し
た（「リアルワークアウト」「かたぎり
塾」「チキンジム」など）。
・売上構成比
スイミングスクール、オンライン・
物販などが占める割合が増加した。オ
リジナルプロテインは売れ筋商品である。
・雇用とキャリア
パーソナルジムの独立開業、介護予
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◆グラフ　フィットネス市場の推移



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/


マスクをはずそう
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時  評 コロナ対策としての海外からの入国制限も大幅に
撤廃、国内の観光需要を喚起する施策の効果もあり、
人流は以前にも増して活発化している。渋谷や新
宿、横浜などの居酒屋を訪れると、店内は立

りっすい

錐の余
地もないほど混雑。当然、マスクなしに、大声で笑
い、語り合いながら、酒を酌み交わし、季節の料理に、
それぞれが舌鼓を打っている。最も感染が広がりや
すいとして、政府から休業や営業自粛の要請をされ
ていた飲食店が、今はもうこの状態だ。街を歩いて
いる人々のなかにも、マスクから鼻を出したり、マ
スクをしていなかったりという人をずいぶんと見か
けるようになった。私自身も、飲食店で食事をする
ときや外を走るときには、マスクなどはつけない。

コロナの患者も急速に減ってきている。完全な終
息はないと考えるが、多少の変動はあれ、ここから
は低位安定化する状態が続くだろう。日本では、こ
れまで季節性のインフルエンザに毎年、約1,000万
人が罹患し、約3,000人（直接的および間接的に生
じた死亡を推計する超過死亡概念では約１万人）が
亡くなっていた。新型コロナは、２年８ヶ月の累計
で陽性者が約2,000万人、死者が約４万人（2022年
９月15日時点）だ。死者は新型コロナのほうが多い
が、これは厚生労働省が、新型コロナの陽性者であ
れば、厳密な死因を問わずすべて新型コロナ死とし
てカウントしているから、従来と同じ基準で比較す
ることはできない。

オミクロン株に変異して以降、新型コロナウイル
スは弱毒化したとされ、特定疾患をもつ高齢者を中
心にワクチン接種が進んでいることもあり、インフ
ルエンザ並みの感染症と判断されるのであれば、社
会・経済活動を基本的にコロナ禍前の状態に戻し
ていってよいのではないか。コロナと共生し、文
字通り新常態を生きるのだ。もしかすると、それに
よって感染者はやや増えるかもしれない。集団感染
化を促すことになるが、日本の医療資源は本来、年
間1,000万人のインフルエンザ患者を診療できる体
制が整っており、新型コロナへの対応も充分可能だ。
何より、それをきっかけに社会・経済が今以上に回
りだすという恩恵が受けられる。

もちろん政府が、マスクの有無でどれほど感染す
るか、あるいは習慣的な運動などの予防的取り組み
をしている人がどれほど感染しにくいのか、感染し

たとしても重症化しないかということを調査して、広
報する必要があると思うが、残念ながら今の政府にそ
れを期待しても難しいだろう。なぜなら、ダイヤモン
ドプリンセス号で、最初にコロナ感染が見つかったと
きに、罹患しなかった81％の乗客に共通する要因を
調査したり、最初にフィットネスクラブでコロナ感染
が見つかったときに、十分な調査をしたりせず、軽は
ずみに、フィットネスクラブがあたかもコロナウイル
スの感染源だと思ってしまうような発言を繰り返して
いた過去があるからだ。それからというもの、科学的
なエビデンスに基づく調査もきちんとしていない。

ならば、自分たちの頭で考え、これまで通り衛生面
に気をつけ、習慣的に運動をしたりして予防に努めな
がらも、前向きにマスクをはずした生活をしていくべ
きではないか。

先日、アメリカ・フロリダで開催されたコンベンショ
ンに参加したが、そこでは飲食店はもちろん、展示会
場やパーティー会場、会議室でもマスクなどしている
人はほぼなく、会話も弾んでいた。欧州にいる知人た
ちにも聞いてみたが、ほとんどマスクをしている人は
いないとのことだった。日本人は、周りの目を気にし
たり、自分の頭で考えることをしなかったりするけれ
ども、きちんと自分の頭で考えられる人たちから、マ
スクをはずして生活するようにしていくとよい。それ
は、個々人の判断で、自由に決めることができる。

逆に、こうした動きが起こらないようだと、中長期
的なリスクが増す。マスクなしで対面での会話をする
場合と、マスクをするしないに関わらずオンラインで
会話する場合、前者は脳活動が大いに同期するが、後
者では全く同期しないことがわかってきている。研究
者は、今後も後者のようなコミュニケーションを続け
ていると、共感力が落ち、相手の気持ちを理解できな
い人だらけの社会になってしまい、為政者もしくは情
報発信に長けた者が、思い通りに大衆を動かせる社会
になっていってしまうと警鐘を鳴らしている。

マスクをはずし、直接対話し、価値観や考え方の違
いを理解しあったうえで、最適なアイデアを得て、そ
のアイデアをチームとして育んでいけるような組織、
そしてそういう組織が社会の発展に貢献していくよう
な国を目指すべきではないか。この問題、各所で議論
が活発に起こり、自分で考え、行動する人が増えてい
くことを期待したい。
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未顧客マーケティング
Feature
特            集

フィットネス参加率３％が続くなか、同じ顧客層に対して同じマーケティングミックスで対応しようとしても
限界がある。未顧客層にあたる 97％に対応するマーケティングが、今、求められている。今号では、その手
法を明らかにする。



Fitness Business 123 ◎ November-December 202240

未顧客マーケティングFeature
特            集

既存のフィットネス事業者のマーケティングは、ミドルユーザーやヘビーユーザーに偏っていないだろうか？　それがゆえに、
在籍会員数を伸ばすことができず、縮小均衡に陥っているのではないか。ならば、ライトユーザーやノンカスタマーと言われ
る未顧客へのマーケティングが求められるのではないか。

Ⅰ  Issue 課題

ようにするのかを調べ、気付くこと
の重要性を指摘していた。

さらに、クリステンセン（実際に
は、スコット・アンソニー）も、ノ
ンカスタマーがもつ４つの制約条件
－スキル、マネー、アクセス、時間
－を取り除こうとすることで、市場
を大幅に拡大できるとしていた。各
制約条件をフィットネスサービスに
当てはめ、ノンカスタマーの「嘆き」
にすると、スキルなら「私は運動オ
ンチなのでみんなのようにはできな
い」、マネーなら「フィットネスク
ラブは（会費が）高い」、アクセス
なら「距離的にも遠く、心理的にも
負担」、時間なら「忙しくて通える
時間がない」などとなろうか。

いずれにしても、アプローチの方
法がないわけではない。否、必ずある。

未顧客マーケティングの方法を示
すことによって、フィットネス事業
者が、従来の顧客層になんとなくふ
わりとした対応をするだけではなく、
未顧客層の潜在的なニーズにも対応
したマーケティングミックスを構築、
実践して、来館や入会を促し、健康
行動の習慣化を実現できるようにし、
さらに従来の顧客層へのロイヤル
ティマーケティングをきちんと行え
るようにしていくことで、フィット
ネス事業に携わる各社のレベルを一
段上へと引き上げたい。

この間、フィットネス業界は、本
来はエッセンシャルな（必要とされ
ている）サービスであるにも関わら
ず、コロナ禍による営業自粛要請に
加え、風評被害などの影響も大きく、
現在もピーク期より２～３割程度、

ト・ソサエティ』（ダイヤモンド社刊）
のなかで、次のように語っている。
「われわれは外の世界を知らない。
たとえ業界リーダーの地位を占めて
も、同種の財やサービスを購入して
いる人たちの過半は自社の顧客では
ない」
「あらゆる組織にとって、最も重要
な情報は、顧客ではなくノンカスタ
マーについてのものである。変化が
起こるのは、ノンカスタマーの世界
においてである」

ドラッカーは、同書で、衰退して
いったデパートの経営者たちは、ノ
ンカスタマーを観ていなかったため
に、変化対応できずに失速していっ
たと、その原因を指摘したが、これ
は、もしかすると、既存のフィット
ネス事業会社のいくつかにも当ては
まるのかもしれない。

また、W・チャン・キム、レネ・
モボルニュは、『ブルー・オーシャ
ン戦略』のなかで、ノンカスタマー
層を３層―第１層は、対象企業の商
品・サービス（以下、サービス）を
購入しているかもしれないが、より
良いサービスがあればすぐにでもス
イッチする顧客群（離脱層）。第２
層は、自分のニーズをよく検討した
うえで対象企業の商品・サービスを
購入しないと意思決定した顧客群

（拒否層）。そして、第３層は、対象
企業の商品・サービスを使おうなど
と検討もしたこともなく、対象企業
もそのような顧客群を対象顧客とし
て検討したこともない顧客群（未開
拓層）―に分け、これらの各層にど
う自社のサービスに関与してもらう

業界人バイアスや現状維持バイ
アスがあると、新しいことを発想
し、それに取り組んでいくことがで
きにくくなるのではないか？　つま
り、これまで参加してくださってい
る顧客層―主には、身体的な価値×
一定の強度以上の運動を求める層―
にばかりフォーカスし、従来と変わ
らぬマーケティングミックスで、同
じようなアプローチを繰り返してい
るだけでは、いつまでたっても、い
わゆるロイヤルティの梯子（ピラ
ミッド）の下層のライトユーザーや
ノンカスタマーが、参加することが
なく、フィットネスクラブはミドル
ユーザーとヘビーユーザーの偏った
会員構成となり、総会員数が縮小均
衡となってしまうのではないか。

今、必要なのは、４Kのテレビを
８Kにするようにして、フィットネ
ス参加率３％を６～８％へと高める
ことではなく、３％以外の97％に
着目して、このいわゆる未顧客層
が、ごく自然にフィットネスクラブ
に近づきたくなるようなマーケティ
ングミックスを構築し、相応のアプ
ローチをしていくことなのではない
か。そして、いびつな会員構成比を、
フィットネスビギナーを主体とする
新入会員、週２～３回通うコア会員、
ほぼ毎日通う常連会員がバランスよ
くなるように整えていくことではな
いだろうか。

バイロン・シャープやマシュー・
ディクソンなども、ライトユーザー
を含む未顧客にアプローチしてい
くことの重要性を指摘しているが、
ピーター・ドラッカーも、『ネクス
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コナミスポーツクラブ

スマートスイミングレッスンがもたらす、スクール事業の革命的な進化

コナミスポーツ株式会社　スクール事業部 部長　水原康賀氏

FitnessBusiness通巻第120号にて、コ
ナミスポーツ株式会社（以下、コナ
ミスポーツ）が、AIと映像技術を活用
したスイミングレッスンのDXツール
である『スマートスイミングレッス
ン』を正式に導入したと伝えた。それ
から約半年が経った今、コナミスポー
ツにおける導入店舗数は加速度的に増
え、スイミングレッスンに大変革が起
きている。レッスンを受ける子どもた
ち、彼ら彼女らの保護者、そして運営
者の三方良しとなるスマートスイミ
ングレッスン導入後の実績について、
フィットネス業界にいち早くお届けし
たい。

運動塾デジタルノートを推進する
２つの社会的背景

コナミスポーツが展開する『運動塾
デジタルノート（以下、デジタルノー
ト）』とは、読んで字の如く、従来の
紙からスマホやタブレットにスクール
指導の業務を移行していくプロジェク
ト。その第一弾としてスイミングス
クールから取り組みを開始した。デジ
タルノートの根幹を支える技術がソ
ニーネットワークコミュニケーション
ズ株式会社（以下、ソニー）の提供
するスマートスイミングレッスン。AI
や映像技術が結集した、スイミング
レッスンにイノベーションを起こすソ
リューションである。

コナミスポーツがこの領域に力を入
れている背景のうちの１つは、学校教
育のDX化が進んでいること。生徒は
１人１台タブレットなどの端末を持ち、
デジタル教科書を使い始めている。デ
ジタルネイティブ世代の子どもたちに
とっては、紙よりもむしろ各デバイス
で学ぶことに慣れているのだ。

もう１つは、生活様式の変化。コロ
ナの影響で、スポーツクラブは一時期
完全クローズを余儀なくされたが、そ

れが緩和された後も、ウイルスの蔓延
を防ぐべく、プールの保護者観覧ス
ペースの入場を制限する必要があった。
「保護者の皆さまは、自分の子どもた
ちの成長を確認したいものです。しか
し、コロナの影響で、それを目の前で
見ることが難しくなってしまいました。
これらの社会的変化を鑑みて、我々は
デジタル化へ大きく舵を切ることに
なったのです」とスクール事業部の部
長を務める水原氏は説明する。

コナミスポーツが大切にしてきた
スクール運営のノウハウ

コナミスポーツは、前身から含め
たルーツは1973年にまで遡ることが
でき、2022年で創立49周年を迎える。
スイミングスクールを発端として事業
を開始し、多くの子どもたちに運動の
楽しさを教えてきた実績がある。ノウ
ハウの核となる部分は「ほめる型指導」
だ。それに、「段階別指導」を組み合
わせることで、子どもたちの能力やや
る気を伸ばしてきた。
「学校教育では、１年生は１年生の勉
強内容しか教わりません。そうすると、
勉強内容に退屈してしまう子や、逆に
ついていけなくなってしまう子が出て
きてしまう恐れがあります」水原氏は
さらに続ける。
「一方で我々は、まず一人ひとりの能
力に合わせてクラス分けを行います。
次に少し頑張ればできることに挑戦し
ていることを称賛します。そして取り
組むことへの意欲を引き出しつつ技術
的な指導も並行して行い、できるよう
になるという感激を与え、それに対し
てさらに称賛するというサイクルを回
しています（図参照）」

コナミスポーツにて
導入実績 70 店舗を突破

ところで、長年培ってきた子どもの
指導のノウハウに加え、オペレーショ
ンを確立してきたと考えるが、DX化

によって生じる社内のアレルギー反応
はなかったのだろうか？
「もちろん、デジタル化の流れにおい
ていかれないようにすることは大切で
すが、最も重要なポイントだったの
は、我々のスクール事業の根幹部分に
ある「称賛」「意欲」「感激」のサイク
ルを、デジタルでも回せるかどうかで
した。スマートスイミングレッスンを
活用すれば、従来の紙での運用以上に、
子どもたちに自分の成長を楽しんでも
らえるようになることがわかったので、
導入を決めました」水原氏は、このよ
うに答えた。

ただ、やはりデジタルノートをしっ
かり運用していくためには、現場で指
導するコーチ陣の理解を深めることが
必要だった。
「２ヶ月間しっかり運用テストを行
い、その壁を乗り越えました。コーチ
陣にもデジタルノートを使ってもらう
なかで、デジタル×指導の融合によっ
て、サービスが飛躍的に改善するとい
うことを理解してもらうことができま
した」と水原氏。

うなずくところばかりだが、長期の
研修期間を設けているにも関わらず、
正式導入開始からわずか８ヶ月で70
店舗以上へ導入が完了しているという
スピード感に驚きを隠せない。

◆図　子どもを伸ばす「ほめる型」指導の
　　　サイクル
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しやすくなり、その基準も明確になっ
た。「次の級に進むためには、これが
できるようになりましょう」というよ
うに、予習用の動画も送ることができ
るため、子どもたちのモチベーション
も高まっている。

次に、保護者目線。自分の子どもが
泳いでいる姿を映像で確認することが
できるようになり、例えば遠方に暮ら
すおじいちゃんおばあちゃんも、孫の
成長を見られるようになった。保護者
にとって、こんなに嬉しいことはない
だろう。

また、家族団らんの時間に、子ども
たちと一緒にデジタルノートを見なが
ら会話する機会が増えたことで、プー
ルにいないときでもスイミングが家族
全員にとって身近な存在になった。

最後はコーチ陣。これまでは進級
ノートの作成を手書きで行っていたが、
この業務にかなりの時間を要していた。
「必要な作業ではあるのですが、この
部分をデジタルの力で簡素化すること
で、より多くの時間を水泳指導に割く
ことが可能となりました。そのうえで、
映像を見せながら指導できることで、
コーチが伝えたかったことが子どもた
ちに伝わりやすくなり、指導そのもの
の効果もアップしています」と水原氏
は胸を張る。まさに、百聞は一見に如
かずと言ったところだろう。

スクール事業の収益アップが 
スムーズに実現したわけ

収益性改善のため、値上げ戦略に舵
を切るスポーツクラブも多い。しかし、
競合との価格優位性を失ううえに、何
もサービスに変化がないのに価格だけ
上昇してしまっては、会員にも受け入
れられにくいのではないか？

そうしたなか、コナミスポーツはデ

「導入に際しては、ハード面でのカメ
ラの設置を始めとしてタスクは様々あ
りますが、ソニー様がしっかりとサ
ポートしてくれるので、スムーズに導
入が進みました。導入後も、日進月歩
でテクノロジーが進化していくなかで、
頻繁にアップデートしてくださること
が嬉しいですね。また、水中での撮影
を実現する場合には高い技術力と膨大
な設備投資が必要です。スポーツクラ
ブにとって大きな負担となるところ、
ソニー様のスマートスイミングレッス
ン誕生のおかげで、大幅に初期コスト
を抑えて実現することができました。
本当に感謝しています」と水原氏は明
るい表情で話す。

スイミングレッスン× DX によって 
生まれる付加価値
「ほめる型指導」と「段階的指導」を
大切にしてきたコナミスポーツのス
クールは、デジタルノートの活用でど
のように進化を遂げたのだろうか？　
結論を先に言うと、関係当事者全員が
メリットを享受できるようになった。

まずは子どもたち。自分の泳ぎを映
像で確認することができるため、上達
スピードが格段に上がった。そうする
と、先の図に示した指導サイクルも加
速することにつながり、スマートスイ
ミングレッスン未導入のスイミングス
クールと圧倒的な差を生むことができ
る。実際に泳ぐのは週１回、１時間の
スイミングレッスンのときのみでも、
ほかの時間を使って映像を振り返った
り、コーチからのフィードバックをア
プリで確認することができるので、差
が生まれるのは当然と言えるだろう。
「子どもたちのなかには、自分の泳い
でいる映像を見ても、『これは私じゃ
ない！』と言う子もいます」と水原氏
は笑いながら言う。それくらい、自分
が想像している姿と実際に泳いでいる
姿との間にギャップがあるということ
だろう。客観的に映像を見ながら、こ
のギャップを埋めるためにはどうする
べきかというアクティブラーニングの
機会を生み出しており、教育の幅が広
がっている。

それと並行して熟練のコーチからも
指導を受けることで、以前よりも進級

ジタルノートの提供開始のタイミング
で、一律にスクール会費をアップ。こ
れは、スイミングスクールに入会する
と、デジタルノートを全員が使えるよ
うになるということを表す。

今まで述べてきた付加価値が、導入
店舗の増加によって、導入を予定して
いる他の店舗の会員にも伝えやすくな
り、ほとんどの会員が値上げ後も納得
して継続してくれている。むしろ満足
度が高まり、コロナ禍以前よりも会員
数が増える可能性まで見えてきている。

コナミスポーツが見据える 
デジタル戦略

コナミスポーツは今後も、デジタル
ノートを広げていく。ソニーはテニス
スクールやゴルフスクールにおいても
DXソリューションを持っている。今
後はコナミスポーツで提供している別
競技のスポーツスクール事業において
も、展開の可能性を模索していく。
「理想は、デジタルの活用による満足
度の高い口コミが増えていくことです
ね。いわば、人が人を呼ぶという状態
を生み出すことです。それはスイミン
グ以外のスクールでも同じですので、
積極的に取り組んでいきたいです」と
水原氏は述べ、DX化の横展開を目指
している。

とは言いつつも、まずは今走ってい
るスイミングスクールへのスマートス
イミングレッスン導入へ注力していく。
2023年度末までに約100店舗近くま
で増やしていく方針は変わらない。

最後に水原氏は、力強いメッセージ
を残してくれた。
「スイミングスクールの在り方は、
DXで間違いなく変わります。これだ
けは断言できます」と。この波に乗り
遅れるなかれ。
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JOYFIT 札幌北

収益性改善に大きく貢献する、ハイブリッド型のスタジオ運営

株式会社オカモト　JOYFIT 札幌テリトリー４ テリトリーマネージャー
JHC-NORTH 運営部 第 3 エリア アシスタントシニアマネージャー　PPP 担当　金山良平氏

に踏み切った理由はどこにあるのか？
「まず、導入後の手厚いサポートが魅
力的ですね。細かな要望にも耳を傾け
てくださり、可能な範囲であれば機能
改善をスピーディーに行ってくれる点
です」と金山氏は言う。

さらに、こう続ける。「次はずばり、
充実した決済機能がある点です。この
機能があることによって、スタジオ
レッスンの有料化をスムーズに実現で
きました。既存の決済システムとの兼
ね合いもありますが、利便性が高いた
め、今後は月会費や物販といった別の
請求業務もhacomonoに統一するべき
かという議論が社内で挙がっているほ
どです」と太鼓判を押す。

プレミアムプランを追加し 
顧客のロイヤリティアップに成功

すでにhacomonoのシステムを導
入しているクラブは多いが、昨年10
月より同システムの利用を開始した
JOYFITはユニークな使い方を行い、
１つのスタジオにつき、毎月十数万円
の収益アップを実現している。
「スタジオレッスンへの参加予約を事
前に行いたい場合のみ、hacomono経
由で申し込みを可能にしています。こ
の場合、300円や500円といった料金
をお支払いいただきます。こうするこ
とで、月会費以外の売り上げを生み出
せました」と金山氏は明言する。
「一方で、無料でスタジオレッスンに
参加したい場合は、あえてhacomono
を使わず、従来通りのアナログな方法
で受付しています。つまり、スタジオ
の前に参加15分前くらいから並んで
いただき、順番にご入室いただく方法
です」。これが可能な理由は、システ
ムでスタジオ内の位置まで指定できる
ためである。例えば、飛行機の座席は
ファースト、ビジネス、エコノミーと
いう区分がされているが、DX化によっ

株式会社オカモト（以下、オカモト）は、
北海道エリアでJOYFITを運営している。
24時間ジムでありながら、スタジオも併
設。キッズスクールも提供しており、新
たに成人向けにもスクールの提供をス
タートさせた。afterコロナにおいてスタ
ジオエリアの有効活用が課題となって
いたが、予約・決済・会員管理システム

『hacomono』を導入したことで、経営
を健全化する新たな活路が見出された。
すでに同システムを導入しているクラブ
にとっても、より効果的な活用方法の
ヒントが得られるだろう。

コロナをきっかけに変わった 
スタジオエリアの在り方

コロナ前、スタジオレッスンには気
軽にいつでも参加でき、かつ定員いっ
ぱいまで入れることも当たり前であっ
た。しかし、コロナ以降では、ソーシャ
ルディスタンスを保つことが求められ、
今までの半分弱の人数しかスタジオに
入れなくなってしまった。
「最初、フロントにてスタジオレッス
ンの参加予約を受け付けるオペレー
ションを行ってきました。しかし、店
舗になかなか足を運べない方もおり、
不平等さが浮き彫りとなりました」と
金山氏は説明する。

そこで、まずは無料で利用できる予
約システムを導入。しかしすぐに、実
現できる業務効率化の限界に直面する。
予約自体はシステム内で完結できたが、
そのあとのインストラクターへの情報
共有や管理業務に、想定以上に時間を
要することがわかった。

従来のシステムから 
hacomono へ移行したわけ

金山氏は、現状を変えるべく、
hacomonoの導入を決意（北海道内
JOYFITのみ）。有償かつ、システム移
行にも労力が掛かるが、それでも導入

て見た目は１つのスタジオであっても、
有料と無料エリアの線引きが可能と
なったのだ。
「会員さまは、『時間をお金で買う』
という行動をとるようになりました。
有料であっても、レッスンの開始寸前
までジムエリアでトレーニングをされ
たいという方が多く、今ではスタジオ
の定員のうち、約半分はプレミアムプ
ランを選択するロイヤリティの高い会
員さまとなっていただけました」と金
山氏は胸を張る。

すべてをデジタル化するのではなく 
人の魅力を融合させた施設へ

確かに、すべての業務をデジタルで
代替できるのであれば、経営効率を極
限まで高めることができるだろう。し
かし、JOYFITが目指す場所は、そこ
ではない。
「私たちのテーマは、人の温かみを残
しつつ、利便性を高めることです。両
極端を目指すのではなく、バランスが
大切だと私は思っています」（金山氏）

スタジオレッスンは引き続き対面
（リアル）にこだわる。ただ、インス
トラクターがレッスン以外に時間を割
かなければならなかった業務について
は、hacomonoで大部分をカバーでき
た。そうすることで、より多くの時間
をレッスンにだけ割くことができ、ス
キルアップに寄与している。
「こうした背景も重なり、JOYFITと
しては今後、大人向けのレッスンプロ
グラムを伸ばしていこうと思っていま
す。ニッチながらも引き合いの強いコ
ンテンツがあれば、お客さまは喜んで
通ってくださります。実例もでてきま
した。このようなコンテンツを皮切り
にコミュニティを形成し、人とのつな
がりを強化していきたいと思います」。
今後もhacomonoと共にJOYFITの目
指す施設づくりに取り組んでいく。
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スポーツクラブ エンターテインメント A-1 笹塚店

コロナ禍をきっかけにAIを用いてDXを加速したジムの今

株式会社日新ウエルネス　笹塚店支配人　営業統括部デジタル推進・企画　高橋  圭氏 

います」と同ジムの支配人である高橋
氏は言う。

キッズスクールの需要も高い一方
で、整骨院も併設されていることか
ら、40代を中央値として老若男女に
親しまれており、まさに地域を代表す
るフィットネス施設と言えよう。

デジタル化の推進で 
A-1 笹塚はこう変わった

高橋氏はA-1笹塚の支配人と兼務し
て、全社のデジタル領域を担当。
「2022年においても高い顧客満足度
を維持し、会員さまに足を運んでも
らっているのは、間違いなくDX推進
のおかげですね」と同氏は断言する。

コロナの影響で最も対応が急務と
なったのは、会員さまへ与える「安心
感」の醸成。それを、人手を介さなく
とも実現できるソリューションがない
かと高いアンテナを張っていたなかで
出会ったのが、AIカメラソリューショ
ンの「GYMDX」だった。
「コロナの影響で、密の状態を避けた
いけれども、運動はしたいという会員
さまのニーズは顕著でした。GYMDX
があれば、マシンエリアごとの混雑状
況をリアルタイムで把握することがで
き、重宝されています」と高橋氏は満
足げに話す。

また、AIカメラで検知することで、
様々なリスクを通知してくれる機能
が、24時間ジムの安全性を高めてい
る。例えば、ジムエリアで動かなくなっ
てしまった人がいた場合、事故の可能
性があるため、映像とともに通知が届
く。それを確認することで、少人数の
スタッフでも速やかに対応可能となった。

また、無人営業時間における会員以
外の出入りなども検知。警備会社とも
契約しているため、万が一の場合は通
報する前に駆けつけてくれる。
「このセキュリティ面について、24
時間営業のジムは特に頭を抱えている

株式会社日新ウエルネス（以下、日新
ウエルネス）が手掛ける総合型クラブ
であるスポーツクラブ エンターテイ
ンメントA-1笹塚店（以下、A-1笹塚）
の支配人を務めながら、全社のデジタ
ル推進を担当する高橋氏。コロナを端
緒にDXの必要性が一気に高まり、様々
なツールを導入。その結果、ジム運営
の効率化、会員の利便性アップ、セキュ
リティ強化を実現し、地域ナンバー１
の顧客満足度を獲得。具体的には、ど
のような施策を講じてきたのだろうか。
その取り組みに迫る。

24 時間営業に加え 
地域最大級の設備を誇る

日新ウエルネスは、A-1ブランドお
よびドゥ・スポーツプラザブランド、
それからホットヨガのBLEDAブラン
ドといった複数の業態をもち、総合型
スポーツクラブおよびコンパクトジム
など合計28店舗を首都圏を中心に展
開している。

A-1笹塚はそのうち総合型の役割を
担っている。京王線の笹塚駅と幡ヶ谷
駅の間に位置し、アクセスは良好。駐
車場も完備している。

施設については地下１階から３階ま
でで、延床面積は約900坪と広い。ト
レーニング上級者でも満足するジムエ
リア、複数のスタジオ、有酸素エリア、
さらにはスカッシュコート、クライミ
ングエリア、ゴルフブース、25mプー
ル×３レーンなども備え、フィットネ
ス以外にも複数のスポーツを楽しむこ
とができる。
「A-1笹塚は最初、地下１階のみから
スタートしました。そこから地域の
方々の需要に応えていくうちに、総合
型クラブとして大きくなってきたので
す。必要に応じて、A-1笹塚の敷地内
にパーソナルトレーニングジムやエス
テサロンも併設し、相乗効果を生んで

部分ではないでしょうか。皆さまがマ
ナーを守ってくれるだろうと信じたい
ところではありますが、無人時間は特
に会員さまの気が緩みやすいのが実情
です。一部の会員さまのせいで、ほか
の会員さまが、それに辟易して退会さ
れてしまったら運営にも支障が出てし
まいます」と高橋氏は話し、AIカメラ
導入の必要性を説く。

そのほか、会員管理システムの刷新
によるスタジオの予約の効率化、会
員証カードを廃止してQRコードでの
入退館の導入、それを読み取る水素水
サーバーの設置など、会員の利便性を
高めてきた。アンケートをとっても、
会員の満足度が高い理由は、DX関連
の取り組みによるところが大きいと数
字でも表れている。

GYMDX で見据える 
新たな戦略

A-1笹塚は、まだβ版であったころ
からGYMDXを業界に先駆けて導入。
１台につき１万円台でカメラを設置で
きるうえに、場合によっては既存の防
犯カメラでも対応可能なため、いずれ
にしても初期コストがそこまで大きく
ならないことも、コロナ禍で一歩を踏
み出せた要因だろう。

A-1笹塚がGYMDXを導入して以降、
この２年間で様々な機能が追加されて
きた。例えば、不正入館を検知する、
１回の解錠で複数人が同時に施設へ
入ってきたときの通知機能もその１つ
である。
「今後、お客さま一人ひとりの施設利
用動線を把握できる機能が追加される
と聞いており、大変ありがたいと思っ
ています。それによって、退会しやす
い人がどういう行動をとっているのか
が可視化されれば、事前にフォローす
ることで継続率を向上できるため、戦
略が立てやすいからです」と期待しな
がら、高橋氏はアップデートを待つ。
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スポーツクラブ ルネサンス

多店舗展開に必要不可欠な、バックヤード業務の時短術

株式会社ルネサンス　ビジネスリレーション部 業務支援チーム 課長　中田敬介氏

株式会社ルネサンス（以下、ルネサ
ンス）では、ビジネスリレーション
部という、会社全体の生産性向上を
ミッションとする専門部署が存在する。
様々な方法で業務の効率化、改善を模
索する同部署で課長を務める中田敬介
氏は７年以上に渡り部のメンバーと共
に、縁の下の力持ちとして企業価値の
向上を支えてきた。デジタルの活用が
生産性向上のキーポイントとなるなか
で、今後も見据えて2022年６月より
ラクスル株式会社（以下、ラクスル）
が提供するラクスル エンタープライ
ズを導入。まだ初期段階ながらも業務
時間の削減を実現している。

全社的な生産性向上を推進する
専門部隊の立ち上げ

ルネサンスはスポーツクラブだけで
も国内外に100店舗以上展開している
上場企業。会社の規模や店舗数の増加
に比例して、お客さまへのサービス提
供以外に様々な仕事が増えてくる。い
わゆるバックヤード業務である。大き
な事業を支えるうえで欠かせない部分
ではありながらも、なるべくスリムに
運営できるに越したことはない。

そこで、2015年に業務センター室
という、業務効率化を推進する部署が
ルネサンスに誕生した。現在はビジネ
スリレーション部と名称を変更してい
るが、当時の流れをそのまま引き継ぎ
つつ、機能も拡大している。
「2018 ～ 19年頃は、RPAツールを
導入する流れが特に活発な時期でした。
要するに、今まで人の手を介して行っ
ていた入力作業などを、ソフトウェア
ロボットが代わりに担うということで
す。例えば、数年前までは各店舗の締
め作業で必ず基幹システム経由で帳票
を出力し、それをファイリングする
という業務が行われていました。RPA
ツール導入によって、すでに本部に集

約していた当該業務を自動化すること
にもつながっています」と中田氏は説
明する。ルネサンスでは、すでにかな
り広範囲な業務をRPAツールを活用す
ることで効率化を実現できている。

いかに紙を削減するかが
運営をスリム化するポイント

これまでのビジネスリレーション部
の業務効率化の取り組みを訊いていく
と、業務時間を圧縮するためには紙か
らデジタルへ移行することが１つの重
要なポイントであることが見えてきた。
なぜ、この点が重要なのか、具体的な
事例はあるのだろうか。
「例えば、店舗では毎日のように発生
する忘れ物への対応業務を、従来は紙
で行っていました。つまり忘れ物台帳
に、日付、忘れ物の特徴、引き渡しが
完了しているか否か、などを記録して
管理していたのです。しかも、忘れ物
を都度保管ボックスから取り出してお
客さまに目で現物を確認してもらう必
要がありました。しかし、ノーコード
ツールというプログラミング不要な方
法でアプリを構築して解決することが
できました」と中田氏は話す。

このアプリのおかげで、iPadで忘れ
物の管理を実現し、お客さまには写真
を見て自分のものかどうかを確認して
もらえるので、本当の持ち主が現れな

い限りは現物を取り出さなくとも済む
ようになった。

紙とデジタルの一番の違いは、情報
へのアクセス性だろう。つまり、紙で
あれば、紙１枚ないしノート１冊を
全員で手書きで管理する必要がある
が、デジタルであれば様々な端末から
入力・管理ができ、情報がすぐに反映
される。しかも、忘れ物をキーワード
で検索できるので、利便性が高まると
いうことも容易に想像がつく。ぜひ、
DX化を進めていくうえで、どうすれ
ば既存業務の紙をなくすことができる
のかという視点で取り組んでみること
を勧めたい。。

業務を 450 時間削減する
販促×請求業務の一本化

紙の削減による利便性とアクセス性
の向上で業務を効率化する事例を見て
きたが、一方で業務そのものを減らす
という観点でもそれは実現できる。そ
の代表例として、ルネサンスが採用し
たのがラクスル エンタープライズと
いう販促業務DX化サービス。ラクス
ルと言えば、印刷物を簡単に発注する
ことができるプラットフォームとして
知られる。フィットネスクラブの場合
は、新規顧客獲得を目指したポスティ
ング用のチラシ作成のために利用する
ことが多いのではないだろうか？

全体

導入前

導入後

各クラブ 本社

450
削減が可能
約 時間

時間

◆グラフ　ラクスル エンタープライズ導入による作業時間の変化（チラシ発注～請求書処理）
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請求を１本化

エンタープライズ

す。ラクスル エンタープライズ導入
後は、この請求書処理業務を本部に集
約し、支払いを一本化することができ
ました。そのため、時間短縮に加えて
振込が１回で済むので、その分のコス
トの削減も実現できています」と中田
氏は語る。つまり、現場と本部の業務
時間を削減しつつ、金銭的なメリット
もあるということだ。導入に際しても、
現場での請求書処理業務がなくなるこ
とが受け入れられやすかったと中田氏
は振り返っている。

販促データやノウハウを 
各店舗に水平展開も可能

請求の一本化によるメリットの大き
さを今まで見てきたが、ラクスル エ
ンタープライズの備える機能はこれだ
けではない。中田氏に、今後の活用の
可能性を伺った。
「販促そのものの効果を高める機能で
すね。今でも私たちは各店舗で販促用
チラシのデザイン選択や可変部分の内
容を支配人が中心となって決めていま
す。今までに、いつ、どのようなチラ
シを、何枚配って、どのくらいの反応
があったのか、という情報をExcelで
管理し、その情報を店舗内で引き継い
でいます。ラクスル エンタープライ
ズの機能を活用すれば他店舗の情報も
ラクスル エンタープライズ上でデザ
インも含めて共有することができ、よ
り効果の高い販促物をピックアップし
て活用することにつなげられると考え
ています」と中田氏は答えてくれた。

他社での知見も取り入れられる 
集客支援サポートの魅力

さらにラクスルでは、人的サポート

「ルネサンスとしても、ラクスルの
サービス自体は以前から使っていまし
た。嬉しいのは、発注から納品までの
スピードの速さですね。弊社の場合は、
企業さまや自治体さま向けの運動プロ
グラムを提供するときに必要な資料を
ラクスルさんにお願いするケースも多
くあります」と中田氏は言う。

では、話をラクスル エンタープラ
イズに戻そう。こちらは大企業向けの
サービスで、印刷物のデータの管理や、
印刷に関わる請求業務を一元管理する
ことができるデジタルソリューション
である。

ルネサンスの場合は、まず請求の一
本化に絞って利用を進めている。
「まだ導入して数ヶ月ですが、データ
を見ると、１ヶ月あたり印刷会社へ依
頼している店舗が平均で50店舗ある
ことがわかりました。よって我々の試
算では、この業務の集約により、１年
間で約450時間の業務を圧縮すること
が可能になります。今後も利用する店
舗数が増えれば、さらにその圧縮幅は
増えるので、導入を決めました」と中
田氏は言う。ビジネスリレーション部
ではこの業務の効率化を模索していた
が、ついに最適なツールと巡り合えた。

具体的な運用フローは、どのように
変化したのだろうか？
「従来であれば、各店舗が追加販促用
のチラシや館内ポスター、配布用のフ
ライヤーなどのクリエイティブを自作
し、印刷会社へ発注をし、請求書処理
業務まで行っていました。店舗ごとの
ため、それに対応する経理財務部の
業務も件数に比例して増えるわけで

も充実している。ラクスル エンター
プライズのカスタマーサクセスとは、
別の部隊が集客のノウハウをコンサル
ティングしてくれる。こちらは有償で
はあるが、それによって新規顧客を多
く獲得できるのであれば、支払う価値
は大いにあるだろう。
「ラクスル エンタープライズは、す
でに800社を超える企業にご導入いた
だいております。多くの企業のご支援
をさせていただくなかで蓄えてきた知
見を活かし、どのようなクリエイティ
ブがターゲットとされる人の心を動か
して行動を促せるのか、より反響の出
る配布タイミング、伝えたい内容別に
チラシや冊子の使い分けなどをご提案
し、どのように販促の効果を検証して
いけばよいかも含め、より販促効果を
高めるお力添えができればと思ってお
ります」とラクスルでルネサンスを担
当する古川 玄氏は熱く話す。

中田氏はそれに対し、「すべてをラ
クスルさんにお任せしてしまうと、逆
にルネサンスにノウハウが残らないと
いうことにもなりかねないので、いい
塩梅で協業していくことが理想のかた
ちです。先ほど出てきたExcelの『販
促企画書』の過去データも参考にしな
がら販促計画を検討するようにしてい
ます」と付け加える。

スポーツクラブ運営を効率的に 
会員へのサービスは手厚く
「業務を効率化することが我々のミッ
ションですが、今ある業務を完全にな
くすことはなかなか難しいと思います。
運用フローを変えたり、ツールを導入
することで改善していくことが現実的
ですね。そのような取り組みの積み重
ねで今後も業務を全社で圧縮し、対面
でのサービス提供に注力する時間を創
出していきたいと考えています。弊社
もオンラインのサービスを展開しては
いますが、やはりリアルにしかない価
値もあると思いますので、そこには今
後もこだわっていきたいです」と中田
氏はスポーツクラブ事業の今後の展望
について話す。

ラクスルをはじめとしたパートナー
企業と手を取り合って、その実現を裏
側から支えていく。
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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

■ ウェルネスとメンタルヘルスの需要増に
対応するフィットネスアプリ　ジョン・フェルド著

フィットネスに関するアプリは、数
年前から私たちの生活の定番となって
いるが（Googleでフィットネスアプ
リと検索すると４億4400万件ヒット
する）、パンデミック時には、その利
用が大きく促進された。

Sensor Towerのデータによると、
2020年１月から11月にかけて、全世
界で約25億のフィットネスアプリが
ダウンロードされ、’19年からは47%
増加している。

フィットネスに関するアプリの成長
には及ばないが、ウェルネスに関す
るアプリも拡大しており、’19年には
７億3000万インストールだったもの
が、’20年の同期間には10億以上とな
り、42％以上の成長を遂げている。

ウェルネスアプリの成長と密接な関
係にあるのが、メンタルヘルスアプ
リの成長だ。Deloitte Globalは、メン
タルヘルスアプリへの世界の支出は、 
’22年に５億ドル近くに達し、年間
成長率は20％になると予測してい
る。メンタルヘルスアプリへの支出は、 
’19 ～ ’20年の同時期までに２億300
万ドルから２億6900万ドルへと32％
の成長率を記録している。瞑想、マイ
ンドフルネス、および関連トピックに
焦点を当てたメンタルヘルスアプリは、
現在２万も存在すると推定されている。

アプリの開発者は、このトレンドに
注目し、現在、様々な人気アプリやプ
ラットフォームにメンタルヘルスや
ウェルネスの機能が統合されてきて
いる。例えば、マッチングアプリの
Bumbleやソーシャルプラットフォー
ムのSnapchatは、これらの機能をよ
り多くの人々に提供するプロバイダー

の１つとなっている。
フィットネスクラブにおいても、こ

のトレンドを無視することはできない。
「ホリスティック・ウェルネス」、「マ
インドフルネス」、「メンタル・ウェル
ネス」、これらはすべて今日のフィッ
トネスクラブの価値提案の一部なので
ある。

新機能を追加して 
フィットネスクラブでも採用

Fitbitなどの有名なフィットネスア
プリは、この１年で大きく変化した。
心拍数、ワークアウトの進捗状況、歩
行、走行、自転車走行距離など、様々
なフィットネスデータを追跡すること
に加え、マインドフルネス、リカバリー、
栄養セッション、短期的・長期的な感
情的ウェルビーイングに関する洞察な
どの機能が追加され、より総合的に
ユーザーを考慮するようになっている。

このように、フィットネスアプリに
ウェルネスやウェルビーイングの機能
が増えていくことは、理にかなってい
る。ウェルネス関連のテクノロジー企
業であるMindbodyのCEO、マッカー
ター氏は、「我々のデータによると、
アメリカ、イギリス、オーストラリア
の消費者は、現在、自身にとってより
重要な健康要素はメンタルヘルスであ
ると考えています」と述べている。
「また、アメリカ人の50％がパンデ
ミックによって精神的な悪影響を経験
していることから、メンタルヘルスは、
最重要課題として捉えられていくで
しょう。消費者が心の健康を改善しよ
うとするとき、77%が身体を動かすこ
とが重要であると答えています」

さらに、マッカーター氏は、免疫力
を高めるサービスなど、従来とは異な
る機能も増えてきていると指摘する。
Mindbodyによると、アメリカ人の５
人に１人が免疫力をサポートする新し
いサービスを試したことがあるという
データが存在する。さらに46％がそ
れらのサービスを今後試してみたいと
考えており、男性に比べ、女性のほう
が高い関心をもっている傾向にあると
いう。
「アプリにウェルビーイングの要素を
取り入れることは、素晴らしいアイデ
アであるだけでなく、顧客のトータル
ソリューションとなるうえで重要です。
これらすべてをアプリで完結すること
ができれば、顧客の日常生活のストレ
スを軽減し、顧客自身が望んでいるこ
とにリーチしやすくなります。そして、
最終的には定着率を高めるための足が
かりとなります」とマッカーター氏は
述べる。

MyFitAppを通じて@homeフィット
ネスプラットフォームを提供している
ClubReadyのCMOであるエイミー・
ハフ氏は、「健康管理に関心のあるお
客さまは、フィットネスジャーニーを
充実させるためにウェルビーイングに
取り組むことの重要性を理解していま
す」と言う。

またハフ氏は、ウェルネスに対する
需要の大幅な上昇を目の当たりにし、
それに合わせて提供するサービスの幅
を広げてきたと付け加える。
「MyFitAppでは、WexerやLes Mills
などのサードパーティと提携していま
す。自社のトレーナーがアップロード
したクラスやその他のフィットネスコ
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ンテンツに加え、会員は、ヨガ、瞑想、
太極拳、ピラティスなど、高品質でキュ
レーションされたビデオの中から選ぶ
ことができます」

全米で小売店や企業施設の設計や運
営、管理を行うActiveWellnessの最
高デジタル責任者、マイク・ラッカー
氏は「単に運動を処方して進捗を追跡
するという典型的なフィットネスアプ
リの提供を超えた、より幅広いウェル
ネスサポートへの欲求が高まっている
のは明白です」と述べている。実際に
ActiveWellnessが提供するアプリに
は、ステップチャレンジ、リカバリー
プログラム、健康習慣改善プログラム、
レジリエンスとマインドフルネスト
レーニング、栄養コーチング、一般的
な健康教育などのウェルネス機能が含
まれている。
「フィットネスクラブが再開して以来
減少しているオンラインレッスンを除
き、より強力なデジタルウェルネスソ
リューションは、従来のアプリよりも
高いエンゲージメント率を示していま
す」とクラッカー氏は付け加える。

アプリをつくれば顧客は増えるのか

フィットネスアプリにウェルネス
要素を追加することで、エンゲージ
メントを高めることができるのか？　
ニュージャージー州にあるAtlantic 
Clubがリニューアルオープンした際、
新しいアプリが導入された。このアプ
リは、幅広いフィットネスの機能に加
え、クラブ独自のインストラクターに
よるマインドボディ・クラスや、Les 
Millsによるマインドフルネスとウェ
ルビーイングのコンテンツを備えてい
る。同クラブでCOOを務めるケヴィン・
マクヒュー氏は、「アプリを使ったバー
チャルサービスの強化に引き続き積極
的に取り組んでいます」と述べる。
「例えば、今後６ヶ月の間に、精神的
な強さに焦点を当てた短いセグメント
のプログラムを完成させる予定です。
ウェルネスとウェルビーイングのコン
テンツを追加した理由の１つは、バー

チャル・マインドボディ・セッション
の参加者が最も多いことがわかったか
らです」

実際の参加者数からも、精神的、感
情的な健康に焦点を当てたウェルネス
を実感できるレッスンへの予約は増加
傾向にあるとマッカーター氏は説明
する。

実際に「瞑想」クラスの予約数は、 
’21年５月から’22年５月にかけて、前
年比45%増となり、クライオセラピー
の予約数は33%増加している。’21年
５月には、マッサージは数あるクラス
のトップ10に入り、クラスの１/３は、
マッサージ、フェイシャル、マニキュア、
ヘアカットなどのウェルネス＆ビュー
ティーサービスに使われるようになっ
ている。

クラブのサービス内容にもよるが、
ウェルネスは最終的にフィットネスと
同等の人気になる可能性が高いとラッ
カー氏は言う。
「実際、ウェルネスの機能は、会員の
エンゲージメントとアドヒアランスを
最も高めている部分です。私たちは、
ウェルネス要素を盛り込んだアプリを
カスタマージャーニーへの入口にした
いと考えています。優れたデザインの
アプリは、これを促進するのに適した
ツールなのです」

社会的な要素

アプリにウェルネス、ウェルビーイ
ング機能を搭載することで得られる副
次的な効果として、「コミュニティの
発展」が挙げられる。

ハフ氏は、「トレーナーや顧客にメッ
セージを送ることができ、コミュニ
ケーションや社会的な側面を次のレベ
ルに引き上げることができます」と説
明する。
「会員同士が精神的に支え合うことが
でき、健康増進の目標達成や成果への
モチベーションアップにつながります。
すでに私たちは、チャット機能をフル
に活用している会員を多数目の当たり
にしています」

マクヒュー氏は「成功する事業者は、
身体、心の健康に関連するオプション
の包括的なポートフォリオをアプリで
提供しています」と述べている。
「これまで、私たちはアプリを活用し
て、顧客のフィットネスデータなどを
観察してきましたが、それらが何らか
のかたちでコミュニティの形成や楽し
さに関連していなければ、そのアプリ
の利用は長続きしないでしょう」

アプリにウェルネスとウェルビーイ
ングの機能をもたせることの全体的な
重要性に関して、顧客の視点は変わっ
ているとマクヒュー氏は指摘する。
「パンデミック以前は、会員はこれら
の機能を、自らが所属するフィットネ
スクラブの会員であり続けることの重
要な一部とは考えていなかったかもし
れません」とマクヒュー氏は言う。
「８ヶ月以上ものロックダウンを経た
今、心身ともに健康になる機会を求
めていることは間違いないでしょう。
フィットネスクラブの運営上の観点か
らも、アプリにウェルネス、ウェルビー
イングを組み込むことは、会員にとっ
て素晴らしいアイデアであるだけでな
く、顧客のトータルソリューションと
なるために重要なことなのです」

（©Aug.2022 ClubBusinessInternational）
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New Product & Service 新商品＆新サービス
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New Service

家トレをKOMBOバーベルでアップグ
レードしよう。バーベルトレーニングを
もっと手軽に挑戦したいという人たちに
もトレーニングの楽しさを知ってもら
いたい。ウェイトはダンベルを挟むだ
け。新しくウェイトプレートを購入する
必要なし。お手元にあるダンベルを挟む
だけで手軽にバーベルトレーニングが始
められる。形状はストレートシャフト
とEZバーの２種類。トレーニングの種
類によってシャフトを選択できる。東京
大田区の町工場で製造しているメイドイ
ンジャパンで、特許出願中の全く新しい
バーベル、KOMBOバーベルを是非試し
てみてはいかがだろうか。

●問い合わせ・資料請求先は、
TEDDY WORKS（MAIL. info@teddyworks.co.jp）

日本テレビ「スッキリ」でも特集が組ま
れ、大反響の近未来バーチャルフィッ
トネス「DIDIM」”ディディム”。開発
元の韓国ではフィットネスジムを始め、
ショッピングモール、教室、集会所、バー、
ゲームセンター、屋内運動場など100以
上の機関ですでに運用されており、優秀
ゲーム賞、ベンチャー創業革新商品、優
秀スポーツ企業など様々な賞も受賞して
いる。横4.5m、奥行き2.5mのスペース
さえあれば、どこでも設置をすることが
可能。国内においてもフィットネスジム
をはじめ、ゲームメーカー、ショッピン
グモール、自治体への導入も続々と予定
されている。

●問い合わせ・資料請求先は、
エム・ディ・シー（TEL.03-5793-9966）

クオリティフィットネスを掲げ、愛知県
内で25店舗展開するアイレクスと、安
心安全な食品を取り揃え、県東部でスー
パーや食堂を展開する渥美フーズの地
域・異業種コラボレーション。運動と食
を大切にし、健康的な生活を送っていた
だきたいという思いから、トレーナーと
管理栄養士がタッグを組み、共同開発さ
れた。健康志向のお客さまや運動をされ
ている方に必要とされ、効果が実感でき
る商品となるよう、スポーツクラブの現
場視点で、１日の推奨量の半分以上のタ
ンパク質を摂取でき、脂質を抑えて微量
栄養素にもこだわったお弁当やスープな
ど、計６種類が好評販売中。

●問い合わせ・資料請求先は、
アイレクススポーツライフ　（TEL.0533-80-7807）

「IMPHY公認インストラクター」のビジ
ネスサポートと、一般の皆さまにセルフ
メンテナンスの重要性をお伝えするこ
とを目的としたポータルサイト、club 
IMPHYが11月１日よりスタート。ポー
タルへの登録はIMPHYから認定を受け
た公認インストラクター個人と団体のみ
が可能となり、ポータル内では一般に向
けた商品販売やレッスン動画の投稿、イ
ベント等の情報配信が可能となる。また、
ポータル内で販売した商品に応じたコ
ミッションが支払われるシステムなので
積極的に活用することにより、ビジネス
や活動の幅を広げられる。説明会は随時
開催（https://imphy.club）。

●問い合わせ・資料請求先は、
ジュート（TEL.03-5429-6717）

2003年の創業以来、人間の「生体磁場」
によるストレスや健康への影響を研究す
るハイテクノロジーブランド、フィリッ
プスタインが日本初上陸。米国の臨床研
究で認められた NFT®︎ディスクがもつ独
自共鳴技術により仕事やスポーツ時の集
中力やパフォーマンスが向上するスリー
プブレスレットはリラックスや睡眠など、
目的に応じて心身が最高のバランスを保
てるように、周波数のチューニングをサ
ポートしてくれる。世界30 ヶ国で高い
認知度を誇り、マドンナやジャッキー・
チェンも愛用。世界累計販売台数150万
本以上、日本累計販売台数3,000本以上
を突破し、販売代理店を募集する。

●問い合わせ・資料請求先は、
フィリップスタイン（info@philipstein-jp.com）

fixU（フィックスユー）は、無人化・省
人化に特化した実店舗の運営を全面的に
バックアップするサービス。複数のツー
ルを契約しなくとも、スペースさえあれ
ばfixUのみで実店舗の運営が即座に可能
になる。だれでもカンタン/柔軟/スピー
ディに実店舗運営が開始できるサービス
を提供している。店舗運営者にはダッ
シュボードを提供し、顧客管理・請求管
理・決済を顧客に紐付けてワンストップ
で提供。また、店舗の無人化支援も可能
で、アプリから店舗のドアを解錠し、利
用時間に応じての従量課金（ドロップイ
ン対応）から決済を行うこともでき、店
舗の人件費削減と収支の向上を実現する。

●問い合わせ・資料請求先は、
fixU（MAIL. yamaoka@fixu.co.jp）

mailto:info@teddyworks.co.jp
https://imphy.club
mailto:info@philipstein-jp.com
mailto:yamaoka@fixu.co.jp
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