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総合店にも対応するマルチ温水機で高効率の施設運営へ
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株式会社東急スポーツオアシス

代表取締役社長
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新型コロナウイルス（以下、コロナ）

で、これまでクラブに興味をもってい

により、
常識が変わりつつある。フィッ

なかった方へもリーチしていきたいと

トネス業界においても多くの企業がオ

思っています。そのためには、もっと

マルチ温水機は小型の給湯器を連結

ンラインフィットネスなど新たなサー

エンタテインメント性を高めたコンテ

させた業務用給湯器。コンパクトで設

ビス構築に舵を切ることとなった。そ

ンツづくりも必要だと考えています」

置場所をとらないため小規模施設に適

のようななかでも、以前よりデジタル

同社で現在の職に就く以前は、グ

していることはもちろん、台数を調整

シフトを強めていた株式会社東急ス

ループ会社にて商業施設などの開発、

することで、同社のような総合店にも

ポーツオアシス（以下、東急スポーツ

運営を行っていた粟辻氏。商業施設で

対応することができる。複数台連結す

オアシス）では、既存のWEBGYMや

は、テナント企業などと協力し、幅広

ることで、万が一１台が故障しても、

オンラインショップ事業などが打撃を

い世代にアプローチできるイベントを

安定してお湯を供給し続けられること

受けた施設運営の売り上げを補い、新

数多く実施する。
「３密となるような

も特徴だ。前職においても東京ガスと

型コロナウイルス禍（以下、コロナ禍）

ことは控えないといけませんが、屋外

連携していたという同氏は「施設ご

において厳しい状況であるものの事業

やオンラインなど適した方法を選べば

とに合った設備の提案や、
『今月は少

構造の変革に取り組んでいる。

今後も様々なイベントを企画できるは

し使用量が多いようですが大丈夫です

ず」と述べ、前職での経験をフィット

か？』と連絡をくれるなど、きめ細や

ネス業界でも活かし、リラクセーショ

かな配慮をしていただけることがとて

ンや人々の交流の場としてのフィット

も助かっています」と大きな信頼を寄

ネスなど、運動以外の魅力を積極的に

せる。

コロナ禍において
既存サービスへの需要が拡大
コロナの感染拡大により、2020年
の２～５月、フィットネス業界各社は

発信していく予定だ。

様々な対応に追われた。感染対策はも

SDGs でさらに価値高まる
省エネ対策

ちろんのこと、外出を控える方に向け

東急スポーツオアシスでは今後は都
市型、郊外型などその地に合ったモデ
ルを展開していくほか、業界のスタン

たオンラインフィットネスの提供や、

これまでのように、人々を魅了する

ダードになってきたWEBGYMについ

スタジオプログラムを事前予約制にす

施設アイテムやサービスを用意するこ

ては、コンテンツの充実に一層力を

るなど、システムの導入に奔走した企

とに加え、これからのフィットネスク

入れていく。目指すのは「
『オアシス

業も多かったことだろう。

ラブ運営に求められるのは、徹底した

だから入会した』といってもらえる施

東急スポーツオアシスの各施設にお

感染対策だ。定期的な換気が必要とさ

設づくりと環境づくり」
（粟辻氏）だ。

いても対応すべき点は多々あったもの

れる一方で冷暖房への影響なども否め

省エネ運営の実現や、新たな顧客層の

の、WEBGYMや予約システムがすで

ず、そのほかの部分で一層の省エネ、

開拓に向けた各種プロモーションにも

に導入されていたことで、コロナ禍に

省コストに努めていくことが必要だろ

引き続き期待したい。

おいても比較的早期に対応することが

う。東急スポーツオアシスでも、東京

できたという。

ガス株式会社（以下、東京ガス）とと

特にオンラインショップ事業におい

もにその対応を進めている。

ては、自宅でのトレーニング需要が高

「これまでの総合クラブでは大型のガ

まったことを受け、昨年以上の売り上

スボイラーを使っていましたが、上大

げを達成している。

岡店や相模原店など近年の施設はマル

コロナ禍で一つひとつのリソースが

チ温水機を導入し、さらなるエネル

もつ力を知った粟辻氏は、これらを活

ギー効率の向上を図っています。省

用し、よりフィットネスを人々にとっ

エネを実現することは、Sustainable

て身近なものにしていきたいと語る。

Development Goals（SDGs） へ の 貢

「グループ会社のリソースも活かしな

献にもつながり、これからの時代、よ

がら様々なサービスを開発すること

り大きな意味をもってくるはずです」

10

Fitness Business 112 ◎ January-February 2021

東急スポーツオアシス上大岡店のマルチ温水機
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（※特許第 5427093 号）

き

ビックス、
世界初、
効果が見える光触媒コーティングの施工を開始

安全を担保して、安心をお客さまに提供する
株式会社ビックス

事業本部

事業統括本部長

山田明生氏（写真左）

株式会社ビックス セールスプランニングディビジョン
営業部 部長 フィットネス研究室 室長 新保秀和氏（写真中央）
株式会社ビックス

営業部兼 OOH 部

アカウントエグゼクティブ

長谷部圭史氏（写真右）

2020年は新型コロナウイルス（以下、

せて感染力を奪う仕組み。コロナはも

触媒製品のなかには手で触れると白く

コロナ）
に世界中が振り回され、
フィッ

ちろん、インフルエンザやノロウイル

なるなど、塗布した薬剤が取れてしま

トネス業界も多くの退会者が出る苦し

スも99％以上の割合で不活性化させ

うものもありますが、そのようなこと

い事態となった。’21年はそこからの

るという高い効果を発揮する。

もありません」
（新保氏）

回復を目指す重要な年となる。徹底し

従来の光触媒製品と大きく異なる点

これまで東京国際フォーラムや関西

た感染予防対策を行いながら、人々に

は、世界初となる「効果の見える化」

国際空港施設、イオンモール、ホテ

再びクラブに足を運んでもらえるよ

に成功したことだ。試薬を用いて活性

ルなど多くの施設に導入されており、

う、取り組みたい。株式会社ビックス

酸素の発生量を測定することで、これ

’21年１月には大手娯楽施設にも施工

（以下、ビックス）では、フィットネ

まで難しいとされていた光触媒の効果

が予定されるなど、不特定多数の人々

スクラブの回復を後押しするため、感

測定を実現させた。

が利用する施設に導入されていること

染予防対策に特化したアイテムをそろ

「光触媒自体は10年以上前からあり

が、その効果を実証しているといえる。

えるPROTECT PROJECTの第４弾とし

ますが、これまで効果を測る方法があ

山田氏は「多くの施設さまが、コロ

て、世界初（※特許第5427093号）と

りませんでした。すでに多くの製品が

ナ禍で退会者が出て苦しんでいること

なる、効果を見える化した光触媒コー

あり、フィットネスクラブさまとして

を感じます。長年お世話になっている

ティングの提供を開始した。

は選択に迷うところでしょう。効果を

フィットネス業界に今こそ恩返しがし

きちんと見えるかたちにすることで、

たいと考えています」と語り、これま

安心して導入いただけると考えました。

での販促サポートに合わせて、今後は

こちらの製品は特許も取得済です（特

感染予防対策へのアドバイスにも力を

許第5427093号）
」
（長谷部氏）

入れていきたいと考えている。

99％以上の割合でウイルスを不活性化
効果の見える化で安心を提供
これまで28年にわたりフィットネ
スクラブの販促を手がけているビッ

光触媒はウイルスだけでなく、カビ

なお、すでに光触媒コーティングを

クス。’20年５月からは、コロナの感

や細菌などにも同様の効果を発揮する

実施し、その効果を測ってみたい施設

染対策に悩む施設からの相談を受け、

ため、匂いの気になりやすいトイレや

はビックスまで気軽に連絡してみてほ

PROTECT PROJECTと し て、 感 染 予

脱衣所、ロッカーなどに塗布すれば消

しい。無償でチェックしてもらえる。

防対策に特化したアイテムの取り扱い

臭効果も期待できる。コーティングに

フィットネスクラブに再び活気を取

も開始し、それぞれの施設の状況に合

より汚れもつきにくくなるなど、清潔

り戻すには、まず感染予防を徹底し、

わせて最適なアイテムを提案している。

な施設環境づくりをサポートしてくれる。

安心・安全な環境を整えることが必須

感染予防を徹底した施設づくりが
顧客回復への近道

条件となる。その効果が視覚的に確認

これまでにマシンの仕切りなどに利
用できる「フリーパーテーション」や

できれば、クラブスタッフも自信を

SUN ECOATは一度塗布すれば効果

もってお客さまを迎え入れることがで

「フェイスシールド」を提供してきて

が数年間にわたり持続するため、頻繁

きるだろう。効果検証の結果は施設内

いるが、10月から第４弾として新た

に塗布し直す必要がなく、気になるコ

に掲示してもいいかもしれない。お客

「抗菌・抗ウイルスCU（銅）フィルム」

に光触媒コーティング『SUN ECOAT

ストも抑えることができる。施設規模

さまも安心して施設を利用できるよう

（サン エコート）
』の提供を開始した。

にもよるが、屋内施工も約１日とス

になるはずだ。

これは、光をエネルギーとして物質

ピーディなため、休館日で完了できる

コロナ禍で、人々の健康への意識は

に化学変化を起こさせる触媒を混ぜた

ことも嬉しい。

間違いなく高まっている。安心・安

塗料を壁などに塗布することで、光触

「マシンや電子製品を傷めることもあ

全に利用できる環境を整え、今こそ

媒の酸化分解効果により活性酸素を発

りませんし、エタノールが含まれた布

フィットネスクラブが人々の心身へも

生させ、菌やウイルスを瞬時に酸化さ

などで拭いても効果が落ちません。光

たらす効果を広めていきたい。
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特

集

Feature

リ・マーケティング

フィットネス事業者がポストコロナを見据えて、改めて変化対応、変化創造していくために、既存店のリ・マー
ケティングや新規店のマーケティング、さらにはフィットネスクラブの機能を代替するような新サービスのイ
ノベーションをどのようにしたら実現できるのか、マーケティングやイノベーションの研究に実績と知見を豊
富にもつ日本を代表するマーケターら 12 名に取材し、キーポイントをわかりやすく示したいと考えた。
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Feature
特

リ・マーケティング

集

Ⅰ

Issue 課題

新型コロナウイルス禍（以下、コ

したフィットネスクラブや同施設の

（２）ポストコロナを見据えるなか

ロナ禍）に伴う緊急事態宣言の２ヶ

機能を代替するようなサービスが、

で、既存の業態・サービスを立て直

月間の休業、および政府関係者やマ

このコロナ禍を克服し、再び多くの

すには、どのようなマーケティング

スコミなどによる風評被害の影響な

生活者に普及・浸透していくように

が必要か？ 既存会員の復会や（見

どもあり、大きなダメージを受けた

するには、以前にも増してフィット

込み客を含む）新規顧客の獲得には

フィットネス業界。回復基調にある

ネスクラブの価値を生活者がきちん

どのようなアプローチが有効か？

優れたフィットネス事業者でさえ、

と認識し、大いに利用しやすいよう

（３）ポストコロナを見据えて、イ

いまだに在籍会員数は昨年比２～３

にしていく必要がある。

ノベーティブ（革新的）な業態・サー

割減の状態にあり、今期はほぼすべ

そこで、本特集では「リ・マーケ

ビスを創造するにはどのようなアプ

ての事業者が赤字決算を余儀なくさ

ティング」と題して、フィットネス

ローチが有効か？ さらに、そうし

れる状態となっている。

事業者がポストコロナを見据えて、

た業態・サービスをスケールさせて

フィットネスクラブは、安倍首

改めて変化対応、変化創造していく

いくには何がポイントになるのか？

相（当時）から、今年２月早々「ス

ために、既存店のリ・マーケティン

（４）これからの時代に求められる

ポーツジム」と名指しされ、あたか

グや新規店のマーケティング、さら

マーケターの要件は？ フィットネ

もフィットネスクラブがクラスター

にはフィットネスクラブの機能を代

ス事業者がマーケティング力を養う

発生源であるかのようにいわれ、さ

替するような新サービスのイノベー

にはどうすればよいのか？

らに「娯楽（レジャー）施設」
「不

ションをどのようにしたら実現でき

（５）フィットネス事業者が、その

要不急の施設」などと言われたりも

るのか、マーケティングやイノベー

目的や成果を実現するために、マー

したが、断じてそんなことはない。

ションの研究に実績と知見を豊富に

ケティングだけでは難しいと考えた

民間事業者の創意工夫によって、生

もつ日本を代表するマーケターら

とき、マーケティングの関連領域や

活者がなかなか習慣化できない健康

12名に取材し、キーポイントをわ

周辺領域―例えば、ブランディング

づくりをエンタテインメント的要素

かりやすく示したいと考えた。

やリーダーシップ、DX※１、人材教育、

を取り入れてサービス化することに

取材にあたっては、以下の５点に

組織開発など―で今後重要な要素が

よってサポートし、健全な社会や経

ついて、特に注意深く訊いた。

あるとしたら、それは何か？ その

済の発展に寄与するとともに、医療

（１）マーケティングとは？ その

要素はなぜ重要なのか？ どのよう

保険費など国や自治体の財政の負担

重要性や役割とは？

に取り入れていくとよいのか？

を抑える社会貢献性の高い事業を行
う、非常に重要な施設でもある。コ

40（％）

ロナ禍でステイホームを強いられた
く、ロコモティブシンドロームやフ
レイル、生活習慣病やうつ、認知症
などの症状も悪化させるなどの“健

20.3

20

10.8

30

（出典：株式会社 oricon ME）
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5.0

4.8

4.7

施設でなくても
運動・トレーニングできるから

私たちの社会や生活に必須の、こう

5.0

運動に対する
モチベーションが下がったから

クラブは必要不可欠な施設である。

5.7

身体を痛めて︑
怪我をしてしまったから

ようにするためにも、フィットネス

7.2

お金が思ったよりかかったから

万一感染したとしても重症化しない

引越しや子育てなどの
環境変化があったから

スなどに感染することを防いだり、

生活習慣が変わったから

に多くの生活者が新型コロナウイル

時間が合わなくなった
︵時間がなくなった︶から

0

9.6

混んでいることが多く
利用しにくかったから

10

新型コロナウイルスの
影響があったから

うした方々が健康を回復させ、さら

30.9

スポーツジム・フィットネスに
利用できるお金がなくなったから

康二次被害”を受けたが、今後、こ

30

※退会理由は「コロナの影響」が最多、１年以内退会者
では４割以上に。男性の退会者は、女性に比べコスト面
の割合がやや高い傾向にある。

生活者が、コロナ太りばかりではな

フィットネスククラブを利用しなくなった理由
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からだステーションで付帯収入向上。スタッフ間の情報共有、来館促進にも活用

からだステーション
株式会社ダンロップスポーツウエルネス ダンロップスポーツクラブ綾瀬 駒田裕紀氏（左）
株式会社豊通オールライフ ヘルスケア事業部 ICT ソリューション G 関 駿輔氏（右）
ダンロップスポーツクラブの８店舗に

め、退会率の削減へ貢献している。

づらくなります。タイムリーにフォ
ローすることで、来館のきっかけがで

導入されている会員サポートシステム

クラブとしては、継続して付帯収入

「からだステーション」
。利用者のモチ

を得られることが大きい。
「コロナ禍

ベーションアップや付帯収入向上につ

で在籍が減っている分、単価向上は収

ながっている。今年、
からだステーショ

益を担保するための大きな課題です。

のは、スタッフのフォロー体制。

ンの機能が向上したことを機に、改め

からだステーションの利用者が増えれ

「これまでは紙やエクセルに記入して

て利用促進につなげていく。

ば付帯収入も増えます。また、これま

いましたが、管理や共有に手間がかか

での利用状況から、からだステーショ

ります。からだステーションを活用す

770 円／月で提供
付帯収入で客単価向上、継続率に貢献

ンを利用することで継続につながるこ

ることで、オリエンテーションでお伝

ともわかっています。キャンペーン期

えした話や来館の目的、トレーニング

ダンロップスポーツクラブは、から

間終了後に多くの方に継続してからだ

内容、注意事項などをすぐに調べるこ

だステーションを１ヶ月770円（税込）

ステーションを利用していただくこと

とができます。４回サポートではなる

で提供しており、新入会者のキャン

が今後の課題です」と駒田氏は話す。

べく同じスタッフが対応するようにし

ペーン特典として１ヶ月間無料（キャ

未利用者へのフォロー
スタッフの情報共有に活用

ていますが、できないこともあります。

ンペーン特典により異なる場合もあ

きると思います」
（駒田氏）
もうひとつ活用したいと考えている

スタッフ同士が情報を共有することで
お客さまは安心感をもってトレーニン

る）で利用できることとしている。同

同社はこれまで、主に運動履歴の確

社は、初期定着のための取り組みとし

認などでからだステーションを利用し

グできると考えています」
（駒田氏）

て、
「４回サポート」を行っており、か

ていたが、１月からは未利用者や低利

らだステーションをお客さまの目標達

用者へのフォローでの活用を強化して

基幹システムとの連携、レポート作成
バージョンアップし、フォロー効率化

成をサポートするために活用している。

いく。同社は、１ヶ月間の来館数が０

からだステーションは、ウエアラブ

入会時の利用は95％以上で、キャ

〜２回のお客さまに電話をかけ、３ヶ

ル端末などで記録したクラブ内外の運

ンペーン期間終了後も続けるお客さま

月間利用がないお客さまには特典付き

動履歴やクラブで測定した体組成、血

は２割程度。

のDM（はがき）を送っている。リス

圧などの結果を、アプリで可視化でき

「体重を減らしたい、健康になりたい

トの抽出→はがきの購入→印刷と手間

るもの。お客さまのデータを一元管理

など、身体への成果を出すことを目的

と時間がかかっていたが、電話に出る

することでサポートを効率化できる。

に入会している方は、継続して利用し

人はほとんどなく、DMによって来館

また、プッシュ通知でメッセージを自

ていただけています。数字で変化が見

する人は１割程度と少ない。

動または都度配信することができる。

られることでモチベーションアップに

「リスト化してお客さまに届くまでに

今春には、基幹システムとのデータ

つながっているのです。特に男性は変

時間と手間がかかっていました。から

連携、レポート作成機能を追加。これ

化を数字で見られることにハマる方が

だステーションを活用することで属性

までデータ連携が特定の会員管理シス

多いようです」
（駒田氏）

ごとにプッシュ通知でメッセージを送

テムに限定されていたが、システムを

利用者の属性は会員属性とほぼ比例

ることができ、作業が減ります。来館

問わず可能になる。基幹システムの会

している。数字で効果を感じられるた

しなくなってから時間が経つほど通い

員情報や利用状況、からだステーショ

◆からだ通信簿画面イメージ

ンから得られるライフログを一元管理
することで、からだステーションを利
用していないお客さまのデータも含め
て閲覧できるようになり、より効率的
にフォローすることが可能になる。
未来館者との接点がもて、また付帯
収入にもつながるからだステーション。
クラブにとって大きなプラスになるの
ではないだろうか。
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IT ×フィットネスで、コロナ禍の新サービスを創出

Pトレ・BURNNING SHAPE・comieru
エヌエスティ・グローバリスト株式会社 フィットテック事業部長 町田 敏氏（左）
同 フィットテックセールス 土田真菜氏（右）
導入しやすいよう、初期投資がか

タジオ、プールなど入口に設置する

禍）のなか、フィットネスクラブでは、

からず、月額利用のサブスクリプショ

ことで、利用者数を把握することが

非対面・非接触・３密回避が必須とな

ン型となる。会員数が戻らない昨今、

できる。コロナ禍のなか、混雑を避

り、苦しい状況が続いている。さらに、

都度または月額オプションでの有料

けて利用したいお客さまから問い合

高齢化により総合クラブの主ターゲッ

サービスとすることで付帯収入も期

わせの電話に対応しているフィット

トとなる元気な高齢者の人口が減少し

待できる。

ネスクラブも多いのではないだろう

ていることも大きな課題だ。エヌエス

セルフエステ
「BURNNING SHAPE」
女性の満足度を向上

か。comieruを利用することで、利用

新型コロナウイルス禍（以下、コロナ

ティ・グローバリスト株式会社は、こ

状況が５段階で表示され、一目で混
雑具合がわかるようになる。

のような状況を打破できる「フィット

BURNNING SHAPEは業務用のエス

ネス×IT」の11の製品をSPORTECで発

テマシン。１台でフェイシャルとボ

すでに設置したフィットネスクラ

表。そのなかでも注目を浴びた３製品

ディの両方に利用でき、高い効果が

ブは、各エリアの利用状況をホーム

について話を聞いた。
パーソナルスペースを確保して
バイクトレーニングできる
「P トレ」

期待できるものだ。

ページ掲載・施設内に表示すること

「セルフエステの需要は高まってい

により、問い合わせが激減した。
「導

ますが、エステマシンでの施術と合

入施設では、水着に着替えてプール

わせて、フィットネスクラブでトレー

へ行くタイミングもプールの混雑度

Pトレはバイクの前横３方向を囲っ

ニングすることで、ダイエット効果

がリアルタイムに解るので、的確に

たパーテーションに国内各地の街並

向上が期待できます。また、女性更

判断ができるようになったと会員さ

みや大自然、空中、電車の運転席か

衣室などに設置すれば、トレーニン

まに好評です」
（町田氏）と、さらに

らの映像が流れるもの。同社はラン

グウエアに着替えるときに気軽に利

利用が平準化し、安心した利用につ

ニングマシンやバイクと連動して景

用できます」
（土田氏）

ながっている。

色が動くVRシステム「vFit」を提供

同マシンは通常300万円程度だが、

時間・曜日ごとの利用状況の統計

していたが、Pトレの特徴はコストが

同社は月額12万円のサブスクリプ

をとることもでき、フィットネスク

かからず省スペースで設置できるこ

ション型で提供する。低価格である

ラブはそれに応じたプログラムの編

とだ。

ことを強みに急増するセルフエステ

成や集客施策を考えることができる。

「 コ ロ ナ 禍 で 有 酸 素マシンの横を

サロンでは、フルタイム利用できる

パーテーションで仕切っているクラ

プランだと月額10,000円ほどになる。

導入しやすいサブスクリプション型
フィットネス× IT で利益と満足度向上

ブは多いですが、壁面や窓から２列

施術は立位または座位で行い、1.5

いずれのシステムも、サブスクリ

目以降に設置されていることが多い

畳ほどのスペースがあれば簡単に設

プション型にして、導入しやすいこ

バイクは、前に仕切りがなく、呼気

置できる。スタッフが行う業務は清

とが特徴だ。さらに、会員数が減少

からの感染が気になる方も多いので

掃のみだ。

しているなか、付帯収入やお客さま

はないでしょうか。他人の視線も気

「Ｐトレのパーテーションを応用し

満足度の向上につながる施策は多く

にならず、パーソナルスペースを確

て個室スペースを当社から提供する

のフィットネスクラブが求めている

保できることは、コロナ禍でなくて

こともできます」
（土田氏）と、導入

ものではないだろうか。

も需要があると思います」
（町田氏）

のハードルも低く、コロナ禍により

withコロナ期の新しい生活様式に

若年層だけでなく中高年層の女性に

適したサービスとして、注目したい。

も需要が高まっているセルフエステ
は、クラブの付加サービスとして期
待できる。

お問い合わせ
はこちら ↓

混雑状況を見える化し
安心して利用できる
「comieru」
comieru（コミエル）は混雑してい
る場所がわかるセンサー。ジム、ス
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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

■ コロナ禍のマーケティング戦略
どうしたらかつての会員は戻ってきて

でありCEOを務めるゲイル・ランダー

インドを行っている。感染予防対策を

くれるのか？ ポストコロナにおいて

ズ氏も自社のマーケティング戦略につ

強化すればすぐにメールでお知らせ

新しい顧客を惹き付けるにはどうした

いて「自身の健康を維持または改善し

し、マスクの着用を推奨する掲示を行

らいいのか？ 今、多くのクラブがこ

たいすべての人々に向けて、当クラブ

う。さらに同クラブのCOOであるマー

の悩みを抱えていることだろう。そこ

は安全・安心、清潔で広々とした空間

ク・ミラー氏自身が動画を通してメッ

でCBIでは、IHRSAメンバーである３

であるということを中心にアピールし

セージを送ったり、休会している会員

社に対して、
新型コロナウイルス禍（以

ています」と語る。

が復会しやすくなるよう、クラブの状

下、コロナ禍）前までは通っていてく

米国疾病予防管理センター（CDC）

れた会員、そして現在も通い続けてく

や州、地域のガイドライン以上の対策

こうしてクラブの最新情報を定期的に

れている会員、さらに潜在顧客に対し

をとることに努めるFFCでは、当然の

提供し続けることは、コロナ禍にお

てどのような取り組みをしているのか、

ごとく来館者にも協力を依頼しており、

いてもフィットネス業界が安全だと

取材した。

同社の新しい会員規約には、次のよう

いうことを世間に知らせることにも

なことが記されている。体調がすぐれ

なる。

１．安全性と清潔さ

ないときは外出しないこと、必要な場
所ではマスクを着用すること、ソー

況をドローンで撮影し、配信している。

２．エクササイズは必要不可欠

コロナ禍、多くのクラブが休業要請

シャルディスタンスを意識することな

「Exercise is Medicine」
。このこと

に迅速に対応した。そして休業期間中

どである。初めてクラブに来館する方

は、世界的に権威ある機関American

は、オンデマンドプログラムやバー

には、来館前に、それらの規則を遵守

College of Sports Medicineによって

チャルクラス、FacebookやInstagram、

する同意書にサインすることを求めて

も証明されており、業界関係者なら皆

Twitterなどのソーシャルメディアを

いる。

が知っていることだろう。コロナ禍に

活用し、会員の関心と信頼をクラブに

メリーランド州・ボルチモアに９軒

つなぎとめようと努力していた。施設

のクラブを展開するMerritt Clubでも、

対して身体活動が果たす役割について、

においても、新型コロナウイルス（以

会員やスタッフを守るために、安全対

盛んに報道するようになった。

下、コロナ）の感染拡大が始まった当

策の定期的な見直しと、会員へのリマ

「現在通ってきてくれている会員のエ

おいて、メディアも健康と疾病予防に

初から、感染予防対策やワークアウト
エリアの運用変更などについて、会員
への情報共有を第一優先で取り組んだ。
「会員、そしてこれから会員になって
くれるかもしれない潜在顧客のために、
感染予防を徹底して安全性を高めるこ
とにフォーカスしました。
そして、
メー
ルやSMS、ソーシャルメディアなどを
使って、当クラブがどのような安全対
策を実施しているか、常に伝え続けま
した」
（West Wood Club アラン・リー
チ氏）
ちなみにリーチ氏は、フィットネス
マーケティングについて、世界的に
講演も行う専門家だ。さらにFitness
Formula Club（以下、FFC）の設立者

“Come Back ！ ” ダイレクトメールキャンペーン（West Wood Club）
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AH Productsから販売された「LaLaCo」
チェアは、自然とよい座り姿勢が身に付
く椅子。少しでも体勢がずれるとスムー
スに座面が押し込めない構造となってお
り、背筋を伸ばしお腹に力を入れた正し
い姿勢で垂直に座面を押し込んだときの
み、心地よい揺れが発生する仕組みだ。
座る際や使用中の転倒防止に重点を置い
て開発されているため足腰の弱いシニア
も安全に使用することができ、揺れを利
用して軽く弾めば軽い有酸素運動にもな
る。座っているだけでお腹周りの体幹や、
ひざ上の太もも前の筋肉のエクササイズ
にもつながるなど、デスクワークで体型
変化が気になる方にも最適だ。

●問い合わせ・資料請求先は、
アライアンス（TEL. 03-5834-2324）

●問い合わせ・資料請求先は、
AH Products（TEL. 03-5778-4906）

座るだけで体幹強化を実現

ドイツ政府が国民に提供し、日本国内で
も最も精度の高い新型コロナウイルスの
抗体検査キットが発売された。検査時間
は10分、その場で現在感染しているか、
過去に感染したかの２つの感染状況を知
ることができる。感染拡大による不安が
多いなか、フィットネスジムの会員離れ
を防ぐには、
「安心を取り戻す」ことが
先決であり、新しい生活様式確立のため
には定期的に検査を行うことが効果的だ。
アライアンスの運営ジムでも会員全員に
実施し、好評だったという。安心できる
仲間たちと安全なエリアの確保をしてい
くため、また、自身のセルフチェックと
しても活用してみてはいかがだろうか。

﹁ LaLaCo
﹂チェア

●問い合わせ・資料請求先は、
ローカライズ（TEL. 03-6868-3892）

New Product

新型コロナウイルス

「TRAFFIC Signal」は、高精度の3Dセン
サーカメラを施設の出入口に設置して入
退場数を把握し、館内の混雑具合をホー
ムページや店頭ディスプレイでリアルタ
イムに３色（緑・黄・赤）で表示するこ
とができるシステム。これによって、安
心した施設づくり、来店促進が可能とな
るうえ、スタッフによる人数集計などの
手間がなく、業務効率化・経費削減も実
現できる。また、在館者数やピーク分析、
マシンやエリア別の稼働率をグラフで見
える化でき、人員計画やスタッフ配置、
マシン・プログラムの入れ替えにも活用
できるため、コロナ収束後のマーケティ
ングツールとしても有効だ。

New Product
セルフ抗体検査キット

﹁ TRAFFIC Signal
﹂
locarise

混雑状況をリアルタイム表示

New Service

Ne w Pr oduct & Serv ice

新商品＆新サービス

●問い合わせ・資料請求先は、
ダイカン（Mail. info@daikan.ne.jp）

●問い合わせ・資料請求先は、プライムエデュ
ケーション（TEL. 03-6410-7990）

●問い合わせ・資料請求先は、楽天フィット
ネス市場（Mail. rakuten1@ﬁtnessclub.jp）
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１台で２００種類以上の

米トータルジム社が開発したトレーニン
グマシン「エンコンパス」
。エクササイ
ズバリエーションは200種類以上と、こ
れ１台で全身をトレーニングできる。従
来のウエイトマシンとは異なる、てこと
滑車の原理を用いて自体重を負荷にエク
ササイズを行う設計を用い、固定式の
ケーブルマシンとは次元の違う自由度を
獲得。その結果、筋力強化とともに関節
可動域の向上も図れ、コアの安定性を保
ちながら、同時に複数の筋肉群を連携し
て動作させることを実現した。使用は６
畳ほどのスペースがあればよく、折り畳
めばコンパクトに収納できるとあって、
小規模施設にも有効だろう。

エクササイズバリエーション

フィットネスに携わる人々のための研
修システム『プライムエデュケーショ
ン・フィットネス・アカデミー（※通
称PEFA）
』
。これまで、施設運営に携わ
るスタッフからスタジオインストラク
ター・トレーナーまで、あらゆるジャン
ルの講義を経験豊富な講師陣で提供して
きた。さらに2021年春、オンライン研
修『PEFA eラーニング（施設向け基礎
コース）
』がリリースされ、パソコンや
タブレットで、いつでも、どこでも、何
度でも、またローコストで受講が可能と
なる。このようなときだからこそしっか
りと学び、活躍できる人材育成に取り組
んでみてはいかがだろうか。

ｅラーニングシステム

ダイカンが提供するサインエンターテ
イメントは、“サインとデジタルコンテ
ンツとの融合”を実現させた、新しいサ
イン。企業やブランドロゴがもつアイデ
ンティティやコンセプト、理念を最大限
の訴求力とイベント性をもったエンター
テインメントとして表現する。同社では
自社内にデジタルコンテンツチームを設
立し、顧客のニーズに柔軟に対応できる
体制を構築。プロジェクターを活用した、
映像だけでなく、音による演出を行える
マッピングサインシリーズや、プロジェ
クター投写に不向きな明るい空間用のモ
ニターマッピングなど、各施設の状況な
どに合わせて最適な演出法を提案する。

フィットネス関係社向け

New Product

映像や音で効果を最大化

New Product

サインエンターテイメント

New Product

Recommend Books

ヒントになる本 ◉ Text by Takenori Furuya

『マーケティング大原則』
足立 光・土合朋宏共著
朝日新聞出版刊
本体 2,000 円 + 税

ど

続するような仕組みをつくることだと言

行役員・マーケティング本部長と
してかかわり、V字回復を牽引。その後、
Pokémon GOのサービスとして知られる株
式会社ナイアンティックアジアパシフィッ
ク プロダクトマーケティング シニアディ
レクターに就任した足立光氏。本号の特集
に際しても取材依頼をしたが、株式会社
ファミリーマートのCMOに就任した直後
だったため対応いただけなかった。そのた
め本コーナーで同氏の著書を紹介したい。
著者によれば、マーケティングとは、①人
の心に何かしらの影響を及ぼして結果的に
行動を変えること、②目的達成のためにす
べきすべてのことを行うこと、③成功が継

う。なんだ、経営そのものじゃないかと思
うかもしれないが、著者は「どんな製品・
サービスや業界にも通じるマーケティン
グの原則がある」と言い、
「これを１冊に、
しかも退屈な教科書ではなくて、たくさん
の実例が登場する、わかりやすくておもし
ろく」解説している。本書は、マーケティ
ングの基礎、
基礎的製品戦略、
消費者コミュ
ニケーション、販売促進・そのほかのマー
ケティング活動の4章からなり、まさに複
雑化する今の市場・顧客を理解して、どの
ようにマーケティングに取り組めばよい
か、たくさんの示唆が得られる。本特集に
登場する西口一希氏との対談も興味深い。

こ

た数学マーケティングの力」と副題に添え
られた本書では、
「市場構造を理解するこ
とによって、成功確率の高い企業戦略を選
ぶことができる」とする同氏が、市場構造
の本質は「消費者のプレファレンス」にあ
ると喝破し、いかにそれを高めてシェアを
上げ、結果として売り上げを伸ばし、その
伸び以上に会社のパフォーマンスを高める
のか、解説する。ここで森岡氏のいうプレ
ファレンスとは、消費者のブランドに対す
る相対的な好意度（簡単にいえば“好み”）
のことで、主にブランド・エクイティ、価
格、製品パフォーマンスの3つによって決
定付けられる。フィットネス事業者にとっ
ても大いに参考になる１冊だ。

ん底の日本マクドナルドに上級執

『確率思考の戦略論』
森岡 毅・今西聖貴共著
角川書店刊
3,200 円 + 税

ちらも、本号の特集に際して取材依
頼をしたが、残念ながら対応いただ
けなかったマーケターの著書を紹介した
い。株式会社P&Gジャパン出身のマーケ
ター森岡毅氏が、同社在職時から信頼を寄
せるアナリスト今西聖貴氏と共著した『確
率思考の戦略論』だ。森岡氏は、高等数学
を用いた独自の確率統計ノウハウによる戦
略理論と多くの奇抜なアイデアで、経営難
に陥っていたテーマパーク、
ユニバーサル・
スタジオ・ジャパンをV字回復させた人物。
そのマーケティング手法が、本書とその前
に刊行された『USJのジェットコースター
はなぜ後ろ向きに走ったのか？』
（角川書
店刊）に記されている。
「USJで実証され

『プロフェッショナルマーケター』
守口 剛編著
ダイヤモンド社刊
2,000 円 + 税

商

品やサービスのコモディティ化が急
速に進む今の時代にあって、マーケ
ティング、あるいはマーケティング的な考
えは、企業内のあらゆる階層、あらゆる職
種の人々に求められる時代になったといえ
るのではないか。そうした時代にあって、
マーケティングを理解していることと、そ
れを使いこなして成果を出せることとの差
は、個人としても企業としても、とてつも
なく大きいといえる。本書は２部構成に
なっていて、その第２部ではマーケティン
グの基本的な考え方を土台として、実務の
世界で効果的なマーケティングを実践する
ためのポイントなどを整理しているが、白
眉は18名のプロフェッショナルなマーケ

ターが、それぞれに自身の経験をもとに優
れたマーケティングを展開するための考え
方やマーケターとして成長するために必要
なことを披露している第１部だ。今号の特
集で取材した西口一希氏や音部大輔氏のほ
か、奥谷孝司氏や足立光氏、鹿毛康司氏な
ど、日本を代表する人々がマーケティング
の急所をたいへん平易に説明してくれてい
る。フィットネスクラブを経営・運営する
方々にとっても、これから新業態・新サー
ビスの創造や、既存業態のリデザインが、
大きな課題になっている今、マーケティン
グを理解していることは不可欠だ。18名
の考え方を理解することで、きっと課題解
決へのヒントや勇気が得られるはずだ。
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◎本誌購読申し込み方法

Mission

便利でお得な年間予約購読をお勧めしています。契約年数が長いほど、さらにお得になります。価格は下記と通り
となります。また年間購読者に限り、メールマガジン「フィットネスビジネス EXPRESS」の無料配信、及び『月刊
NEXT』の無料配布の特典がございます。本誌添付の払込取扱票にて最寄りの郵便局よりお手続きください。ご入
金後１週間ほどで本誌を発送させていただきます。銀行振り込み・代金割引・カード決済をご希望される場合は、
「フ
ィットネス市場」
（http://item.rakuten.co.jp/fitnessclub/c/0000000149/）からお申し込みください。

私たちのミッションはフィットネスビジ
ネスに携わる人々にとって重要かつ関心
の高い業界経営情報をわかりやすく編集
し、タイムリーに提供することによって
事業者の成功と成長を支援し、結果フィ
ットネスやスポーツ、クラブライフを通
じて豊かな人生を送る生活者を増やして
いくことです。

編集発行人 古屋武範

（税込）

期間

配本数

購読料金

1 冊あたり価格（参考）

送料

１年間

６冊

17,640 円

2,940 円

サービス

２年間

12 冊

33,510 円

2,792 円

サービス

３年間

18 冊

47,620 円

2,645 円

サービス

※『フィットネスビジネス』誌は、1 冊単位でも購入できます。ただし、別途送付手数料 390 円がかかります。

Publishing
発行・発売・編集
株式会社クラブビジネスジャパン

◎求人広告などの掲載
『フィットネスビジネス』
、
『月刊 NEXT』および「フィットネスオンライン」（www.fitnessclub.jp）
、『フィットネス
ジョブ』
（www.fitnessjob.jp）などを効果的に活用し、貴社が求める質の高い人材をローコストで募集します。また、
オーディションや養成コース・資格取得などのセミナーの参加者の募集も行えます。
広告の掲載を希望される方は編集部求人広告担当、工藤・富永までご連絡をお願いします。

編集発行人／古屋武範
副編集長／剱持真由・岩井智子
編集／本庄尚子
デザイン・レイアウト／井澤俊二

◎本誌到着日について
本誌は奇数月 25 日発売を予定しています。交通事情等の影響で配送業者の便が遅れる可能性がございます。予めご
了承ください。

提携誌
IHRSA 刊『Club Business International』
協力
IHRSA、FIA UK、厚生労働省、経済産業省、
文部科学省、社団法人スポーツ健康産業団
体連合会、一般社団法人日本フィットネス
産業協会（FIA）、社団法人日本スイミング
クラブ協会、公益社団法人日本フィットネ
ス協会、公益財団法人日本生産性本部、日
本ホスピタリティ推進協会、公益社団法人
日本マーケティング協会、アジア・サービ
ス・ビジネス研究所、一般社団法人アジア
経営者連合会、新経済連盟

◎ご意見・ご感想について
本誌掲載の記事についてのご意見・ご感想を右記フィットネスビジネス編集部メール宛て、200 字程度でお送りくださ
い。選考のうえ、本コーナーに掲載させていただきます。採用となりました方には、薄謝進呈いたします。
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株式会社クラブビジネスジャパン
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Editor's Letter
政府や自治体が、緊急事態宣言をし
て、その時短協力要請に多くのクラ
ブが早々と午後８時までの営業を決
めたが、個人的には反対したい。健
康づくりを習慣化している人が、安
全な環境で運動できる機会を奪って
しまうことで、健康被害が起こるか
らだ。そのエビデンス
（証拠）もある。
クラブが本来果たすべき役割や責任
と、今回の時短営業という決定の間
には明らかに矛盾がある。今号では、
フィットネス事業者がポストコロナ
を見据えて、変化創造して、本来の
役割を果たすにはどうしたらよいの
か？について取材した。

月刊ネクストで、デジタルフィット
ネスのカオスマップを特集した。海
外でのデジタルフィットネス市場の
急成長は、新型コロナウイルス禍以
前からフィットネスに参加している
人が代替利用していることが想定さ
れ、潜在人口にすると英語圏（アメ
リカ、イギリス、カナダ）で、7,854
万 人（2019 年 IHRSA レ ポ ー ト ）。
一方日本では、フィットネス参加人
口約 400 万人が初期ユーザーと想
定され、英語圏の約 20 分の 1。デ
ジタルが浸透しても、フィットネス
自体のリ・マーケティングが今後の
鍵となる。

古屋武範
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岩井智子

コロナ禍で制約がある生活をいかに
過ごすか。本号「Hit Item」では「デ
ジタルテクノロジー」を特集してい
ますが、テクノロジーに助けられて
いる部分が多々あると感じます。ご
紹介していないものも含め、毎年新
たなサービスが出ており、特に今
年は、活用の場が増えていることで
しょう。個人的に嬉しかったのは、
毎回「Close Up」で「仕事道具とし
て欠かせないもの」をご紹介いただ
いているのですが、初めて『フィッ
トネスビジネス』と言っていただけ
たことです。少しでも、お役に立て
ていれば幸いです。
剱持真由

テレワークをしている方の多くが、
通勤がなくなり「通勤時間がいかに
無駄な時間だったかわかった」「ス
トレスがなくなった」と喜んでいま
す。しかし、個人的には「通勤時間
＝無駄」とは感じていません。通勤
もよい運動になることや、その間音
楽を聴いたり、英会話を勉強した
り、本を読んだり。私にとってはよ
いリラックスの時間になっていたこ
とに気づきました。それらを自宅で
行おうとしても、気合いが必要だっ
たりなぜかすぐに飽きてしまったり。
“（通勤し）ながら ” が継続するに
はよかったのだと感じています。
本庄尚子
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