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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。

〇退会予測確率　
６か月後、８か月後、
10か月後
●生存分析、
   平均在籍期間
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◆おおとも・やすあき
株式会社 COSPAウエルネス　
代表取締役社長　

Yasuaki Otomo
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後
退
す
る
こ
と
と
同
じ

1989（平成元）年に、大阪ガス
に入社し、幅広く様々な業務を経験
してきました。若い頃から部署が
変わるたびに、その部署でのそれ
までのやり方を改善・改革しなけ
れば自分がそこに来た意味がない
と考えて仕事をしてきました。そ
して、2016年にオージースポーツ

（現COSPAウエルネス）に取締役と
して出向したのですが、この意義の
ある事業に主体的に取り組めるおも
しろさ、そして私たちのしたことに
よってお客さまの反応を直接感じら
れること、さらにそれが一層のやり
がいにつながることなどに惚れ込み、
50歳の誕生日を機に、大阪ガスを
退職して転籍する決意を固めました。
会社には慰留されましたが、なんと
か認めていただき、’17年３月末に
大阪ガスを退職し、４月に改めてこ
の会社に入社しました。センコーグ
ループホールディングス株式会社へ
の株主の変更に伴い、’22年７月より、
社名をCOSPAウエルネスに変更す
るとともに、代表取締役に就くこと
になりました。

社名には、店舗のブランド名に加
え、身体的な健康だけではなく、精
神的、社会的な健康も提供する「ウ
エルネス」企業として発展していき
たいとの想いも込めました。これま
での商品・サービスにさらに磨きを
かけるとともに、これまでにない新

たな商品・サービスの開発にも取り
組んでいきたいと考えています。特
に、現代人は精神的に疲れている方
が多くなっていますので、運動に
よって身体を鍛えるというニーズだ
けではなく、疲れを癒したいという
ニーズにも寄り添って、その解決に
つながるサービスの開発にも取り組
むことで、新たな顧客層を増やして
いきたいと考えています。

我々の事業は、健康に関するお客
さまの課題やニーズを正確に把握し
て、その解決策を納得感のある価格
で提供して、お客さまの支持を得て
いくことが基本です。既存のお客さ
まの声をお聞きして対応していくこ
とに加えて、画期的な商品・サービ
スを開発するためには、業界内だけ
でなく業界外の動きにもアンテナを
立て、新たなアイデアや他業界での
成功事例、世の中のトレンドの変化
などを参考にすること、それに自社
での内作にこだわらず最適な企業と
アライアンスを組むことも重要だと
考えます。確度の高い仮説を立てた
うえで、最初は小規模に試行錯誤し
ながらより良い方法を模索し、自信
が持てた時点でスケーリングを目指
していきたいと思いますが、仮に挑
戦した結果、うまくいかなったとし
ても次の挑戦の糧とし、挑戦を続け
ていくという考え方を組織全体に浸
透させていきたいと思っています。

センコーグループは、「変化しな
いことは後退することと同じ」を意
味する「チェンジ＆チャレンジ」を
キーワードに成長し続けてきた企業
グループであり、これは、私が新卒
で入社して以来ずっと信条にしてき
たことと奇しくも同じであり、とて
もフィットします。今までと同じこ
とだけではなく、新しい価値づくり
にも果敢にチャレンジしていきたい
と考えています。

私が若い頃にお世話になり、大変
尊敬していた上司も、「俺は迷った
ら積極策をとる」というのが口癖で
した。これはどんな場合も常に積極
策を選ぶということではなく、まず
はそれぞれの案のメリット・デメ
リットやリスクやリターンをしっか
りと評価したうえで論理的に判断し、
それでもどうしても迷ったときには
積極策を選ぶということです。やら
ないで失敗するより、やって失敗し
たほうが得るものがあるということ
でしょう。

私たちが取り組むこの事業は、
人々が心身ともに健康に過ごし、誰
もが明るく楽しくいきいきと暮らす
ことに貢献するものです。そこで得
た利益をお客さま、社会、従業員に
還元することで、皆がどんどん幸せ
になれる事業でもあります。微力な
がら、その実現に向けて努力してい
きたいと思っています（談）。
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毎日の忘れ物を、わずか“３日”で内製したノーコードアプリで管理
フィットネスクラブのフロント業務を毎月最大 550時間削減
株式会社ルネサンス　ビジネスリレーション部 主任　橋本みなみ氏（写真左）
同　両国店 フロントチーフ※　立川真衣氏（写真右）※導入当時 
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News & Trends

株式会社ルネサンス（以下、ルネサン
ス）の業務効率化による時短術につい
て詳しく紹介したのは記憶に新しいだ
ろ う（Fitness Business通 巻 第123号
P112参照）。その中でも触れた、「忘
れ物管理アプリ」が読者より好評で
あったため、本記事ではそこにだけス
ポットライトを当てて紹介する。毎日
多くの人が出入りするフィットネス施
設において、この業務を簡素化できる
ことは、スタッフも会員も嬉しいはず
だ。Platio（プラティオ）というノーコー
ドツールがこれを実現。今までの常識
を覆すほどの技術革新が起きている。

エンジニアでなくとも 
簡単にアプリを作れる時代に
「あなたは、webシステムやアプリの
開発経験がありますか？」

フィットネスクラブで働く読者に、
まず問いたい。恐らく、ほとんどの人
の答えは「No」だろう。小難しいコー
ドを入力していくことで、思い通りに
パソコンやスマホなどの端末を動かす
仕組みを作ることがプログラミングで
あるが、必要となる専門知識が多く、
フィットネス業界においては特に稀有
なスキルである。

だが、安心して欲しい。もう難しい
プログラミング言語を覚えなくても、
アプリは作れる。はっきりと断言でき
る。アステリア株式会社（以下、アス
テリア）が提供する業務アプリ作成
ツール「Platio」があるからだ。この
類いのサービスはノーコードと呼ばれ、
読んで字の如く「コードを書かなくて
もアプリが作れる」ことが最大の特徴
だ。2017年のサービスリリース以来、
業界や会社規模に関わらず多くの企業
に導入されている。例えば、京セラや

松屋もそのうちの１社で、B to B向け
のノーコードサービスとしてPlatioは
現場のDX推進に貢献している。フィッ
トネスクラブ大手のルネサンスにも
業界に先駆けて2021年より導入され、
忘れ物管理業務の大改革に貢献し続け
ている。

忘れ物を紙台帳で管理することが 
どれほどの業務負担なのか

それでは、従来の紙台帳で管理する
方法が、いかに非効率的だったのか、
当時両国店にてフロントチーフを務め
ていた立川氏はこう述べる。
「忘れ物は平均すると１日に10 ～ 20
件も発生します。これが100店舗以上
で発生すると、膨大な業務量となるの
は想像に難くないと思います。さらに、
忘れ物の大きさや色・柄などは、記入
するスタッフの感覚に依存しているの
で、紙台帳の管理では情報の入力ルー
ルの統一に難しい部分がありました。
また、忘れ物を探すためにお客さまを

お待たせする時間が長く、満足のいく
対応ができていないと現場と本部の認
識が一致していました」

この業務の改善に選ばれたのが、
Platioというわけだ。

忘れ物管理をデジタルで 
管理する場面別の強み
①忘れ物の発見と情報の入力

まず、落とし物を発見した場合に必
要となる作業が入力だ。今までは紙に
文字で記入する必要があったところを、
デジタル化することでタブレット上の
選択肢から選ぶことができるように
なった。さらに、色や形も写真を撮影
して登録することで、誰でもパッと見
で特徴がわかるようになった。
②会員からの問い合わせ

忘れ物に心当たりがある会員がフロ
ントへ訪れたとき、紙台帳を隅々まで
確認し、該当の品物を探し出す必要が
あった。それが、タブレットでキーワー
ド検索や日付・場所を指定するだけで、
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簡単に候補となる品物を見つけ出すこ
とができるようになった。ここが一番
の時短ポイントである。しかも、記録
された写真で会員の持ち物かどうかを
確認するので、渡し間違いの防止にも
大きく寄与している。
 ③品物の引き渡し

フロントに問い合わせに来た会員が
忘れ物の持ち主とわかれば、初めて
バックヤードへ該当の品物を取りに行
く。従来であれば、確認のために候補
となる現物を持ち出す必要があったた
め、ここでも業務がスリムになってい
る。あとは、忘れ物を受け渡したこと
をタブレット上に署名してもらえば、
完了となる。

ルネサンスでは、すでに全国100店
舗以上で本アプリを導入。現場からも

「使いやすい」と評判で、数字として
も毎月最大550時間の業務時間短縮を
実現している。

忘れ物管理アプリ開発者に訊く
Platio の直感的な操作方法

忘れ物管理アプリを開発したのは、
ルネサンス全社の業務効率化を担うビ
ジネスリレーション部に所属する橋本
氏。同氏も多くの読者と同様に、アプ
リ開発の経験は全くなかった。その
橋本氏でも、ほんの数分Platioを触っ
たのちに、「これなら私でもアプリを
作れるかもしれない」と悟ったという。
実際、橋本氏が初めてPlatioを操作し
てから、わずか３日でアプリが完成し、
アプリの実証実験を行う店舗として選
ばれた両国店に導入された。
「両国店に試験的に導入したのちに、
現場スタッフからヒアリングして仕様
をアップデートしていきました。ボタ

ンの配置や色の変更など、必要となる
操作はドラッグ＆ドロップで直感的に
行うことができ、進めていくうちに私
も楽しくなっていきました」と橋本氏
は言う。

Platioには「日報」「進捗管理」「遺
失物管理」といった目的別に、100種
類以上のテンプレートを用意している。
それらを活用することで、さらに簡単
にアプリ開発ができる。
「アプリの仕様でこだわったのは、入
力時の業務負担削減のために、選択肢
から選ぶだけのオペレーションを実現
した点や、対応が完了した忘れ物をグ
レーアウトさせる点などです」と橋本
氏は付け加える。このように少々複雑
な機能であっても、アステリアのス
タッフと相談しながら進めることで実
装できたという。

導入に迷いが生じないほどの
驚愕のコストパフォーマンス

少なく見積もっても、毎日ルネサン
ス全店舗では700件以上の忘れ物が発

生している。それは、どう考えてもゼ
ロにすることは難しい。ただ、その対
応業務は、たったの３日間で作成した
アプリのおかげで、毎月最大550時間
もの業務を削減できている。

これだけのメリットがあれば、
Platioの導入に掛かるコストはかなり
高額をイメージするかもしれないが、
実際は表が示す通りである。一般的な
アプリ開発の外注と比較して、スピー
ドもコストも圧倒的な優位性を誇る。
この破格の料金で、毎月最大550時間
の業務時間を圧縮できるのなら、導入
しないわけにはいかないだろう。

その他の管理業務も
順次デジタル移行を予定

今回、ルネサンスでは忘れ物管理ア
プリを導入したが、今後も紙台帳での
管理業務をデジタル化し、さらなる効
率化を図っていく予定だ。

あなたの施設にも改善したい業務が
あれば、まずはアステリアへ相談して
みたらどうだろうか？

拾得物リスト（一般品）

◆表　通常のアプリ開発と Platio の比較

忘れ物管理アプリ

登録画面 検索画面 署名画面 一覧画面
プルダウンなどの

工夫で簡単登録
日付、品物、場面などで

対象の品物を素早く検索
引き渡し時のサインも

アプリ上で対応
引き渡し済みなど

ステータスで色分け



ペダルの振動機能が、バイクマシンを別次元へ導く
欧州で話題の POWER PLATE REVO が日本へ上陸
Performance Health Systems UK（パフォーマンスヘルスシステムズ UK）教育ディレクター　
Stephen Powell（スティーブン・パウエル）氏
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News & Trends

2022年11月９～ 11日に開催された
SPORTEC名古屋にて、日本初お披露
目となったPOWER PLATE REVO（以
下、REVO）を目撃しただろうか。20
年以上に渡って振動マシンのトップラ
ンナーを走るPOWER PLATEだからこ
そ実現できた、新しいバイクマシンだ。
従来型のエアロバイクとは一線を画す
REVOについて、パフォーマンスヘル
スシステムズ イギリス支社にて教育
ディレクターを務めるStephen Powell
氏より詳しく訊いた。それと同時に編
集部でREVOの利用体験を行ったため、
そのレポートをいち早くお届けしたい。

REVO が誕生するまでの軌跡 
カーディオマシンへの挑戦

POWER PLATEは振動テクノロジー
を駆使して、フィットネス領域のみな
らずメディカル領域やウェルネス領域
で確かな地位を築いてきた。多くの一
流アスリートにトレーニングやリカバ
リーで活用されるほか、最近ではピラ
ティススタジオでの利用も人気を集め
ていると紹介した（Fitness Business

通巻118号P106参照）。
「我々が培ってきた振動テクノロジー
とカーディオマシンを融合して、新た
なフィットネス体験を創出できないか。
そのような構想が2010年頃から弊社
にありました。そのとき、ポーランド
やオランダのサイクリング愛好家でも
ある弊社の開発スタッフがバイクマシ
ンに目を付けたのです」と話すのは、
19年以上に渡りPOWER PLATEの企
業教育に従事しているPowell氏。同
氏もこの開発プロジェクトに長期間関
わり、REVOの誕生に至った。この革
新的な新製品を日本に紹介するために
来日した。
「POWER PLATEは全身に同時に振
動を与えることが可能なマシンで、
POWER PLATE PULSEは局所的に振
動アプローチができるソリューショ
ンとして展開してきました。REVOは、
下肢にターゲットを絞って振動を届け
る、今までにない有酸素運動が体験で
きます。我々としてもカーディオバイ
ブレーションマシンは初の試みですが、
フィットネス業界へ革命を起こすバイ

クマシンと言い切れます」とPowell
氏は笑顔で話す。どのような秘密が隠
されているのだろうか？

革新的なバイクマシンを支える 
バイブシフトテクノロジー

REVOの神髄はバイブシフトテクノ
ロジーと呼ばれる独自の技術だ（図１）。
バイクマシンのハンドル部分にあるレ
バーを下に引くと、ギアが切り替わっ
てペダルが下肢に強力な振動を与え始
める。つまり、筋活動が活発でありな
がら抵抗が少ないモードに切り替える
ことができる。

しかも、REVOが今までの振動テク
ノロジーと違う点は、セルフパワー
ドバイブレーション。つまり、自分の
ペダルを漕ぐエネルギーが動力となっ
て振動するため、電源を必要としない。
特殊な内部構造によって、ペダルを漕
ぐだけで理想的なバイブレーションを
発生させることができる。開発チーム
の10年以上の研究の成果が、ようや
く日の目を浴びることとなったという
わけである。

今までのエクササイズバイクは、自
らがペダルを漕ぐ速さ（RPM）とペ
ダルの重さ（抵抗）を調整することで
運動負荷をコントロールしてきたが、
それに振動モードという第３の要素を
搭載し、革新的に進化した。同じ抵抗
であっても、振動がある場合は平均
で1.5倍のパワー出力を必要とすると
データが示唆している（P27図１）。

また、RPMが90以上になった場合 
に、振動があることでパワー出力が

有意に大きくなることも研究で明らか
になった（P27図２）。

編集部スタッフによる実体験と 
それを裏付ける研究データ

FitnessBusiness編集部でも、プロ
ティア・ジャパンのショールームにPOWER PLATE REVOのバイブシフトテクノロジー（https://power-plate.co.jp/power-plate-revo）

https://power-plate.co.jp/power-plate-revo


January-February 2023 ◎ Fitness Business 124 27

注

　

目

　

の

　

動

　

き

てREVOを体験してきた。バイクマシ
ンは電源を要しないが、コンソール

（回転スピードなどの表示部分）は充
電して利用する。まずは振動なしで
100RPM以上までスピードを高めて
から、一気に振動レバーを引くと別の
抵抗が発生し、短時間でより高い運動
効果を得られるということにも納得で
きた。

続いて編集部で体験させてもらった
のはREHIITと呼ばれる、HIITよりも
回復時間を長く設けるプログラム。回
復時間の21秒間は振動なしでゆっく
り漕ぎ、運動時間の８秒間は振動あり
で120RPM以上の速さで漕ぐという
動作を４セットほど繰り返した。振動
を止めた直後は、脚の内部にじんわり
とした感覚が巡った。サウナから水風
呂へ入るような切り替わり方だった。
実際、取材の帰り道では、今までに感
じたことのない足の疲労感があったの
を覚えている。筋肉痛にはならないも
のの、しっかりと脚の筋肉を使った感
覚だ。おそらく、振動をつけてREVO
を漕いだ時間はトータルでも１分程度
だった。普段からウェイトトレーニン
グや有酸素運動を週５日以上行う編集
部スタッフであっても、このような運

動負荷の向上の実感を得られた。
これは実際に英国グリニッジ大学、

スポーツサイエンス＆ヒューマンパ
フォーマンスセンターが行った予備研
究でも数値で現れている（図３）。振
動を加えることで、各筋肉の活動量が
138％～ 167％増加したという結果
が出ているのだ。

イギリスで広まりつつある
新たなフィットネス体験

Powell氏によると、イギリスでは
POC（Proof of Concept）段階にきて
おり、いくつかのフィットネスクラブ
にREVOが設置されているという。た
だREVOを単体で置くというわけで
はなく、同社が手掛ける全身振動ソ
リューションPOWER PLATEを併設す
るかたちを取っている。
「例えば、ウォーミングアップでは
POWER PLATEを使っていただき、そ
れからREVOで高強度のインターバル
トレーニングを行います。運動後のリ
カバリーではPOWER PLATE PULSE
を使うといった一連の新しいフィット
ネス体験を提供し、クラブの会員さ
まよりご好評いただいています」と

Powell氏は手応えを感じている。
今回、本記事で紹介したのは一番わ

かりやすいであろう筋活動量のデータ
のみであるが、乳酸値、心拍数、VO2
の変化についてもREVOのモダリティ
により良い影響を受けているそうだ。
POWER PLATEは英国グリニッジ大学
と協力してその効果についてより多く
の研究データを取得している。詳しく
はプロティア・ジャパンへ問い合わせ
ると良いだろう。

フィットネス体験としても、数値的
な効果としても、これまでにはない画
期的なバイクマシンが誕生したと言え
るのではないだろうか。

日本でも、あらゆる領域で
REVO の本格展開が近い

これまで、REVOの特徴や実体験を
もとにしたレポート、それから実験結
果などを中心に紹介してきた。今後の
フィットネス業界を大きく変えるであ
ろうREVOは、2023年より日本でも
販売を拡大する。
「もちろん、フィットネス業界で多く
の施設に導入していただき、会員さま
の体験価値と時間効率を高めることが
第一目標です。一方で、リハビリ領域
でも活用できるのではないかと考えて
います。さらには、REVOの本体はそ
こまでスペースを取らないので、家庭
用としてもマーケットを広げていける
と思います。振動音がまだ大きいとい
う点に改良の余地がありますが、そこ
も積極的に取り組んでいきます」と
Powell氏は言う。まずは一度、この
革新的なREVOをいち早くプロティア・
ジャパンのショールームで体感してみ
てはいかがだろうか？

出典：Centre for Sports & Human Performance,University of Greenwich, 2011, 2022（図１～３）
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◆図１　振動なし（青線）と振動あり（赤線）
を比較した下肢筋のトータル活性化

◆図２　振動と無振動の相対的な違い
（回転数依存の振動数）
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大腿四頭筋

大臀筋

◆図３　筋活動の増加



高齢者の運転機会を守るフィットネスクラブ
ストーリー起点の新たな経営戦略
株式会社旭モータース　代表取締役　大岩哲之氏
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News & Trends

2022年10月22日、愛知県半田市で、
自動車販売などを行う株式会社旭モー
タース（以下、旭モータース）は、自
動車運転シミュレーターを導入した
フィットネスクラブ、SUNNY FLOWS

（サニーフローズ）をオープンした。
同社で代表取締役を務める大岩氏が、
自身の想いを集約させたフィットネス
クラブは、現代社会に一石を投じる新
しい形態となっている。その背景や想
いについて、大岩氏に話を訊いた。

自動車販売店が	
フィットネスクラブをオープン

旭モータースは、愛知県半田市と美
浜町で自動車の販売やメンテナンスな
どを行う昭和54年創業の企業である。

お客さまの「心をお預かりする」
ことを経営理念とし、地域に根差し
た経営を行ってきた旭モータースが、
フィットネスクラブをオープンした。

最大の特徴は、日本初となるドライ
ビングシミュレーターが導入されてい
ること。近年、高齢者の自動車事故は

「高齢者運転」と揶揄され、免許返納
を求められることが、社会潮流となっ
ている。しかし、車社会である半田市
では、車は生活必需品であり、高齢者
が運転免許を返納することは、生活の
移動手段を失うこととほとんど同義で
ある。SUNNY FLOWSは、お客さま
が安全に運転できる年齢を延ばすこと
をコンセプトに、フィットネスクラブ
の新たな可能性を見出している。

メインとなる顧客は、40代以上の
女性だ。さらにセグメントを細かくす
ると運動初心者を狙いとしている。実
際に会員の多くはこれまでジムに通っ
たことがない運動未経験者だ。そのた
め、あえてフリーウェイトを設置せず、
その分ストレッチマシンやスタジオな

どを導入し、未経験者でも気後れなく
楽しめるように設計されている。日本
の人口の約90％以上を占める「フィッ
トネスをやらない人」にどう対応する
かを前提としたフィットネスクラブだ。

なぜ、フィットネスクラブを	
オープンしたのか？

なぜ、まったくの異業種である旭
モータースが、フィットネス業界に参
入したのか。きっかけは、大岩氏の祖
母が「何か事故があったらお店の看板
を傷つけることになる」と運転免許を
返納したことで運動量が減り、それが
引き金となり亡くなったことだった。

大岩氏は「祖母は毎日、大好きな祖
父のお墓参りに車でいくのが趣味でし
た。しかし、免許を返納してからは同
居している叔父にお願いしなければお

墓参りにいけない状況になってしまい
ました。毎日、お願いすることに遠慮
があり、外出が減るようになってしま
いました。それにより体力が落ちたた
めか、玄関先で転んで骨折。入院先で
亡くなりました。祖母が亡くなったと
き、もう少し運転していたら結果は
違ったのではないか」と悔しさをにじ
ませる。

公共交通機関の利便性が低く交通量
も都心に比べて少ない地方においては、
高齢者も時間や気候を考慮すれば運転
できるのではないかとし、こう続ける。
「もちろん東京などの大都市では交通
量も違うため、高齢者の免許返納がい
けないとは、一概には言えません。た
だ、半田市のような地方では、実は高
齢者の大きな事故はそれほど多くなく、

自動車販売店の敷地内にオープン

ジムエリアはマシンが充実様々なプログラムを楽しめるスタジオも完備
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軽微なものがほとんどというのも事実
です。まだ返納が必要ではないうちか
ら、身体を鍛えて反射神経を養い、ド
ライビングシミュレーターでチェック
と改善をし、安全運転を長く続けてほ
しい。フィットネスによって、こうし
た大義を掲げることができるのではな
いかと思います」

車社会では、運転をできなくなるこ
とで、自由を失ってしまうことがある。
車を運転するために運動に取り組むこ
とも、大きな意義がありそうだ。

危険認知＋フィットネスで	
お客さまに安全を提供する

フィットネスクラブにドライビング
シミュレーターを導入したのは日本で
初めての試みだ。旭モータースが採用
している機種SLDS-SJ（株式会社セガ
ロジスティックスサービスと損保ジャ
パンが共同開発）は愛知県内では初上
陸だという。加害高齢者による死亡事
故の原因第１位となっているアクセル、
ブレーキ操作などを素早く的確に行う
反応速度テストで「運転脳年齢」を数
値化しチェックできる優れモノだ。

大岩氏は、ドライビングシミュレー
ターを導入することで、運転時の危険
認知を高める効果があると言う。
「プログラム上、必ず事故を経験する
ようになっています。すると日常の運
転にも気をつけなければと意識を持つ
ようになります。シミュレーター内で
も、現実でも同じですが、自信過剰な
人ほど、事故を起こすことが多いので
す」

さらに、SUNNY FLOWSの魅力は、
ドライビングシミュレーターで可視化
された課題に、フィットネスというソ
リューションを即座に提供できること
にある。交通安全イベントなどでドラ
イビングシミュレーターを体験でき
る機会があったとしても、得られる
フィードバックは「気をつけましょう」
に留まることが多いだろう。フィット
ネスには、瞬発力を高める効果が認め
られているため、すぐに改善方法を提
供できるのだ。さらに、スタッフが、
シミュレーターの結果によって、脳ト
レの指導をするなど、脳と身体のコー
ディネーションを高める指導なども実

施している。ただ高齢者の運転への不
安を煽るだけでなく、何に注意し、何
をすればよいのかまで提案することで、
安全をサポートできるのだ。

ドライビングシミュレーターの導入
費用はおよそ120万円程度。スペース
さえ確保すれば、それほどハードルは
高くないだろう。イニシャルコストは
かかるが、ランニングコストはプリン
ターのインク代程度だ。オープンから
まだ日が浅いが、すでに地方のフィッ
トネス施設からドライビングシミュ
レーター導入の問い合わせもあると言
う。車社会の地域では、運転能力に対
するニーズが垣間見える。

クラブとしての機能も保持し	
アットホームな空間が魅力

自動車販売店が経営しているとはい
え、フィットネスクラブとしても本格
的だ。筋力トレーニングや有酸素性運
動が行える一般的なマシンエリアに加
え、動的ストレッチマシンも導入。加
圧BFRトレーニングや、Les Millsの
バーチャルスタジオ、TRXなども取り
揃えている。既存のフィットネス事業
者が運営するクラブにも決して引けを
取らない。

料金もレギュラー会員で8,800円
（税込）、女性会員とシニア会員（65
歳以上）では、6,600円（税込）と通
いやすい価格設定となっている。パー
ソナルトレーニングに関しては、食事
指導は伴わないものの、１回50分を

3,300円で受けることが可能。自動車
運転シミュレーターは大きな魅力の１
つだが、クラブとしても高スペックな
サービスを低価格で提供している。

会員には初心者が多いため、トレー
ナーが作成した目的別のメニューが用
意されている。入会時にカウンセリ
ングや体組成測定を行い、目標を決
め、その目標に合わせたマシンを分か
りやすく伝えている。「お客さまには
運動未経験者が多いので、いきなりす
べてのマシンを覚えるのは難しいです。
まずは、自分が必要とするマシンの使
い方を覚えてもらい、ルーティーン化
してもらいます。その後は定期的にメ
ニューを見直し、必要に応じてパーソ
ナルトレーニングで対応するようにし
ています」

SUNNY FLOWSは、ドライビング
シミュレーターなどのハード面に視点
が向きやすいが、アットホームさとい

祖母のような思いを誰にもさせたくない

日本初のドライビングシミュレーターを導入したフィットネススクラブ
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うソフト面でも価値を提供している。
「採用は、人柄を最重要視しました。
ありがたいことに多くの応募をいただ
きましたが、経験値や専門的な知識よ
り、人間性を重視しました。未経験者
でも人柄が良ければ採用し、自社のト
レーナーが研修を行い、座学から実技
まで、丁寧に指導しています」

これは大岩氏の「顧客をファンにし
たい」という経営の信条に基づいている。
「SUNNY FLOWSのフロントは、入
口から階段を上ったところにあるため、
傍から見れば不便です。ですが、そこ
にスタッフが出迎えにいくことで、お
客さまが喜んでくれることもあります。
不便さを完全に無くした空間ではお客
さまを『ファン化』させることはでき
ないのです」

この信条が顧客の核心をつき、会員
の中には、クラブに来ることを心の拠
り所にしている方も多い。スタッフに
会いたくて通っているお客さまもいる
など顧客の「ファン化」の成功事例が
続々と生まれている。

運転をし続けられる	
健康な社会を実現する

異業種参入を果たした大岩氏は、

フィットネス業界の常識に違和感を持
つことも多々ある。
「なんのために？が欠如していて顧客
起点になっていないキャンペーンなど
が多いように感じます。フィットネス
業界の当たり前を取り払い、お客さま
が喜んでくれるサービスを作ることが
大切だと思います。これまでフィット
ネスクラブに通っているお客さまから
すれば当たり前のことも、そうでない
人からしてみれば知らないことです。
そういう意味では、そこにポテンシャ
ルはあると思います」

大岩氏は、SUNNY FLOWSの経営
を成功させることで、ドライビングシ
ミュレーターの導入に賛同するフィッ
トネスクラブや自動車販売店を増やし
ていくことをビジョンとして掲げる。
「何度も言いますが、これはあくまで
地方の話です。都会では、公共交通機
関の便も良いので必ずしも当てはまり
ませんが、地方では、運転免許をなく
すことは自活力を失うということに近
いのです。ご家族がそういった経験を
している人も多いはずなのに、意見を
発しにくい世の中になっています。高

齢者というだけで免許を取り上げると
いう風潮をなくしたいのです」

大岩氏は「健康とは、みんながいつ
までも運転できること。すなわち自分
のやりたいことができること」と定義
づけをし、それをサポートすることが
社会貢献につながると信じている。

最後にSUNNY FLOWSの最大の強
みについて、前を見据えてこう話す。
「SUNNY FLOWSはストーリーを起
点にしたフィットネスクラブです。そ
のため、運営する明確な背景と目的が
あります。経営判断に迷ったときは、
このストーリーに則って、決定してい
けばよいのでぶれることがありません」

これは、フィットネス業界に限った
ことではないが、ストーリーから起点
されたビジネスモデルは、共感を得や
すく、ビジョンも明確だ。

SUNNY FLOWSは 高 齢 者 の 運 転
という観点から、世の役に立つポジ
ショニングを確立しようとしている。
フィットネスを通じて、社会貢献も果
たしていきたい。

	 クラブデータ	
クラブ名	 SUNNY	FLOWS（サニーフローズ）

半田店
所在地	 〒475-0838　愛知県半田市旭町

4-65
ＵＲＬ	 https://www.sunnyflows.jp/
電話番号	 0569-84-3226
オープン日	 2022 年 10 月22日
延床面積（㎡）	 414.61㎡
駐車場台数	 50 台
アイテム構成	 ウェイトマシン、ケーブルクロスマ

シン、有酸素マシン、スタジオ、
主要サプライヤー	NAUTILUS、STAR	TRAC、TRX、

Les	Mills
営業時間	 24 時間
休館日	 年中無休
スタッフ数	 7人

◆会員種別・料金	 （税込）
会員種別	 	料金		 利用可能時間	 備考
レギュラー会員	 8,800 円	
レディース会員	 6,600 円	 	 女性限定
シニア会員	 6,600 円	 	 65 歳以上

ファミリープラス	 6,600 円	 	 正規会員の同居家族は
	 	 	 人数制限なし
パーソナルトレーニング (1 回 )	 3,300 円	 	
パーソナルトレーニング (3 回 )	 8,250 円	 	
パーソナルトレーニング (10 回 )	 29,700 円	 	
ビジター利用	 2,750 円	 	 18 歳以上
ドライビングシミュレーター	 3,300 円	 	
入会金	 11,000 円	 	
セキュリティ ( 顔認証 ) 登録料	 5,500 円	 　	

営業時間すべて

平日・土曜	9：00 ～ 21：00
日曜・祝日	9：00 ～ 18：00

栄養指導なし

スタッフが作成したメニューは各自持ち歩き、
確認できる

お客さまとのコミュニケーションには力を入れる

https://www.sunnyflows.jp/


お金を出してクラブに通う価値は「コミュニティ」にあり
ロンドンフィルミングで感じた「ライブ・リバイバル（ライブへの回帰） 」
Les Mills Japan 合同会社　ヘッドトレーナー　東井ゆかり氏
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News & Trends

Les Mills International（以下、Les Mills）
では、2022年10月にロンドンでフィ
ルミングも兼ねた大きなライブイベン
トを開催。イベント自体は２日間にわ
たって開催された。コロナ以降、オン
ラインでフィットネスプログラムが提
供されるケースが増えたが、やはりリ
アルな空間での熱狂には勝るものがな
いと、本イベントに参加したヘッドト
レーナーを務める東井氏は語る。（以
下、敬称略）

―ライブイベントの開催概要と
感想を教えてください。

東井：このイベントはロンドンで去年
の10月に開催され、述べ5,000名も
の参加者と世界中から約250名のプレ
ゼンターが集結し、コロナ禍で実施で
きなかった実際に人が集まるかたちで
のイベントの復活を祝いました。私も
現地で参加することができ、貴重な経
験とたくさんの学び、感じるものがあ
りました。

―フィルミングとはどのような
ものでしょうか？

東井：フィルミングとは、インストラ
クターがニューリリースを学ぶための
ビデオやバーチャルクラス、フィット

ネスアプリのLES MILLS＋（レズミル
ズプラス）で使用するプログラムの映
像を撮影するイベントのことです。
Les Millsのプログラムはあらか

じめ音楽と振り付けが決まってい
るプレコリオプログラムで、筋ト
レ系のBODYPUMPや、格闘技系の
BODYCOMBATを筆頭に、現在14プ
ログラムが世界中で展開されています。
そのすべてのプログラムにおいて３ヶ
月毎に新しいリリースをローンチして
いるため、そのサイクルに合わせて
３ヶ月に１度フィルミングを行ってい
ます。
実は、元々フィルミングはインスト
ラクターが新しいリリースを学ぶため
の教材を撮影する目的で行われていま
した。その映像が、今でこそバーチャ
ルクラスやLES MILLS＋というカスタ
マー向けのコンテンツにも使用され
るようになったことで、当初からLes 
Millsがいかに魅力的でクオリティの
高い映像制作にこだわりを持っていた
かがわかると思います。
それらの映像は、ただ振り付けを覚
えるための映像ではなく、照明が駆使
された華やかなステージ、または大自
然の中など、ミュージックビデオさな
がらです。

―Les Millsではなぜそこまで映像
にこだわりを持つのでしょうか。

東井：すべてはインストラクターにイ
ンスピレーションを与えるためです。
クラブメンバーへLes Millsプログラ

ムを届けてくれるのはインストラク
ターの皆さんです。メンバーがプログ
ラムに楽しさを感じ、愛してくださる
ためには、それを届けるインストラク
ター自身が、自分のやっていることを
好きであることがとても重要です。本
当に楽しい、好き、という感情は伝染
していきますからね。
フィルミングの映像は、そのため
の核となる役割を担っています。Les 
Millsのインストラクターなら、自分
もいつか一度は出演したいと思うほど、
フィルミングはインストラクターに
とって究極のゴールであり、影響力の
あるものなのです。

―それほど影響のあるフィルミ
ングが今回は大規模なライブ形式で行
われました。ライブクラスはLes Mills
にとってどのような意味があるので
しょうか。

東井：コロナ禍になって以来、フィッ
トネスのオンライン化が急速に進みま
した。その変化は必要であり、必然的
であったと思います。
Les Millsももちろんその変化に対
応してきましたが、やはり一番大切な
のは生のクラスだと確信しています。
その場でクラスに参加される皆さんと
インストラクターが、リアルな空間や
エネルギーを共有することに勝るもの
はありません。ライブクラスは単なる
エクササイズ以上に、特に心の健康に
とって大きな価値があります。
ロンドンのライブで見た光景は素晴
らしいものでした。誰もが互いに認め
合い、助け合い、尊重し合うポジティ
ブなエネルギーに溢れていて、まるで
そのエネルギーを参加者、プレゼン
ター、スタッフ全員が与え、受け取り、

ロンドンフィルミング
の様子
（YouTube に遷移します）

日本からも８名のプレゼンターがライブに参加
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交換しているようにも感じました。
全員がライブを素晴らしいものにす
るためにそこにいて、それぞれの役割
に徹し、互いにつながる。コミュニティ
という言葉そのものでしたね。このつ
ながり（UNITED）はLes Millsが掲げ
る価値の１つで、ライブクラスはそれ
を体現するために必要不可欠なのです。
クラブ経営者の方々をはじめ、
フィットネスの施設で従事されている
皆さんもメンバーがリアルのライブク
ラスに戻り始めているのを肌で感じて
いるかと思います。様々な媒体で、コ
ロナにより人とのつながりが断たれた
期間を経験したことで人々はリアルを
求めていることが取り上げられていま
すが、私も本当にそうだと思います。
今やクラブに行かなくてもオンライ
ンでしかも無料で運動ができる時代な
のに、会費を払う選択をしてクラブに
戻るのは、リアルな体験の共有や空間
によりつながりやコミュニティをまた
求めていることの現れではないでしょ
うか。
つながりやコミュニティをつくるこ
とができるクラブは、今後より強く
なっていくのではないかと思います。

―リアルなつながりやコミュニ
ティを実現するためにクラブはどのよ
うなことに着目すれば良いでしょう
か？

東井：インストラクターを輝かせるこ
とにフォーカスすることを挙げさせて
いただきたいですね。
ロンドンのライブではたくさんのス
タッフがイベントに関わっていました
が、最終的に参加者にプログラム体験
を提供するのはステージ上のプレゼン
ターです。クラブで言えば、日々メン
バーの一番近いところにいるインスト
ラクターの皆さんのことですね。彼ら

が活力に溢れていて輝いていればメン
バーが集まります。
新しいマシンや素晴らしい設備はメ
ンバーを獲得する入口として非常に魅
力的ですが、継続のためには活力に溢
れた輝くインストラクターがいること
は設備に勝る財産になります。
Les Millsのプログラムは本当に素

晴らしいと私たちは自負していますが、
実際にそのプログラムを届けるインス
トラクター自身がプログラムを好きで
輝いていることで、その素晴らしさが
何倍にもなってメンバーへ伝わり彼ら
を夢中にさせるのです。だからこそ
Les Millsはフィルミングの映像や研
修の質にこだわり、インストラクター
にインスピレーションを与え続けるこ
とに投資をしています。インスピレー
ションを受けたインストラクターは自
ら練習し、成長し、さらに輝き、メン
バーを惹きつけるのです。

―どうしたら輝くインストラク
ターを確保できますか？

東井：すでに輝いている人材を集める
ことができたら良いのかもしれません
が、クラブで人材を育てる方が後々良
い影響をもたらすと思います。
「育てる」というと教育や知識を与え
るという印象があります。もちろんそ
れも大切なのですが、私の伝えたい「育
てる」は、インストラクターにスポッ
トライトを浴びる機会を与えるという
ことです。
私たちLes Millsはグループフィッ
トネス事業です。その観点から、例え
ば、クラブでマシンジムのスタッフと
して働いているインストラクターに、
グループフィットネスを教えることを
勧めてみるのはどうでしょうか。
実は私も、フィットネス業界の入口
はスポーツクラブのマシンジムインス

トラクターのアルバイトでした。まさ
か自分がスタジオで教える仕事をした
いなど夢にも思っていませんでしたが、
当時BODYPUMPのライセンスを取る
ことを勧められて認定を取得し、レッ
スンを教え始めてからそこで働くこと
が本当に楽しくなりました。クラスを
教えることでたくさんのメンバーとつ
ながりが生まれ、結果マシンジムを担
当している時間もメンバーと良好なコ
ミュニケーションを築くことができ、
いきいきと働く私はクラス以外でもク
ラブに貢献できていたと思います。
また、その後教えるプログラムの種
類が増えたことで客層も広がり、私に
会いに来てくれる人も増えました。そ
れは私にとって、クラブをただの勤務
先ではなく、私の居場所にしてくれま
した。
もちろん、グループフィットネスを
教えることを好まないスタッフもいる
と思います。そのようなスタッフにも、
クラブで働くことで自身の成長を感じ
たり、認められたと感じる仕組みをつ
くってあげることで輝く人材としてク
ラブの成功に貢献してくれるでしょう。
私がロンドンで見た光景は、大きなス
テージやたくさんの照明によって特別
な空間に見えましたが、それ以上に人
と人とのつながりやコミュニティに
よって生み出された空間でした。
ロンドンライブの成功が、私には、
人が集まり人が接するフィットネス施
設の成功と重なって見えました。

応募条件：①ひとつ以上の Les Mills 認定プログラムを保有していること
　　　　　②インストラクター１人につき１プログラムの申し込みが可能

無償 IMT 提供期間：2023 年４月末までの実施分

期間限定！イニシャルモジュールトレーニング（IMT）無償提供キャンペーン

無料 IMT キャンペーン詳細



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


夢の実現に向け、
大切にしたい３つのこと
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時  評 １年の計は、元旦にあり。昔からそんなふうに言
われますが、皆さんは2022年の元旦に立てた計画
をきちんと実現できたでしょうか。夢のように大き
な計画を立てている人は、その夢を実現するまでの
ロードマップを描き、昨年末までに目標にしていた
ことを実現できたでしょうか。

できた人は、素晴らしいですね。でも、残念なが
らできなかった人もいるでしょう。立てた計画を実
現することが、なかなか難しい時代になってきまし
たよね。思った通りにいかないこともあるでしょう。

でも、大切なことは、他の人にできなくて、自分
が得意で好きな、どんなことで世の中に貢献してい
くのかを自身に問い、内なる声を聴いて、きちんと
言語化し、ゴールを決め、そこに到達するための計
画を立て、日々のアクションプランを明確にして着
実に取り組んでゴールへと近づいていくことでしょ
う。その過程で、例え計画通りにいかないことがあっ
たとしても、どうすればうまくいくのかと考え、行
動を修正していくことが大事です。仮説＝実行＝反
省のサイクルをどんどん回していくのです。

馬田隆明さんは、『解像度を上げる』（英治出版刊）
のなかで「起業のアイデアであれば、約1,000時間、
一つの領域に取り組んで初めて光明が見え始めると
いうのが私の経験則。まず少なくとも200時間を情
報と思考と行動に使わなければ、そこそこ良いアイ
デアにたどり着くことはできない。その後も検証～
考え直し、検証で計1,000時間ぐらいとなる」と述
べています。また、麻生要一さんは、『新規事業の
実践論』（NewsPicksパブリッシング刊）のなかで「仮
説＝顧客の往復を半年～１年で300回やらなければ、

（実現可能な事業アイデアに）たどり着くことはで
きない」と述べています。

簡単に諦めてはいけません。自分が本当にやりた
いことなら、どうしても実現したいはずですよね。
そのためのアクションをしないといけません。そう
でなければ、誰かの指示命令にしたがって生きるこ
とになる可能性が大きいでしょう。できれば、自分
を自分の人生のリーダーにして、自分がやりたいこ
とをして世の中に貢献していきたいですよね。
「もう心が折れました。限界です。私には、難しい
かもしれません」。創意工夫と努力を自分なりに続
けてきた人の中にも、こんなふうに思ってしまうと

きが訪れるかもしれません。そういう方に、３つのこ
とを伝えます。ぜひ、取り組んでみてください。

１つ目は、学び続けることです。
皆が見ている世界なんて、実は小さいのです。適切

な課題感を持ち、もっと色々なことに好奇心を持って
謙虚に学び続けることが大事でしょう。新しい知を得
ることができれば、新しい価値を備えたサービスや事
業をつくれる可能性が高まります。

２つ目は、つながりをつくることです。
顧客とつながることが大切です。そのためには、自

分自身に清い人間性がなければいけません。人間性を
高め、顧客と信頼関係ができるようにしてください。
また、未顧客ともつながり、自分の考えるサービスの
アイデアが魅力的かどうか、訊いてみることも大事で
す。さらに、「これは！」と思っている事業アイデア
があるなら、似たことに先に取り組んでいる実務家の
もとで働いてみたり、その領域に詳しそうな識者に会
いに行ったりするとよいでしょう。その方々とは、つ
ながり続け、悩んだときに意見をもらうとよいでしょ
う。一見、フィットネス事業と全く関係ないように見
える事業でも、成功している事業なら必ずヒントがあ
るはず。常に、その成功ポイントがどこにあるか考え、
抽象化、方程式化し、自分の事業アイデアに活かせな
いか考えることも大切になります。加えて、つながり
ということでは、同じ会社の仲間はもちろん、同じ業
種、業態、業界の仲間も大切にしましょう。

３つ目は、実行し、進化し続けることです。
自分の事業アイデアに、市場性があることが確認で

きたら、一旦ビジネスモデルにまとめ、小さく実行し
てみるとよいでしょう。そのビジネスモデルをメタ認
知し、どこがキーポイントなのか常に検証し、機能す
るように改善し続けていくとよいでしょう。ダブル
ループ、トリプルループで考えることも大切で、その
結果、ピボットが必要になる場合もあるかもしれませ
ん。そして、ビジネスモデルを進化させ、様々な活動
からなる１つの活動システムをつくり上げていくこと
がとりわけ重要になります。

さて、自分の内なる声を聞き、誰かのために役立と
うと考えることが大事です。親からもらった命を、世
の中のために使ってください。それは、自分の可能性
を最大限に引き出すことでもあります。今日の努力が
明日につながるように生きてほしいと思います。
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ダイバーシティ経営
Feature
特            集

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）から構成されるダイバーシティ経営の本質を理解し、
推進し、中長期的に成果を得ようとすることが、今後のフィットネス事業者に不可欠となった。今号では、
VUCA の時代を生き残り、成長していくためのダイバーシティ経営導入のポイントを紹介する。
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ダイバーシティ経営Feature
特            集

フィットネス業界の経営層のなかには、ダイバーシティと言うと女性活躍促進と狭く捉えていて、しかもその実現策として
「何人かの女性たちで話し合わせたら」などとトンチンカンなことを言い出す者もいる。これから必要になるダイバーシティ
経営とは何か？　そしてなぜそれが必要とされているのか？　まずは論点をしっかりと捉えてほしい。

Ⅰ Issue  課題

フィットネス業界各社は、コロナ
禍の影響からなかなか抜け出せず、
この数年間、難局を迎えており、聖
域なしのあらゆるコスト削減や会
費の値上げなどを含め、既存店の
リ・マーケティングに取り組んでき
た。そのかたわら、将来に向けた成
長戦略にも取り組み、スケールする
可能性のある新業態・新サービスな
どを模索してきた。結果、今期末には、
ピーク期に比べ、売上高で１割減と
いう水準まで回復させ、来期以降に
向けて主力となるだろう業態・サー
ビスの姿が明らかになってきた。し
かし、まだ予断は許されない。

この大転換期に、フィットネス事
業者に求められるのは、創造性と実
行力だろう。これらを組織として発
揮しようとするなら、かつてのよう
に（その時代に力を発揮した）優れ
た経営者が１人いればよいというの
は十分ではない。ケイパビリティの
発揮のためには、近年では“DEI（ダ
イバーシティ、エクイティ、インク
ルージョン）”などと言われるよう
に、要するに「ダイバーシティ経営」
が求められる。それも女性活躍促進
などといったデモグラフィック的な
アプローチだけの表層のダイバーシ
ティの実現に留まるのではなく、深
層のダイバーシティにまで踏み込ん
で、組織の文化や風土まで変え、変
化対応、変化創造が実現できるよう
にならなければいけない。

かつて以上に、多様な人々との対
話を通し、それぞれがそれぞれを理
解して、異論を受け入れながら議論
し、合意形成し、組織一丸となって、

のためには、INSEAD（欧州経営大
学院）教授のエリン・メイヤー氏が
言うように「好奇心を持ち、謙虚に
物事を受け止める心を持つ」ことが
大切になろう。それに加えて、「（一
人ひとりが自らコミュニティに参画
し、個を尊重しながらお互いを結び
つけ協働していこうとする）コミュ
ニティシップ」（ミンツバーグ）を
発揮していくリーダーには、イント
ラパーソナルダイバーシティ（個人
内多様性）も求められよう。それを
備えていないと、他者に共感して協
働することが難しいと考えられるか
らだ。

昨今、着目されている人的資本や
心理的資本、心理的安全性などの文
脈からも、「ダイバーシティ経営」は、
重要になろう。

そこで、「ダイバーシティ経営」
を導入して、中長期的に経営的な成
果を得るためのポイントについて
知見を持つ11名の識者や実務家に、
主に、以下の５つについて話を訊
いた。

（１）ダイバーシティ（DEI）経営
とは？

（２）ダイバーシティ経営が求めら
れる背景（現状の問題点や課題）は？
取り入れる目的は？

（３）ダイバーシティ経営で企業が
成果をあげるためには、まず何から
始め、どのように推進していけば良
いのか？　どんなマインドセットや
取り組みが、特に重要になるのか？

（４）ダイバーシティ経営を実現す
るためのリーダー像（経営者を含む
リーダー層）は？

そこで決まった施策を実行していく
ことが求められている。そのために
は、組織内外でコミュニケーション
を深め、自社は何者なのか、その強
みは何か、自社の課題は何か、その
課題を解決するのにどんな施策があ
るのか、その施策を立案・遂行する
ために、どこの誰がどんなノウハウ
を持っているかといったことを、皆
が知っていて活用できることが大切
になりそうだ。

今の時代、「とりわけ大きな成功
がもたらされるのは、大勢の人間が
リーダーシップを発揮した場合だ」

（ジョン・Ｐ・コッター）とも言わ
れている。誰もが、誰に対しても
チャレンジしたり、意見したりでき
ることが重要になってきている。こ
うした時代に、昭和の時代から続く

「忖度」や「同調圧力」「画一的な思
考（バイアス）」は、マイナスに働く。
リーダーに求められる役割は、「人
差し指を下げて指示するのではなく、

『この指とまれ』の方式で、ありた
い未来を描き、多様なフォロワー
を束ねる人材」（Harvard Business 
Review 編集長小島健志氏）になる
だろう。直近のHarvard Business 
Review（以下、HBR）でも、これ
からの経営者の条件として「コミュ
ニケーション能力に優れ、多様な人
材と協働し、他者の気持ちを理解で
きる『ソーシャルスキル』の重要
性」が指摘されていた。ハーバード・
ビジネス・スクール教授の竹内弘高
氏は「これからのリーダーは幾多の
矛盾を乗り越え、誰もが共感する未
来に導く人物だ」と語っている。そ
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心も身体も幸せになれる
フィットネスの見える化×地域交流
Technogymのmywellness がメディカルデータ連携を支える

Wellness Business News

今、いかに未顧客を取り込むかが課題
となっている。しかし、未顧客がフィッ
トネスの重要性に気付くのは、一度健
康を損ねてからというケースが多い。
既往歴がある人をフィットネスクラブ
で受け入れる際、リスク管理体制が
整っていなければ、思わぬ事故を招く
ことになる。2022年11月１日にオープ
ンしたメディフィットクラブ（延床面
積4,500坪）では、フィットネス初参入
ながらもメディカルデータと運動内容
の管理を行い、早くも現会員数は450
名となった。競合他社が約20店舗出店
している同地域で、一体、何がそれを
可能にしたのか？　その背景に迫る。

医療・福祉連携と
モチベーションに課題

メディフィットクラブは、山口県山
口市にあるウェルネスセンター中央内
にオープンした。同施設は、湯田温泉
で有名な宿泊施設の外観を残し、リノ
ベーションした。地域住民が慣れ親し
んだ施設が２年かけて生まれ変わる姿
は、注目を浴びていた。
メディフィットクラブは、１階の天
然温泉と同じフロアにある。２・３階
には高齢者住宅、外庭には３×３のバ
スケットボールコートがあり、夕方は
子どもたちで賑わう。仕事帰りの大人
は子どもを見守りながらメディフィッ
トクラブで運動し、皆で温泉に入って
帰る。これから着手する土地を含む
4,500坪の広大な敷地は、近隣の保育
園から来る子どもたちのお散歩の通り
道でもあり、地域の拠り所として、老
若男女に愛されている。
メディフィットクラブの母体となる
青藍会グループは医療法人だ。隣接す
るデイトレセンター（通所介護施設）は、
最大200名を受け入れ、中国・四国エ
リアで最大規模となっている。これま
でクリニックや介護施設を営み、医療・
福祉や介護・子ども・障がいサービス

ウェルネスセンター中央　メディフィットクラブ　事業所長　松村大祐氏

ウェルネスセンター中央　メディフィットクラブ
所在地 〒753-0064　山口県山口市神田町1-42
URL https://www.seirankai.or.jp/wellness/
電話番号 083-902-5290 
オープン日 2022 年 11月1日 
駐車場台数 100 台 
アイテム構成 カーディオマシン、ストレングス

マシン、フリーウェイト 
スタッフ数 8人 
主要 Technogym

業態 メディカルフィットネス 
営業時間 9：30 ～21：00（年中無休） 

などを通してこの地域に密着し続けて
きた。
なぜ、フィットネスクラブ運営事業
に踏み切ったのだろうか。
「今まで、医療と介護を結びつけるも
のがありませんでした。例えば、病院
にいらしても、介護施設における運動
内容がわからない。それに加えて従来
のフィットネスクラブでは、モチベー
ションを保つことが難しく、継続のし
づらさを課題に感じていました」（松
村氏）
その頃かねてより山口市が推進する
スマートシティ構想の活動を受けDX
を推進していた青藍会は、独自の総
合健康管理システムというプラット
フォームを構築。ハートIDで、青藍会
内の利用者情報を連携した。
メディフィットクラブはバックグラ
ウンドを活かし、理学療法士・健康運
動指導士などの専門家を擁した。しか
し、周辺ではあらゆる業態のフィット
ネスクラブが約20店舗も出店してい
た。激戦区だった。
総合健康管理システムにより医療・
福祉連携の手がかりはあったものの、
フィットネスクラブでの運動と患者の
既往歴をつなげるシステムを模索して
いた。

◆会員種別  
 種別 料金（税込）
１ヶ月使い放題 レギュラー6,000円など
１日利用 1,000円（ジム・温泉）
温泉のみ利用 500円

サプライヤー

https://www.seirankai.or.jp/wellness/
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フィットネスの見える化が
顧客にとって魅力

メディフィットクラブは、地域の高
齢者や主婦層を主な対象顧客にしてい
る。基礎疾患などを抱える人でも安心
して運動を継続してもらうにはどうし
たらよいのか。
この課題にフィットしたのが、
Technogymのmywellness cloudだ。
mywellness cloudは、メディカル

データと運動内容を連携させることが
できるCRMだ。様々な機能があるうち、
「Prescribe」機能では、トレーナーが
会員の目的にあった運動を処方する際、
体組成データはもちろん、既往歴や運
動制限、処方薬など、メディカルデー
タを詳細に管理して、個々の会員に運
動処方をデジタルベースで提供する。
メディフィットクラブでは、会員
には１ヶ月に１回アセスメントを行
い、運動の進捗に応じて新しい処方を
Prescribeで継続的に提供というかた
ちで活用している。
エンドユーザーは、Technogymキー
でマシンにログインし、処方された運
動プログラムにアクセス、そして結果
を記録する。運動の結果や進捗データ
はスマートフォン等の専用アプリから
視覚的に捉えやすい。この、フィット
ネスの見える化が顧客にとって魅力に
なるとともに競合優位性ともなっている。
「どの運動によって効果が出ているか
がわかりやすく、PDCAが回しやすい

TEL：0120-576-876　

E-mail：jp_info@technogym.com

です。運動処方の質が均一化され、リ
スク管理がしやすくなりました。従来
のジムは、マシンでの運動による機能
的価値がメインでしたが、Prescribe
のお陰で、私たち専門家から会員さま
に最適なプログラムが提案でき、会員
さまは変化が追えるのでモチベーショ
ンが維持しやすくなっています」
利用者は、50～ 60代が多いという。
疾患のある人でも、安心して楽しそう
に運動している。
産後の身体の引き締めを目的とする
会員も、不安定な週１回の利用でも「一
生懸命動いたのに消費カロリーがあま
り増えていないなど思わぬ気付きがあ
り、運動の目安になる。今後は、体重
は３kgくらい体重を落としたい。健
康のために運動を継続したい。次のア
セスメントが楽しみ」と話す。
このメディカルデータ連携により、
現在、入会者数は450名。退会率は１％
未満で継続率は99％。近隣住民の入
会を起爆剤に、口コミで増加してきた。

レノファ山口との地域交流で
距離が縮まる

メディフィットクラブは、レノファ
山口（サッカー J２）の主にアカデミー
とレディースの選手も使用している。
つまり、地域住民が憧れのサッカー選
手と同じ空間で運動しているのだ。し
かも、レディースの選手が職員におり、
選手から運動処方をしてもらえる。
選手への運動処方にもPrescribeが

使われ、自宅での運動にも対応している。
そして、選手にとってメディフィッ
トクラブは、ファンと身近に接するこ
とができる場所になっている。
現在レノファ山口のトップチームに
所属する山瀬功治選手はこう語る。
「身近な場所に、レベルが高いトレー
ニング環境があり、ファンと会える場
所があるのはとても良い。良い施設が
あっても、遠いと足が遠のいてしまう。
ファンとの交流を通して地域を盛り上
げたい」
メディフィットクラブは、様々な会
員と応援されている選手、サポートす
る職員が触れ合える身近な聖地なのだ。

日本一、Technogymを使いこなす

松村氏は、今後について語る。
「職員はコミュニケーションを大切に
してきた。やりがいを感じており、楽
しい。これからは交通的弱者の方も運
動できるよう、車による送迎も開始
予定。医療介護に長けた私たちを近
くに感じていただけているため、心
も身体も元気になれる施設になるべ
く、日本一、Technogymを使い倒し
てTechnogymマスターを目指す」
Technogymをフル活用することで、
レノファ山口や、バスケをしている子
どもたち、健康寿命の延伸を実感する
会員に明るい未来が近づき、地域住民
と距離を縮め、フィットネスを日常的
に行っていない97％の人々を惹きつ
けるのではないか。

←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

← Technogym メ
ディカルフィット
ネスソリューショ
ンについてはこち
らをご覧ください
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ユーザー側の画面mywellness cloud の画面（トレーナー側）

mailto:jp_info@technogym.com
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商品研究
H i t I t e m

afterコロナの世の中で、会員にフィットネスクラブへ足を運んでいただくた
めには、「安心感」がポイントとなることが取材を通じて見えてきた。例えば、
商圏に配布するチラシや店舗内の掲示に安全対策を盛り込むことで、会員の
入会数と継続率にプラスの効果をもたらす可能性が高い。それらを実現して
いる事例を本特集にて紹介したい。

安心・安全

フィットネスクラブに求められる安心・安全対策
アイレクススポーツライフ株式会社　デザイン＆コンサルティング　チーフディレクター　中村良明氏

空間デザインのエキスパートに聞く

アイレクススポーツライフ株式会社
（以下、アイレクス）にて施設デザイ

ンやコンサルティングを手掛ける中村
良明氏。本誌のSpace Designの連載
コーナーでもお馴染みで、施設や設備
に精通している同氏が、現在フィット
ネスクラブが講じるべき安心・安全対
策を顧客目線で分析した。そして、同
氏のこれまでの施設開発の経験値も交
えて話を訊いた。多くの人が集まり、
賑わう施設を目指すためのヒントをお
届けしたい。

会員が施設に対して感じる 
３つの不安

そもそも、安心・安全とは何か？　
中村氏は最初に、こう問題提起を行っ
た。そして、「不安や危険（リスク）
をなくした状態」と言い換えられると
中村氏は説明する。フィットネスクラ
ブにとっては、入会者や利用者が主語
となる。まずは、この大前提を押さえ
たうえで、「３つの不安」を会員目線
で中村氏が考えてみた。
①きちんと面倒を見てくれるか

最初に挙げられたのは、特に入会時
に会員が重要視する「面倒見」の部分。
初心者層は放っておかれると、何をど
うすればいいのか迷ってしまうことが
多いだろう。どういう運動をどれくら
いのペースで行い、そのためにはどう
いった器具や設備を使い、ときにはど
のようなプログラムに参加すれば、自
分の目標に近づきやすいのか、自分自
身でわかる人のほうがまだまだ少数派
ということだ。

②もしものときに助けてくれるか
次は、万が一利用中倒れてしまった

ときなどの「対処」の部分。中村氏の
言葉を借りれば、フィットネスクラブ
に対する不安として「いざというとき
に本当にこの施設は自分を救ってくれ
るのか？」という趣旨のネット上の投
稿も散見されるという。近頃は無人営
業時間を設ける施設も増えてきたが、
スタッフが不在の間でも対応が素早く
なされる体制が整っていることが伝わ
らないと、顧客は不安に陥るだろう。
③環境は整えられているのか

最後は、施設・設備の「保守管理」
「衛生管理」の部分。①や②に比べると、
この観点はコロナ以降により重要視さ
れるようになったのは間違いない。加
えて、施設や器具の管理が行き届いて
いるのかどうかも大切なポイントとなる。

感じる不安の根源となる 
５つのリスク

先ほどまで、安心の裏側にある不安
にフォーカスをしてきた。安全の対極
にあるリスクについて考えていきたい
が、このリスクこそが不安の根源とな
るので、安心・安全対策を行ううえで
はこの部分をなるべく排除できるよう

に努める必要がある。中村氏が考える、
会員目線でのリスクは図１に５つ取り
まとめた。

１、２、３については「①きちんと
面倒を見てくれるのか」、４について
は「②もしものときに助けてくれるか」、
そして５については「③環境は整えら
れているのか」と主に関連する。この
ように体系立てて捉えることができる
と、対策が立てやすいだろう。ただ、
どれも並列で考えるというよりは、そ
のなかでも特にどの部分を会員が不安
やリスクに感じやすいのか、自身の施
設で傾向を把握することが肝要だろう。

会員の不安へのアプローチ事例

まず、「①きちんと面倒を見てくれ
るか」の観点では、入会時の説明を丁
寧に行うことがとても大切になる。も
ちろん、何がどこに備え付けられてい
るということも、施設見学のときに説
明するだろうが、館内のルールについ
ても入会時点できちんと理解いただく
オペレーションが求められる。

例えば、土足を禁止しているジムも
あれば、許容しているジムもある。室
内履きであっても脱がないと使えない

◆図１　会員さまが感じうる５つのリスク

1 情報リスク　個人情報の漏洩・目的外使用 等

2 災害リスク　火事・地震・水害 等

3 人的リスク　対スタッフ・対会員 等

4 事故リスク　怪我 ( 転倒・溺れ 等 )・体調不良 等

5 環境リスク　水質・空気環境 等
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エリアもある。浴室やサウナ内での会
話のルールもそうだが、こういった
ルールを誰かが守らないと、ほかの会
員にも不安が及ぶことになる。
「この部分は『安心』の要素が大きい
ので、スタッフがしっかりと説明する
ことで解決するのがいいと思います。
入会時以外にも、フロントやジムにい
るスタッフにいつでも質問できること
を周知しつつ、その雰囲気も醸成する
ことで、迷う人やルールがわからない
人を減らしていきましょう」と中村氏
は勧める。

次に、「②もしものときに助けてく
れるか」の観点では、監視カメラを活
用している。万が一の場面を発見する
のは、その場にいた人がほとんどだが、
カメラで撮影された映像によって、発
生状況の検証や事後の再発防止策に役
立てている。

一方で、トイレ、浴室、ロッカーな
どのカメラの設置ができない場所につ
いては、非常ボタンやインターホンと
いった通報システムを設置することで
代替している。無人営業の業態も増え
る昨今、会員からの通報で事なきを得
る事例も少なからずある。急な体調不
良で自分では非常ボタンを押せないと
いうケースもあるだろう。そのため、
警備会社との連携強化以外に会員同士
の助け合い体制も構築できるとよいの
かもしれない。

AEDについては壁に埋め込むかたち
で、アイレクスの全店舗に設置。基本
的には、会員もスタッフも導線として
必ず通る場所を選ぶことで、覚えやす
い（思い出しやすい）工夫を凝らして
いる。

人が介する部分で言うと、スタッフ
が保有する救急救命資格を店内のス
タッフ紹介コーナーに併記することで、
いざというときに動ける人材がいると
いうことも伝えるようにしている。

最後に、「③環境は整えられている
のか」の観点では、施設、器具のメン
テナンスが行き届いていることが大前
提となるなかで、特に同氏がしっかり
と気を配っているのが転倒事故の予
防である。

「転倒事故は、皆さんが思っているよ
りも意外に多く発生しています。水場
の滑り止めや段差の手すりなどは、施
設デザインの段階で設置を決めること
で、万が一の事故を予防するように努
めています」

また、コロナ対策についても、換気
機能の向上や空気清浄機の設置などの
策を積極的に講じている。水質管理も、
保健所の指導や法令を遵守するかたち
で、衛生管理体制を整えている。

安心・安全対策を 
様々な方法で可視化する

会員に安心感を持って足を運んでも
らうためには、対策や配慮がなされて
いることが効果的に伝わらないと意味
がない。思い付く方法としては、施設
内の掲示のほか、ホームページ、SNS、
チラシなどへの掲載だろう。もちろん、
この直接的な方法が功を奏することが
多いが、それ以外に方法はあるだろう
か？
「１つは、FIA認定施設として登録す
ることでしょう。第三者となる公的機
関に認定されているということが、会
員さまの安心感に一役買うと思います」

2020年から始まった本制度の基本
的な条件は下記の図２を参照された
い。また、’22年12月８日に、同じく
FIAによって「新型コロナウイルス感
染拡大対応ガイドライン」が改定され
た。こちらはP96に改定の要点をまと
めている。
「もう１つは設備や器具の設置そのも
のが掲示の代わりになりますね。先ほ
ど述べた監視カメラ、AED、緊急ボタ
ンに加えて、血圧計や体温計でバイタ
ルデータが取れることもアピールにな

るでしょう。また、温浴施設の水質
チェックも、一種のパフォーマンスの
ようなかたちで見える化はできます
ね」と中村氏は付け加える。良い意味
でわざとらしいくらいでないと、会員
に安心感として伝わらない。それくら
いの意識で、やっと伝わるのだろう。

施設デザインに求められる 
両立性の視点

中村氏はフィットネス施設の空間プ
ロデュースを得意としていることは連
載でも明らかであるが、とはいえベー
スとなるのは安全性であると強調する。
それを損なわない範囲内で、デザイン
性も追求する「両立性」が空間プロ
デュースの鍵となる。実際、アイレク
スとして独自開発したパーテーション
も、安全性に加えて圧迫感のないデザ
イン性を両立させ、同業他社が営む多
数のクラブで愛用されている。

重大事故を未然に防ぐ 
ハインリッヒの法則の考え方

施設を運営している以上、100％未
然にすべての事故を防ぐことは難しい。
そのため、施設賠償責任保険への加入
を中村氏は強く勧めるものの、善管注
意義務は守る必要があろう。そこで大
切な考え方が「ハインリッヒの法則」
である。「１件の重大事故の裏には29
件の軽微な事故と300件の怪我に至ら
ない事故がある」という法則で、重大
事故に至る前の段階で、最悪のケース
を常に想定して対策を講じることが、
真の安心・安全対策であると述べてい
る。運よく事故が起きなかったという
状態のままで放置していないか、この
機会に一度見つめ直してみてはいかが
だろうか？

　
◆図２　FIA 認定施設の基本的な条件

《第 1 のポイント》　施設の健全な運営がなされているか

《第 2 のポイント》　信頼のできる事業体であるか

● AED の設置及び想定される対応者（スタッフ）の訓練
● 24 時間ジム等、無人施設においては十分な監視システムや緊急対応のフローを徹底
●適切な会則の元に、遵法的な運営がなされている
●入退会、休会等に関する規約の明確な提示
●不当景品類及び不当表示防止法に準拠した広報・広告などの販促活動の実施…その他

●施設倍賞責任保証や損害保険等の加入／●安全衛生管理への対応
●安全衛生管理（従業員の労働環境を含む）への適切な対応…その他

（例）

出典：https://ninshou.fia.or.jp/about.php

https://ninshou.fia.or.jp/about.php
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アトリオドゥーエ武蔵小山

会員の安全と、サービスの質を同時に追い求めるには

東急スポーツシステム株式会社　運営本部  運営一部  マネージャー　比江島  光氏 

アップだ。スタッフの安全監視業務の
負担が軽減された分、会員と直接向き
合える時間が増え、サービスの質が向
上。それが、有料スクールやパーソナ
ルトレーニングの申し込み増加に実を
結び始めている。

２つ目は、スタッフの配置適正化に
よる人件費の圧縮だ。見回りのために
スタッフを配置する必要がなくなり、
AIカメラ設置前では実現が難しかった
少人数でのオペレーションが可能にな
ることが、武蔵小山店で判明した。
「絶対的なスタッフの配置数は減って
も、サービスの質も量も向上できる点
が、全店舗への導入の決め手でした」
と比江島氏は説明する。顧客最優先で
始めた取り組みが、自分たちにもプラ
スとなって返ってきているのだ。

安全監視機能に加え、 
分析機能が運営効率化へ導く

今後、東急スポーツシステムの総合
型のみに留まらず、小型店舗業態にも
GYMDXを導入することに意欲的な姿
勢を見せる比江島氏。それは、安全監
視機能の他に、マシンの利用状況や混
雑状況の分析機能を運営に活かしたい
という背景がある。

すでに、アトリオドゥーエでは施設
の混雑状況を誰でもリアルタイムで把
握できるようにホームページ上に公開
している。中長期的に見れば、設置し
ているマシンの入れ替えなどにも、取
得したデータを役立てていく予定だ。
「会員のため」を追求したGYMDXの
導入が、’23年以降もますます広がっ
ていくだろう。

「コロナ禍での衛生環境を最優先する
ため、これまでサポートに注力してい
たスタッフを清掃や消毒業務に就いて
もらうことにジレンマがありました。
そんな折、安全監視の効率化がカギに
なるのではないかと考えました。つま
り、清掃や消毒の業務が増えたのであ
れば、別の業務をスリム化するしかな
いと」。比江島氏は、こう振り返る。

そこで白羽の矢が立ったのが、AI
カメラソリューション「GYMDX」だ。
2021年11月にアトリオドゥーエ武蔵
小山へ導入。その効果の高さを実感
し、’22年６月にはアトリオドゥーエ
全店への導入に踏み切った。
「私たちが大切にしていた、会員さま
のサポートの時間を増やすことに成功
しました。今までであれば、必ず１人
はフロアを巡回しながら、何か危険な
事象が起きていないか、安全監視をす
る必要がありました。このスタッフは、
たとえ会員さまから質問されても、安
全監視業務という重要なミッションか
ら、サポートには注力できない状況が
ありました」。比江島氏は、さらに続
ける。
「それを、AIカメラで置き換えました。
万が一、危険な事象が生じた場合は、
カメラの提供元であるOptFit社から緊
急電話が届くようになっています。そ
の専用端末をスタッフに常備させ、電
話が掛かってきたら何よりも優先して
応答するようにしています。この体制
に切り替えてから、フロアにいるス
タッフは会員さまのサポートに集中で
きるようになりました」

GYMDX がもたらす 
副次的なメリット

会員と向き合う時間の創出を目的と
して導入されたGYMDXであるが、ジ
ム運営の観点で、別の便益も生み出し
ている。

まず１つ目は、プログラム収入の

東急スポーツシステム株式会社（以下、
東急スポーツシステム）は東急電鉄沿
線地域の健康づくりに寄与するフィッ
トネス施設を複数ブランド展開してい
る。そのうち、総合型業態を担ってい
るのが「アトリオドゥーエ」だ。東京
都内に加えて横浜市に合計５店舗出店
している。コロナをきっかけに、より
人を介したサービスの重要性を再認識
し、会員の安全監視業務についてDX
へと舵を切った。

手厚いサポートが売りの 
総合型フィットネスクラブ

アトリオドゥーエは、所得水準は高
いものの、運動習慣が身に付いていな
い人をターゲットにした総合型ジム。
店舗のつくりもハイクラス層が好むよ
うなエレガントさがあり、高級ホテル
を彷彿とさせる。フロントやラウンジ、
それからスタジオに至るまで、非日常
感を演出している。

月額料金内で豊富なサポートプログ
ラムが受けられることが強み。しかも、
サービスを提供する人材は常勤のス
タッフを中心に据えることにこだわり
を持っている。
「体組成データを基にしたカウンセリ
ングや、トレーニングプログラムの策
定まで、しっかりと提供することを心
掛けています。この取り組みが、地域
密着型の健康増進サービスとして、会
員さまにもご支持いただいています」
とアトリオドゥーエの本社部門を担当
する比江島氏は話す。

より多くの時間を 
お客さまのために使いたい

そんなアトリオドゥーエも、多分に
漏れずコロナの影響を受けた。具体的
には、会員が衛生面での不安に対して
敏感になったことで、今まで以上に清
掃や消毒に時間を費やす必要が生じた
ことだ。
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HAYASHI フィットネス & スパリゾート24平和台

ウシオ電機のCare222®が守る都心の総合型フィットネスクラブ

株式会社林水泳教室　執行役員開発本部長　吉永大介氏

―ウイルス対策にCare222® iシ
リーズが加わったきっかけと経緯につ
いて教えてください。

吉永：海外の医学論文や分子栄養学の
記事を読むことが趣味で、毎日１時間
程度はネットを中心に目を通していま
す。施設内に浮遊するウイルスへの対
策を考えたとき、隙間なくできる除菌
方法として、Care222R iシリーズに
注目しました。紫外線が当たった表面
と浮遊ウイルスを同時に除菌できる、
これまでにない製品だと感じ、ぜひ導
入したいと考えました。その後、ウシ
オ電機さまが出展していた展示会で実
際に製品を確認し、担当の営業の方に
ご説明いただき導入を決定しました。

―82台の設置場所はどのように
検討されたのでしょうか？

吉永：当初は、多くの人が集まるプー
ルギャラリー、ロッカールームなど
に30台程度の設置を考えていました。
しかし、施設全体に隙間なくウイルス
対策を施工したい思いが強くあり、効
果的かつ効率的な設置数についてウシ
オ電機さまと照射シミュレーションの
結果を基に協議し、最終的に82台の
導入を決断しました。会員さまにはも
ちろん、スタッフにも衛生的な環境を
提供するためには必要不可欠な設備と
考えています。

設計段階で導入を決めたことで、空

2022年９月、「フィットネス民主主
義の実現」を掲げ、練馬区平和台に

「HAYASHIフィットネス&スパリゾー
ト24平和台」がオープン。コロナ禍
でも大成功を収めていると前号で述
べた（FitnessBusiness通巻第123号参
照）通り、リーズナブルな料金体系と
充実した設備が人気を呼び、連日多く
の会員で賑わっている。その開業まで
の歩みには、幅広い年齢層の会員さま
とスタッフ双方に配慮した万全のウイ
ルス対策を設計段階から盛り込む英
断があった。その中でも、施設全体
にCare222® iシリーズを導入するまで
の経緯について、執行役員開発部本部
長の吉永大介氏に話を訊いた。（以下、
敬称略）

―どういったウイルス対策を施
設設計に盛り込んだのでしょうか？

吉永：各エリアに合わせて１時間に６
～ 15回空気が入れ換えられるよう換
気設備を導入しました。また、全フロ
アの上部に開口部の大きい排煙窓を設
けることで機械換気に加えて自然換気
も可能な設計にしています。心理的に
も閉塞感なく、心地よい開放感を演出
する効果もありますね。

また、多くの人が触れるトレーニン
グマシンやドアノブだけでなく、床や
天井等ありとあらゆる箇所に光触媒
コーティングを施しています。

間意匠を損なわず設置でき、また球技
用アリーナ兼スタジオではボールが製
品本体に当たらないようガードをつけ
るといった工夫をしました。

―Care222®の紫外線によるウイ
ルス対策は告知されていますか？

吉永：会員さまにはホームページおよ
びチラシで機能と除菌効果を積極的か
つ効果的に訴求しています。会員さま
向けに実施したアンケートで、入会の
決め手を一択形式で伺ったところ、実
に10％を超える方が「ウイルス対策」
と回答されました。通常、立地・施設・
料金以外の項目が10％を超えること
はないので、改めてCare222R iシリー
ズ設置の強い集客効果を実感しました。
スタッフにも機能と除菌効果を伝えた
結果、会員さまへの対応に集中できる
といったコメントが多く寄せられま
した。

―設置後に感じられた効果はあ
りますか？

吉永：スタッフ休憩室にも導入するこ
とで、クリーンな環境を保つことがで
き、運営に不可欠なコミュニケーシ
ョン面での支障がなくなりました。
フィットネスクラブでは、今後必要不
可欠のデバイスになると思います。

今後もウイルス対策を緩められない
状況が続くことが想定されるため、長
期的視点での対策にもなっています。 
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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

■ オムニチャネルが多様性を生み出す
　     ジョン・フェルド著

フィットネスクラブでマーケティン
グをしているのであれば、「オムニ
チャネル」という言葉を知ってい
るだろう。2010年に調査会社のIDC

（International Data Corporation） が
初めて作った造語で、従来の実店舗か
ら、電子メール、オンラインショッピ
ングまで、あらゆるプラットフォーム
で顧客がアクセスできるショッピン
グ体験を意味する。テレビや印刷物、
webサイト、ソーシャルメディア、電
子メール、看板、ディスプレイ広告な
ど、複数のメディアチャネルを使用し
て顧客や見込み客とコミュニケーショ
ンをとる「マルチチャネル」とは違う
ものを意味している。

お客さまを中心に、声をひとつに

オムニチャネルは、顧客や見込み
客のカスタマージャーニーにおいて、
チャネル間をシームレスに移動するこ
とを可能にする。つまりwebサイトや
FacebookやInstagramのアカウント、
その他のチャネル、または店舗にいる
ときでも、顧客の体験は同じになる。
「一貫性は重要ですが、だからといっ
てコンテンツや画像を複数のチャネル
で繰り返す必要はありません」と、ア
クティブウェルネスとBMC3のCEOで
あるビル・マクブライド氏は言う。
「すべてのマーケティングは、ブラン
ドにとって真実である『同じ声』で行
われるべきです。しかし、消費者と
チャネルに応じて、それぞれ異なる会
話、異なる方法でストーリーを伝える
必要があります。デジタル・マーケティ
ングとソーシャルメディアは、消費者

のことをよりよく知るとともに、適応
的な反復を可能にします。これは、事
実上、オムニチャネルの『サラウンド・
サウンド』であり、消費者の嗜好の変
化に応じてメッセージを変化させるこ
とができます。要するにマルチチャネ
ルが製品やサービスを中心に展開する
ものであるのに対し、オムニチャネル
は顧客をマーケティング戦略の中心に
据えているのです」

パンデミックによる機会

パンデミックは、オムニチャネル・
マーケティングに関連する技術的進歩
を後押しした側面もある。消費者が外
出を控えるようになったため、企業は
消費者にオンラインで接触し、交流や
購入を容易にする方法を見つけ、可能
な限り「摩擦のない」体験を作り出す
ことを余儀なくされたのだ。

結果として、フィットネスクラブ各
社は、迅速に行動する必要があったと、
FitnessOn-Demandのオペレーション
およびブランド戦略担当シニアディレ
クターのアンドリュー・エベンソン氏
は断言している。事実、多くのフィッ
トネスクラブは、オンデマンド技術と
仮想フィットネス体験を迅速に採用し、
会員もすぐにそれを受け入れた。
「フィットネス業界だけでなく、世界
中でハイブリッドモデルやバーチャル
オプションの台頭により、このモデル
は指数関数的に成長しています。クラ
ブは、会員と常につながっていなけれ
ばならないため、オムニチャネル・プ
ラットフォームが広く受け入れられ、
理解されるようになったのです」

例えば、ソーシャルネットワークの

数と範囲が着実に増加し、より多くの
マーケティングの機会が生まれた。
「デジタル・マーケティングがオムニ
チャネル化を促進した」と、Treetop 
Growth Strategyの創設者であるビル・
コルベール氏は言う。
「より多くの人々がwebサイトやソー
シャルネットワークで時間を過ごすよ
うに、企業は、顧客や見込み客がどこ
で時間を過ごしているかをより理解す
る必要があります。その場所を特定す
れば、その情報をもとに一貫したブラ
ンド戦略の構築ができます」

今こそ求められるのは多様性

テクノロジーの導入が加速した反面、
パンデミックは人々をある程度孤立さ
せたとも言えよう。「パンデミックに
より社会と離れたことで、人々は様々
なニッチに分け入ることになったので
す」とClub ReadyのCMOであるエイ
ミー・ハフ氏は指摘する。
「よりパーソナルなコミュニケーショ
ンとデジタルの透明性への期待と相
まって、特にハイブリッドモデルでは、
ブランドの一貫性を維持することがよ
り困難かつ重要になります」

その中で、スマートフォンと動画の
重要性はますます高まっており、クラ
ブのデジタル・マーケティング活動を
拡大するためには、オムニチャネル戦
略がより重要なものとなっている。

また、ハイブリッドモデルも、マー
ケティング戦略に影響を与え続けてい
る。「75%以上の消費者がオンライン
と対面式の両方で買い物をしています。
また、オンラインフィットネスを利用
する人の75%が対面式のクラスにも
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通っているという調査結果がありま
す」とエベンソン氏は説明する。
「さらに、オンラインフィットネス
ユーザーの半数以上は、週３回ジムに
通い、他の会員よりも平均して長い時
間を費やしています。会員は、ライブ
とバーチャルの間にほとんど違いを感
じていません。これらはすべてフィッ
トネス体験の一部にすぎないのです」

 もう１つの重要なポイントは、オ
ムニチャネル・マーケティングにより、
会員はプログラムに加え、健康やウェ
ルネスに関する専門知識を含むブラン
ド全体の体験にアクセスができること
だ。これにより会員は、より個人が望
むものを得られるようになった。
「従来の実店舗型のブランドは、一貫
した完全なデジタルブランド体験を提
供できなければ、これからは競争に勝
てない」とコルベール氏は言う。
「もし、フィットネス、ウェルネス、
栄養サービスを店舗の中でしか提供で
きないのであれば、今後10年の間に
追い越されることになるでしょう。よ
り多くの消費者が、アプリを通じて手
のひらの上でサービスを体験し、複数
のプラットフォームにアクセスするこ
とを期待しているのです」

販売戦術の変化

消費者ニーズの変化に伴い、マーケ
ティング戦術も変化している。顧客や
見込み客は、限られた回数のクリック
で、ブランドについてのすべてを知り、
購入を決断し、できればモバイルアプ
リでオンラインアクセスすることを望
んでいるのだ。これは、すべてのブラ
ンドがオンデマンドで存在を示す必要
があることを意味するものではないが、
消費者がブランドについて学び、オン
ラインで購入する方法について熟考す
る必要があると、ハフ氏は言う。
「10年前、フィットネスクラブは、
見込み客に来店してもらい、その価値
を知ってもらうために、価格をオンラ
インには掲載しませんでした。多くの
消費者は、価格の透明性がなければ購

入に踏み切らないからです」
幸いなことに、業界のサービスやプ

ラットフォームは、クラブが見込み客
を見つけるために、より良くなってき
ている。

ハフ氏は、「マーケティングと集計
データを組み合わせたプラットフォー
ムが登場したことで、見込み客の再
ターゲッティングは、より洗練され、
具体的で、正確になってきています」
と述べている。より良いデータとプ
ラットフォームへのアクセスとともに、
パンデミックのもう１つの副次的効果
から恩恵を受けているのである。

また、「ハイブリッドな世界は、消
費 者 が ほ ぼ24時 間365日 ブ ラ ン ド
と対話することを容易にしました」
とMotionoft/Club Automationの エ
ンタープライズCRM担当副社長で、
VFPnextの共同創設者のダロン・アレ
ン氏は言う。
「消費者が複数のチャネルを介したコ
ミュニケーションを上手にこなすよう
訓練され、それを期待するようにも
なっています。消費者は、信頼できる
ブランドからテキストメッセージ、電
子メール、アプリ内メッセージ、電話
を受け取ることをより望んでいます。
マーケティングの観点からは、あらゆ
る形態のコミュニケーションを融合さ
せることがチャンスであり、課題でも
あるのです」

現在のテクノロジー・プラット
フォームは、マーケティングとセール
スのリアルタイムなコラボレーション
を実現することで、この取り組みを支
援しているとアレン氏は指摘している。
「見込み客へのあらゆるコミュニケー
ション手段を組み合わせることが、最
も重要です。さらに、メールやテキス
トメッセージ、電話をかけるタイミン
グも、最高の体験を生み出す鍵になり
ます。これらすべてを１つのシステム
上で行い、それぞれの成果を測定する
ことが重要です。このように営業と
マーケティングが連携することで、成
果を上げられない場合にも、迅速にピ

ボットすることが可能になるはずです」

すべてのタッチポイントを網羅する

オムニチャネルでは、ソーシャルメ
ディアチャンネル、メール、ニュース
レター、SEOに最適化されたwebサイ
トのコンテンツ、クラブアプリの定期
的なメッセージ、広告、コンテンツの
更新など、消費者や会員のあらゆる
タッチポイントを含める必要がある。

「クラブ内のデジタル・マーケティン
グは、デジタルサイネージやQRコー
ドのタブレット端末も含めて考える必
要があります」とエベンソン氏は説明
し、こう続ける。
「オンデマンドやストリーミングのコ
ンテンツやプラットフォームが進化す
るにつれて、デジタル・マーケティン
グも進化しています。これらのチャネ
ルを通じて、完全没入型のブランド体
験を提供していないのであれば、 おそ
らく顧客の注目と資金を失うことにな
るでしょう」

さらに、マクブライド氏はこう語る。
「経営者はまだ、連続体の様々な場所
にいます。消費者がいる場所すべてに、
目を向けることは素晴らしいですが、
ずさんなやり方や平凡なやり方ですべ
てのチャネルに対応しようとするより
も、いくつかの場所に極めてうまく対
応する方がよいのです。量より質、信
頼性、エンゲージメントが重要なので
す。『いいね！』だけでなく、測定可
能な『コール・トゥ・アクション』に
よるブランドとの関わりにおいて、最
高の反応率を提供するかを理解するこ
とが、ROIに影響するのです」

（©Nov.2022 ClubBusinessInternational）
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■ VIDA FITNESSはいかにして効果的なDEIプログラムをつくり上げたか？
　     ジム・シュマルツ著 

VIDA FITNESS（以下、VIDA）のオペレー
ションディレクターであるアーロン・
ムーア氏は、社内でDEI（Diversity（多
様性）、Equity（公平性）、Inclusion（包
括性））委員会を立ち上げようとした
とき、「上手くいっていると思ってい
ても、皆に声を求めれば、今まで言い
にくかった悩みを打ち明けてくれるは
ずだから」と賢明なアドバイスを受け
た。その後、実際にそういったことが
あると知ることになる。

2006年にデイヴィッド・フォン・
ストーチが設立したVIDAは、ワシン
トンDCに５店舗、バージニア州アー
リントンに１店舗の計６店舗を構える
までに成長した。現在もオーナーであ
るフォン・ストーチ氏は、DEI構想の
熱心なサポーターであり、ムーア氏は
この構想を実行に移した。

VIDAのDEIの取り組みは、’20年夏
に広まった「Black Lives Matter」の
デモの中で始まった。VIDAが位置す
るD.C.は、黒人の人口が45％の地域
であり、ムーア氏ら同社のリーダーは
これに対応しなければならないと考え
ていた。

VIDAに15年以上勤務しているムー
ア氏は、「こうした社会正義のイベン
トを巡っては、人種間の緊張が高まっ
ており、社員からもそのような声が聞
かれました」と話す。
「私たちはタウンホールを開催し、ど
うしたらいいかという質問を始めまし
た。そして、ある人がDEI委員会をつ
くり、顧問的な役割を担うことを提案
したのです」

VIDAの社員として最初に委員会に
招かれたのは、VIDAのローガンサー
クル店のジェネラルマネージャー、ミ

カエル・ブラウン氏だった。ブラウン
氏は、このミッションに理想的な経歴
を持っていたのだ。ブロンクスで育っ
たブラウン氏は、奨学金を得てジョー
ジタウン大学に入学した。日本語と政
治学などを学んで’03年に卒業し、そ
の後、地元のジムでフロアトレーナー
として初めてフィットネスの仕事に就
いた。その後、’18年にVIDAに採用さ
れてからは、すぐに出世することと
なる。「私は多様性を体現している」
と、ブラウン氏は自身の経歴を要約
す る。「a Black girl from the Bronx 
who went to Georgetown, speaks 
Japanese, and plays field hockey（ブ
ロンクス出身でジョージタウン大学に
通い、日本語を話し、フィールドホッ
ケーをする黒人女性です）」。

ジョージタウン大学NAACPの大学
支部の元委員長でもあるブラウン氏
は、’20年夏の人種差別抗議デモから
生じた懸念を共有していた。「多くの
メンバーやコミュニティの人々が強い
反応を示し、その一部はVIDAにも波
及し、VIDAに何ができるのか、とい
うことになりました」とブラウン氏
は振り返る。
「本当に厳しい話し合いが始まりまし
た。そして、そのような会話の中から、
VIDAが外部委員会を利用して、私た
ちのコミュニティの多様性、公平性、
包括性を促進するようなことを積極的
に検討し、問題に対処することが提案
されたのです」

しかし、DEIプログラムが具体化し、
変化をもたらすまでには、何年もかか
る場合が多い。「DEIボードを機能さ
せるためには、企業のトップレベルの
コミットメントが重要です」とブラウ
ン氏は言う。

VIDAの場合はそうだった。
「ストーチは、VIDAの頂点に立つ人
物です。そしてムーアは、このビジョ
ンを実現するために、最初の理事会メ
ンバーを集め、支援することに大きな
役割を果たしました。そして、設立メ
ンバーであり、会長でもある私は、そ
のビジョンを実現するための原動力と
なっています」とブラウン氏は力説する。
「私たちは、やり方が違うだけで、み
んなが中心人物なのです」

決して、順風満帆だったわけではな
い。役員会が始まると、ムーア氏が警
告していたような、居心地の悪い会話
が交わされるようになった。
「DEIに関しては、私自身も、あまり
嬉しくない経験があり、その場の雰囲
気に流されて黙っていたんです」とブ
ラウン氏は言う。
「そんなとき、マーケティングチーム
からDEIプログラムに参加しないかと
誘われたのです。当初、私は何かの間
違いだと思いました。ストーチとムー
アに直接話すことができないのに、私
の意見を発したくありませんでした」

ブラウン氏は、ストーチ氏とムーア
氏にメールを送った。すると、２人は
すぐに返事をくれたという。「私たちは、
３人で長時間の面談を行い、私の意見
を率直に伝えました」とブラウン氏は
振り返る。
「その瞬間、私は、心から話を聞いて
もらっていると感じ、彼らの誠実さを
実感しました。私たちは、私たちをつ
なぐ物語を共有することができたので
す。そして、それが私たちの関係を築
いたのです」

これこそ、DEIイニシアティブが意
図したコミュニケーションである。そ
して、ムーア氏は、ブラウン氏がDEI
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のリーダーとしてふさわしい人物であ
ることを確信したと言う。「最も重要
なのは、この活動を自分のものにし、
心血を注いでくれる人がいることだ」
と、ムーア氏は主張し、こう続ける。
「初期には健全な衝突も多かったが、
結果的にはそれが良かった。ブラウン
は、役員以外の会社の代表者がいない
密室で、内緒の話をするきっかけをつ
くってくれたのです」

ムーア氏は、雇用主に対して正直で
あることがいかに難しいかを理解して
いる。リーダーではない立場の人間が、
率直に意見を言えることが重要だとし、
こう付け加える。
「ストーチと私は、彼らが率直に意見
を言うことが、彼らの評価に影響する
ことはないと知らせる必要があります。
そのためには、信頼できる人でなけれ
ばならないのです」

DEI の役員会を発足させる

ムーア氏とブラウン氏は、経営陣の
全面的な賛同を得て、長期的な成功の
ために重要なステップである役員会の
立ち上げに着手した。当初は、VIDA
社の社員が中心となって応募していた
が、これでは範囲が狭くなってしまう。

ブラウン氏は「最初の役員は、社内
のリーダーたちによって選ばれました。
その結果、社員と非社員の割合が偏っ
てしまい、視野が狭くなってしまった
のです。もっと外部の人の視点が欲し
かったのです」と説明する。

現在では、DEIの理事会自体が、こ
のプロセスを引き継いでいる。当初は
スタッフ11名、非雇用者２名で構成
されていたが、現在はスタッフ６名、

非雇用者７名となっている。
VIDAには現在13名のDEI理事がい

るが、理事会の内規では15名までと
なっている。これだけ多くの人が参加
する中で、理事会はどのように集中力
を保っているのだろうか？　当初は、
内向きに考えていたという。
「というのも、私たちは、活動を広げ
る前に、自分たちの組織をきちんとし
なければならないと強く感じていたか
らです」とブラウン氏は言う。「推薦
があったおかげで、今では地域社会に
出て行くプログラムもあります」。

測定可能な進歩

ムーア氏は、DEI理事会で得られた
成果として、VIDAの採用プロセスの
改善と、マイノリティ候補者へのパー
ソナルトレーニング奨学金制度を推進
する２点を挙げている。

ムーア氏は「DEI理事会のおかげで、
最も公平な雇用と昇進の方法を理解す
ることができ、非常に強固で包括的な
雇用プロセスを構築することができま
した」と説明している。
「例えば、求人募集があった場合、最
初の３日間は社内の応募者しか受け付
けず、その後webサイトやソーシャル
メディアに掲載します」

ま た、VIDAは、NASM（ 全 米 ス
ポーツ医学会）とのプログラムも始め、
NASMの資格を取得する余裕がないよ
うな恵まれない地域の人々に、パーソ
ナルトレーニングの資格取得のための
奨学金を20名分提供している。
「その結果、多くのパーソナルトレー
ナーが誕生し、パーソナルトレーニン
グの需要が高まっています」とムーア
氏は言う

ワシントンD.C.の恵まれない地域に
進出する際、VIDAはクラブ会員の補
助金制度など、様々な選択肢を検討し
たという。しかし、DEIの役員たちは、
このようなキャンペーンは地域そのも
のに直接的な効果をもたらさないと指
摘した。それは、ムーア氏にとっても
納得のいくことだった。

「これは、VIDAのある地域に来るた
めに、自分の住んでいる地域を離れろ
ということを意味するのです。本当に
変化を起こしたいのなら、彼らのいる
場所に行って、彼らの施設で資源を提
供しなければなりません」

VIDAは、登録栄養士が案内する食
料品店ツアーや、運動不足を解消する
ための無料教室やパーソナルトレーニ
ングなども行っている。

DEI プログラムの価値

ムーア氏もブラウン氏も、DEIに
よって、VIDAはより良く、より強い
会社になったと断言する。そして、そ
れは、末端のスタッフにも貢献してい
る。

ブラウン氏は、この点について、業
界のカンファレンスなどでセッション
リーダーとして発言もしている。
「IHRSAのコンベンションで発表する
とき、DEI委員会を持つ数少ない企業
の１つとして、DEIをリードできるこ
とは喜ばしいことです。一方で、この
ような取り組みを広め、より多くの企
業に賛同してもらうためには、まだま
だやるべきことがあることも明らかに
なりました」

ビジネスリーダーは、DEIがもたら
す企業文化の恩恵を理解しなければな
らない。「DEIは、人材育成や人材管
理から、企業活動の幅を広げることに
よる利益率の向上まで、あらゆること
にプラスの影響を与えます。つまり、
事業者は今、積極的にトレンドをつく
り、先見の明を持つか、それとも取り
残されるかのどちらかです」とブラウ
ン氏は訴える。あるデータによると、
活発なDEIプログラムは、従業員、メ
ンバー、周辺コミュニティの機会を拡
げることがわかっている。
「私たちがサービスを提供する地域社
会は、すでにそこにあり、いつも期待
されているのです。今、私たちは多様性、
公平性、包括性の基準を満たし、高め
ることが求められているのです」

（©Nov.2022 ClubBusinessInternational）
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New Product

ダイエット・ボディメイク弁当のパイオ
ニアで、全国のゴールドジム75店舗に高
たんぱく低脂肪弁当『BIRUMESHI』を展
開するミールプレップ株式会社が、これ
までの食品の常識を根底から覆す、『プ
ロテインおにぎり』を発売した。これか
らは、おにぎり１個でしっかり、たんぱ
く質を摂取できる時代となった。『プロ
テインおにぎり』は、たった１個で15g
もたんぱく質が摂れるだけでなく、①低
脂肪（約3.5g）、②自然の完全栄養食と
言われる玄米配合、③たんぱく源は鶏肉
で、プロテインパウダーなどの添加無し、
という特徴を持ち、発売開始からわずか
３ヶ月で１万個以上の販売実績を誇る。

●問い合わせ・資料請求先は、
ミールプレップ（Mail. info@m-prep.jp）

信頼のフランスメーカーが国内初上陸。
液体除菌剤をドライミストの形で噴霧し、
ゆっくりかつ完全に均一に堆積する。完
全自動で、人手を必要とせず、残留物も
残さずに、表面除菌を行うことができ
る。Oxy’Pharmの除菌剤は、過酢酸を
含まない過酸化水素水であり、すべての
表面(医療機器などの電子機器含む)に対
し、生分解性(残留物なし)で、非アレル
ゲン性、非腐食性の環境にやさしいもの
となっている。この除菌は細菌、ウイル
ス、酵母、カビおよび胞子に有効である。
フランスのみならず、欧州の厳しい試験
基準も満たしている。様々な分野で販売
実績を持つ、信頼の除菌システムだ。

●問い合わせ・資料請求先は、テックインター
ナショナル（https://tec-inter.jp/）

「データの力でひざ痛から解放する」を
掲げ、自身も慢性的なひざ痛に苦しむ
データサイエンティストが開発した、完
全無料・日本初のひざ痛とセルフケアの
見える化アプリ「KneeNote」。毎日の
ひざ痛とセルフケアの記録をサポートし、
症状改善の可視化・ひざ痛の改善要因の
特定・医師や治療家とのコミュニケー
ション促進に活用できる。セルフケア動
画の検索・再生機能も充実。さらに、サ
マリー機能で過去１週間・１ヶ月の状況
を見える化。医師とのコミュニケーショ
ンもサポートする。自分に合ったセルフ
ケアを日々継続して、慢性ひざ痛を根本
から改善したい人に必須のアプリ。

●問い合わせ・資料請求先は、KneeLiberte
（https://www.kneenote.com/）

クラウド録画サービス「Safi e（セー
フィー）」は、カメラで撮影した映像を
PCやスマートフォンから「いつでも・
どこでも」確認できるサービス。夜間や
スタッフ不在時の防犯はもちろん、録画
映像と音声をクラウド上に残せるため、
盗難やクレームといったトラブル発生時
の事実確認にも使用できる。また、映像
の遠隔確認により、移動中やオフィスか
らでもジム内の様子を把握可能。スタッ
フの業務効率化や無人ジム運営において
活用が広がりつつある。従来のカメラと
異なり、専用のモニターやレコーダーが
不要で、初期費用を抑え、手軽に導入で
きる点もポイントだ。

●問い合わせ・資料請求先は、
セーフィー（https：//safi e.jp/contact/）

プロテインを継続しやすいように、とに
かく味にこだわったクラムチャウダー
スーププロテイン。無駄なものは使わな
い自然派プロテインで、人工甘味料・着
色料・保存料・酸化防止剤などは一切使
用していない。チキンやアサリを粉末に
したパウダーを使用、食べ応えもあるよ
うに、実際にドライアサリ、パセリを具
材として配合した。スープでもタンパク
質が16gとたっぷり摂れる優秀なプロテ
インだ。食物繊維やカルシウムなど、東
京大学の加藤教授とともに選んだmyfi t
のこだわりの栄養素も配合した。寒い冬
にはもってこいのスーププロテイン。価
格は税込3,325円から（送料別）。

●問い合わせ・資料請求先は、My Fit
（Mail. contact@my-fi t.co   TEL.050-5236-3649）

質の高い休養をサポートする休養時専用
リカバリーウェアのベネクスから、「軽
さ」、「動きやすさ」、「肌触りの良さ」に
こだわった、移動時間に最適な『リカバ
リージャージ』シリーズが誕生。ほどよ
い肉感を持たせながらも軽い素材を使用
しているため着ていてらくちん。ふっく
らとやわらかなストレッチ性を実現して
いるので動きやすく、段ボール構造でモ
チっとした感触が特徴。同シリーズ『ジッ
プアップジャケット』左腕外側には、大
きなVENEXロゴを施し、スポーティー
なデザインに。移動時間に効率よく休養
をとり、日々のパフォーマンス向上を目
指せる。

●問い合わせ・資料請求先は、
ベネクス（TEL.046-200-9288）

mailto:info@m-prep.jp
https://tec-inter.jp/
https://www.kneenote.com/
https%EF%BC%9A//safie.jp/contact/
mailto:contact@my-fit.co
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