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出展企業の紹介

フィットネス・スポーツ業界
合同リクルートフェア

弊社の最大の魅力は担当制！フィッ
トネスクラブに来館していただける
お客様、一人一人に担当が付き、健
康サポートするのは勿論のことフィッ
トネスクラブ以外の時間を健康にし
ていくために、お客様一人ひとりの
悩みや体質、ライフスタイルに合っ
た運動や食をお客様に提案をしてい
きます。
結果を出すために本気でサポートし、
お客様に効果を実感してもらうのが
私たちの使命だと考えています。

株式会社ラストウェルネス

「遊ぶ、楽しむ、フィットネス」をコン
セプトに、健康づくりを目的とした初
心者対象スポーツクラブを全国展開
しています。「運動が嫌い、苦手。で
も健康であり続けたい」そのような
想いを叶えるため、一握りのマニア
的な方が求めるクラブではなく、運
動初心者の方々が通いやすく楽しみ
ながら健康づくりに取り組める場を
提供しています。

株式会社東祥

﹁健康を、もっと、あたらしく」をビ
ジョンに掲げ、リラクゼーションスタ
ジオ「Re.Ra.Ku」を中心に全国に
302店舗（2021年1月現在）展開し
ています。
また、ヘルスケアアプリ「L av」や
充電不要のウェアラブルトラッカー

「MOTHER」の開発も行っており、
世界中の人々を健康で快適な生活
に導き、幸せにしていく為にヘルスケ
ア領域で挑戦している会社です。

株式会社メディロム

「毎日に活気をもたらすカラダへ最
短で最大の結果を出す」  をコンセ
プトに掲げ、著名人・モデル・アス
リートまで幅広い層の方々のニーズ
に応えるべく、マンツーマンでのト
レーニング指導を行う『パーソナル
トレーニング』を日本で初めて導入
したジムです。
お客様が「理想のカラダ」を手に入
れるためのトレーニング方法を提案
し、サポートします。 

トータル・ワークアウト
プレミアムマネジメント株式会社

100余年の老舗ベンチャー企業が
運営するクオリティクラブです。
地域密着、施設デザインとホスピタ
リティで差別化する「アイレクス」ブ
ランドで、愛知県内に 25店舗を展
開しています。
クオリティを高めることに重きをお
き、そのための人づくりも大切にす
る会社です。

アイレクススポーツライフ
株式会社

スポーツクラブVivo、女性専用ホッ
トヨガスタジオVivoBearsi、ピラ
ティスリフォーマースタジオ、24ｈジ
ムなど、直営店18店舗、有名ホテル
ジムなど6店舗の運営を受託。自社
養成スクール「colours（カラーズ）」
では、ヨガやピラティス、ウエルネス
エステなどのデビューも！ 研修や福
利厚生も充実、新たなことにチャレ
ンジできる会社です！

株式会社サップス
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ようこそ、フィットネス業界へ 
フィットネスビジネス編集長 古屋武範

フィットネス業界の歴史

フィットネス業界「７つの予想」

気になる入社後のキャリアパス

採用動向と就職活動のポイント

採用担当者に聞く就職活動 Q&A

フィットネス業界の魅力

Interview1 だから私たちフィットネス業界に就職しました！
Interview2 マネージャー・支配人に聞くフィットネスクラブの仕事

Preparation フィットネス・スポーツ業界で働くために
どんな準備をしておけばいいのか？

solution 日本の課題と解決策としての「フィットネス」
global ダイナミックに成長し続けている世界のフィットネス企業

Point フィットネス企業から内定をとるためのポイント
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リクルートマガジンは、これから就職活動を始める方々へむけて、主にフィット
ネスクラブを経営・運営する企業の情報を中心に、フィットネス業界で働くこ
との魅力や仕事内容、将来のキャリア形成などについて紹介させていただく
就職活動サポートマガジンです。

【Fitness Business別冊】リクルートマガジン
（2022年度版）

● 編集発行人
● 編集部

● アートディレクター
● 印刷

株式会社クラブビジネスジャパン
〒150-0045
東京都渋谷区神泉町20-25　神泉ＱＳビル8Ｆ
2021年2月25日発行
ⓒClub Business Japan,Inc.2020

広告掲載に関するお問い合わせ
株式会社クラブビジネスジャパン
TEL 03-5459-2841
FAX 03-3770-8744
E-MAIL info@fitnessclub.jp
HP www.fitnessclub.jp

STAFF
古屋武範
本庄尚子　剱持真由　
富永真由美　芳賀隼人　平野美裕
原田有紀
JTB 印刷

スポーツ・フィットネス業界の就職・キャリア情報専門サイト

http://www.fitnessclub.jp/business/recruitfair
 新卒採用情報はここからアクセス

FITNESS CAREER LAB
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株式会社クラブビジネスジャパン
代表取締役社長

『フィットネスビジネス』編集長
Takenori Furuya　古屋 武範
1985年早稲田大学卒業後、セノー株式会社入社。
企画・広報・国際関連業務を担当。2002年、株式
会社クラブビジネスジャパンを設立。同社が発行する
『フィットネスビジネス』（IHRSA刊『クラブビジネス
インターナショナル』提携）編集長としてテレビ・ラジ
オへの出演、新聞・雑誌への記事掲載、司会・講演・
寄稿・執筆等多数。
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　これからはじめての就職について考えようとしている皆さん。
この『リクルートマガジン 2022』をお手に取ってくださったと
いうことは、フィットネス業界に少しでも興味をもってくださっ
ているということでしょう。
　フィットネス業界とは、主にフィットネスクラブを経営・運
営する企業を指しますが、もう少し幅広く健康ビジネス業界と
括れば、フィットネスのみならず、医療、ヘルスケア、介護予防、
スポーツ、ビューティー、リラクゼーション、栄養といった分
野の産業なども含まれます。AI、ロボティクスなどデジタル
テクノロジーの進展や生活者のライフスタイルの変化などか
ら、フィットネス業界と、こうした周辺の業界とのボーダーが
限りなく薄れ、これまでになかった新しく魅力的な業態や商
品・サービスが誕生してきました。一例を示すと、健康関連
のメーカー・サプライヤーが運動関連のソフトを開発し、どこ
にいても自由気ままにエクササイズできるようになったことが
挙げられます。業界の枠を超え、各所でイノベーションが起こ
りつつあるのです。そこにコロナ禍が襲いました。多くのフィッ
トネスクラブ企業がダメージを受けましたが、コロナは「本質」
を浮き彫りにしました。フィットネスサービスはコロナ下だか
らこそ不可欠なものであるということが明らかになりました。
習慣的に運動に取り組む人は感染リスクが 31％減り、感染に
よる死亡リスクも 37％減るというエビデンスがあります。この
他、認知症やフレイル、メンタルヘルスなどに効果があるこ
とがわかっています。
　ですが、それをきちんと一人ひとりのお客さまに提供できる
る企業もあれば、できない企業もあります。残酷ですが、コ
ロナはそうした企業を選別します。
　本誌では主にフィットネスクラブを経営・運営する企業のこ
とを中心に、皆さんが就職を検討するフィットネス業界や、そ
こで働くことの魅力、どうすれば就職できるのか、仕事の内容、
将来のキャリア形成などについて、できる限りわかりやすくあ
りのままを紹介していきます。
　フィットネス市場は、世界でも、日本でも成長余力の大き
い分野です。国の成長戦略の 1つである「健康寿命の延伸」
への取り組み、健康経営の推進など数々の機会もあります。
そこでのビジネスは社会に大きく貢献するものです。何より、
フィットネスをすることは気持ちが良いですし、健康な心と身
体が得られます。前述したようにコロナにも感染しにくくなり
ます。「健康は失ったときに、その大切さがわかる」とよくい
われますが、病気にならずに元気でいることは人生そのものを
豊かなものにしてくれます。欧米でも「Exercise is Medicine」
とよくいわれています。運動は身体にとって最良の薬なのです。
このことは何度も言いますが多くのエビデンスが示しています。
ニューノーマル（新常態）へと向かう時代、フィットネスは、
日本人にとってますます必須のものとなることでしょう。
　私たちフィットネス業界の関係者は、フィットネスビジネス
に取り組もうと思う若者たちを大歓迎します。
　ようこそ、フィットネス業界へ。ぜひフィットネスクラブ経
営企業の門をたたいてみてください。門の先には大きな可能
性が開けています。



まずはここから!
フィットネス業界の歴史
業界の歴史について深く調べるのはなかなか難しいもの。
日本での歴史を総ざらいしてみよう！
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成長期
1980年代前半

　81年には“エアロビクス”という言葉が
広がり、若い女性を中心にエアロビクス（ダ
ンス）ブームが起こった。これらを 1つの
クラブに統合し、日本ではじめて「フィット
ネスクラブ」の名を冠して開業したのが 83
年セントラルスポーツの「ウィルセントラル
フィットネスクラブ新橋」であった。また
同年、ピープルも「エグザス」ブランドで、
スタジオ・ジムタイプのクラブを東京・青山
にオープンさせた。このとき「入会金１万円・
月会費１万円・利用料なし」という現在の
クラブの料金システムの原型がつくられた。

発展期
1980年代後半

　80年代後半に入ると、日本経済は「バブ
ル」の兆候を見せ始めた。80年代最後の３
年間には年間 200軒を超える総合型のクラ
ブがオープンし、フィットネス業界史上最
大の成長期を迎えた。
　当時は、スイミングスクールが少子化の
影響を受け始めていた時期でもあった。そ
のためスイミングスクール業界で先行して
いた大手３社の、ピープル、セントラルス
ポーツ、NASは、既存のスイミングプール
にジムとスタジオを付け加えるなどして、
成人も集客できる総合フィットネスクラブ
へと業態転換を図っていった。またこの頃、
業界の成長度と健康的なイメージの良さか
ら異業種の大手企業の参入も加速。サント

黎明期
1960 ～ 1970 年代

　日本のフィットネスクラブの起こりは
1964年の東京オリンピック後に水泳の選
手や指導者によって個別に行われるように
なった「スイミング指導」にある。現在国内
売上高最大手のコナミスポーツ＆ライフや、
2番手のセントラルスポーツをはじめ、多く
の企業がスイミングスクールから事業をス
タートさせている。
　69年にまずセントラルスポーツが「子ど
もたちに水泳を教えて将来の金メダリスト
をつくる」という志のもと設立された。同
社はそのなかで運営受託というモデルを考
え出し、運営施設を増やしていった。
　後を追うように、71年にはダイエーレ
ジャーランド（ダイエーオリンピックスポー
ツクラブの前身・現コナミスポーツ＆ライ
フ・以下、DOSC）が、73年には日本体育
施設運営（現スポーツクラブ NAS・以下、
NAS）が、74年にはピープル（コナミスポー
ツクラブの前身）がそれぞれスイミングス
クール１号店をオープンし、76年にはセン
トラルスポーツも自社所有のスイミングス
クール施設を開設、これらの先行企業を中
心にスイミングスクール業界は急速に拡大
していくことになる。　同時に、日本には
一連のスポーツブームが起こっていた。多
くは米国の文化にならったものであり、ジョ
ギング、ジャズダンス、テニスと続いた。
この流れから、ディックルネサンス（ルネサ
ンスの前身・以下、ルネサンス）はこの時
期（79年）テニススクールから事業をスター
トさせている。

リーが 87年にティップネス１号店を渋谷
にオープンさせている（現在は日本テレビ傘
下）。翌年の 88年は史上最高の年間新規開
設施設数、224軒を記録した。
　しかし、バブル経済が崩壊すると、深刻
な景気低迷で一般消費者の財布の紐が固く
なり、各クラブは入会者を減らし収入も縮
小均衡となっていった。

調整期
1990年代前半

　だが、そうした傾向を敏感に読み取り、
いち早く低成長、低消費の時代にマッチ
したクラブ開発・運営手法をとる企業も現
れていた。ルネサンスは「ロー・コスト建
築（経営）」の手法をつくり、この時期以
降はほぼすべてのクラブがこの方法を採
用することになる。
　だが、バブル経済崩壊後の消費の冷え込
み、入会者減は業界各社の予想を超えるも
のであった。すべてのクラブが生き残りを
かけてコスト削減に取り組むとともに、入
会者を増やすための営業とプロモーショ
ンを強化した。クラブにとって主要なコ
ストは３つであり、人件費（当時の売上高
比 27％）、家賃（同 20％）、水道光熱費（同
13％）で約６割を占めていた。社員をパー
ト・アルバイトスタッフに変え、水道光熱
費を削減するさまざまな取り組みが進めら
れた。売り上げを高めるプロモーション手
法としては、入会金の割り引きが一気に広
がった。退会率も徐々に高まり、消費が一
層低迷するなか、入会金をオフしないと「新
規入会がとれない、それは赤字転落を意味
する」との焦りが、そういう状況を生んだ

エアロビクスの提唱者ケネス・クーパー。
1981年来日、ブームを起こす

History
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ともいえる。

復調期
1990年代後半

　そうした状況下、ピープルが月会費の見
直しに着手した。それまで一律だった月
会費を主に施設規模に合わせて見直した。
元々クラブ経営の重要なポイントは、立地・
施設・料金の主要３要素を地域の顧客ニー
ズに合致させることにある。同社はそれを
クラブごとに精緻に整えたのだった。同社
は、ジム・スタジオタイプの小規模クラブ
を月会費４千円というそれまでの業界平均
の半額で売り出した。これは振り返ると一
時ではあったが、需要を喚起した。さらに
ピープルは、ナイト会員・アクア会員・モー
ニング会員・ホリデー会員・アフタヌーン
会員など、時間軸や空間軸で制限をもたせ
た会員種別をレギュラー会員の６～７割程
度の価格で発売した。これにより施設稼働
率が改善されるとともに、会員数が１千名
以上増加するケースが続出、なかには会員
数が２～３倍に達するクラブもあった。同
手法では、客単価は下がるものの総売上高
と利益が高まった。また営業時間を延長さ
せたこともあって、施設稼働率がさらに高
まり投資効率も高まっていった。これに加
えて同社は、積極的にグループエクササイ
ズを拡充させた。これも大きな成長要因と
なった。そうした様々なマーケティング策
に大手企業は追随していった。しかし、変
化対応しにくい独立系のクラブはなかなか
同様の手法をとれず徐々に経営を悪化させ
ていった。そうしたクラブを大手企業らが
肩代わりし、施設をリニューアルして経営

今ではMOSSAなどのプレコリオ
プログラムがすっかり定着してき
ている

2000年代、パーソナルトレーナーがクラブに
導入され始めた頃のプロモーション

今ではMOSSAなどのプレコリオ2000年代、パーソナルトレーナーがクラブに

を再建していった。こうしてフィットネス
業界大手企業は、長期に渡る不況にも関わ
らず、業績を伸ばすことに成功していく。
この結果、日本の市場が二極化の傾向を強
めていった。
　90年代後半には、フィットネスをさら
に広い消費者層にマーケティングしていこ
うとする業態開発が大手企業を中心に積極
的に行われ始めていく。プールがない都市
型施設や温浴施設やスパ、子ども向け施設
を付帯した大型施設が展開された。
　99年には、それまで下降傾向にあった
客単価を引き上げようとの動きが見え始め
る。特に比較的安価であった時間軸・空間
軸で制限を持たせた会員種別の価格を若干
値上げしたり、有料プログラムや飲料の販
売など付帯収入を高める動きが見えた。

再編期
2000～ 2001年

　00年から 01年への世紀の変わり目に
は、業界再編の始まりと新たな成長を感じ
させる出来事が立て続けに起こった。00
年 11月のセントラルスポーツの株式公開、
同年 12月のルネサンスとスポーツクラブ
トリム（以下、トリム）の合併、01年４月
のティップネスとレヴァンの合併。２月に
はピープルの資本主体がマイカルからゲー
ムソフト大手のコナミに変わり、３月には
NASがササダ・ファンドに買収された。
　ただし、00年度、先行各社の既存店の
売り上げは、それまでの５年間ほどの伸び
を示さなかった。また、この頃から新会社
の不振や成長戦略の見直しから、フィット

ネスクラブ経営子会社を売却するなどの動
きも活発化していくことになる。
　00年度のフィットネス業界の不振は一
時的なものでは終わらず、その後 02年ま
で続くことになる。折りしも日本経済は
00年春から ITバブルが崩壊、財政引き締
めが続き、公共政策が削減され、景気は悪
化の一途をたどることになる。

再調整期
2001～ 2002年

　01年の対前年の市場規模伸び率は 0.0％
となる。そしてこれに続く 02年のそれは
マイナス 2.0％と縮小してしまう。打つ手
が見つけられないなか、各社は既存店のリ
ノベーションや館内セールスの強化、体
成分分析器導入によるカウンセリングの強
化、新店では早期入会者への月会費の永久
割引の提供などにより、新規入会者の獲得
を目指した。
　02年には、その後業界関係者の注目を
集めるいくつかのクラブをベンチャー企業
が開発している。また、00年からの業界
再編の流れもそのまま続いた。

再復調期
2003～ 2006年

　03年夏頃から新規店と一部の企業の既
存店の業績が上向き始める。01年からの
再調整期の間に打った策が奏功し、入会率、
定着率、利用率、客単価が徐々に上昇して
いき、回復の道へと向かい出した。低体力
者や疲労者が多くなり、リラクゼーション
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00年代後半、「ビリーズブートキャ
ンプ」や「コアリズム」などエクササ
イズDVDが流行した
ⓒコアリズム（2008）／エクサボディ

2010年代から、マイクロジムが増え始める2010年代から、マイクロジムが増え始める

系のサービスを採り入れるクラブが増え
始めたり、パーソナルトレーニングやダイ
エットプログラム、カルチャー系プログラ
ムなど、個々のフィットネスニーズに対応
するプログラムを採り入れるクラブが増え
ていった。そうしたなか、プログラム面で
はティップネスが 03年大々的にプロモー
ションをかけたヨガが大ヒットする。これ
により、クラブ離れが目立っていた 20～
30歳代の女性層が再びクラブを利用する
ことになった。また同年には、女性専用小
規模サーキットトレーニングジムの日本１
号店「Jサーキット苦楽園」ができている。
同業態は、05年のベンチャーリンクによ
るカーブス１号店出店から急速に出店が増
え、現在日本に約 3千店弱が開業され、一
部の総合クラブの集客（入会予算）に影響
を与えるまでになっている。
　市場規模は 06年にそれまでの最高値とな
る 4,072億円を記録。05年、06年と対前年
でそれぞれ年率５～６％の成長を実現。
　総施設数が増えるなか、成功するために
は業態ごとにポジショニングを明確にする
ことが求められている（図 1参照）。
　また 03年６月には「地方自治体の一部を
改正する法律」が公布され、その中に「公
の施設」の管理運営を民間市場に開放する

「指定管理者」制度があり、民間クラブが
競って各自治体へのアプローチを始めた。

「多様化」と「成長」がこの４年間の業界を
語るキーワードである。だが一方で、確実
に競合環境は厳しさを増し、06年秋には
個々の企業の収益力に陰りが見え始めてい
た。

第三次調整期
2007年～ 2011年前半

　フィットネスクラブの市場規模は 06年
をピークに 07年から減少。上場大手企業
の 09年度の経常利益は５年前と比べると
半分以下の水準まで落ちた。
　その外的要因としては、以下の 4点が考
えられた。①景気の低迷と消費の選択肢の
広がり：景気が低迷する一方、消費の選択
肢は広がっている。ケータイや生活用品等
への消費は多くなってきているが、美容・
健康関連への消費は縮小してきているう
え、フィットネスクラブの機能の一部を代
替するような商品サービスがいくつも登場
してきてボーダレスの競争状態となりつつ
ある。②ライフスタイルと消費行動の変化：
今の若手層は仕事で忙しく疲れているにも
かかわらず、収入も少ないため、スポーツ
にも消極的になってきている。③業態の多
様化と専門店の台頭：フィットネス・スポー
ツ関連施設が多様化し、さらに専門店化し
てきている。④競合から競争へのステージ
の変化：1ヶ所にクラブが集中し過ぎたこ
とで、これまでバランス良く競合していた
ものが、激しい競争になっている。
　また内的要因としては以下の 4点が考え
られた。①戦略構築力の弱さ：経営者また
は経営幹部のビジネスモデル構築力が弱く
なっている。また、そのベースとなる起
業家精神も衰えてきている。②価値強化力
の弱さ：市場の変化に対応したマーケティ
ングをし、組織能力を高め、それと同期し
て顧客価値を高めていく力が弱い。③価値
伝達力の弱さ：効果と効率を両立した新た

なプロモーション手法の確立にチャレンジ
していない。④顧客創出力の弱さ：顧客が
満足し、喜んでお金を払うアイテム・サー
ビス・システムの開発やフィットネス参加
者を増やす効果がある分野の開拓などへの
チャレンジが甘い。

安定期
2011年後半～現在

　11年から各社がそれぞれ既述した外的
要因・内的要因を意識し業績回復策を模索
し始めた。その鍵は、既存店においては基
本に立ち直り「顧客」が満足する価値をど
のようにつくるかであり、新規店において
は革新的な業態を創造し、いかにその価値
を伝えるかにあった。この間、主に総合型
のクラブを展開してきた既存大手プレイ
ヤーはスクールへの注力と成人会員の定着
促進、新業態による特定の層の取り組みな
どにより、一部を除いて業績を安定化させ
ている。一方、主に小規模目的型のジムや
スタジオを経営する新規事業者にも勢いが
あり、出店数を伸ばしている。
　コロナ禍はあったが、中長期的には成長
市場となるだろう。その根拠は、若き情
熱ある起業家が台頭しイノベイティブな業
態・サービスを創造しつつあるからである。

エクスペリエンス志向

バリュー志向利便性志向

成果志向

図 1：業態別ポジショニング

フィールサイクル／ b-monster
アイレクススポーツクラブ

スポーツクラブ Vivo ／レアレア

トータル・ワークアウト
ゴールドジム
ライザップ

ホリデイスポーツクラブ
ジョイフィット

ゼクシス

エニタイムフィットネス
カーブス
Re.Ra.Ku

高

狭 広

低

価格

面積
総合
業態
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  '00S

ITバブル崩壊
「ビリーズブートキャンプ」日本発売
「Wii Sports」「Wii Fit」発売 
ランニングブーム
「コアリズム」大ヒット
特定検診・特定保健指導
リーマン・ショック
 ・ピープル、東証一部上場
・民間と競合する公的施設の新設・増設の禁止
・コナミスポーツがダイエーオリンピックスポーツクラブ68店舗を買収
・ヨガブーム
・ルネサンス、ジャスダック上場
・東祥、ジャスダック上場
・セントラルスポーツ、東証一部上場
・ルネサンス、東証二部上場
・市場規模4千億円台へ
・ベンチャーリンク、カーブスと独占ライセンス契約を締結
・大和ハウス工業がNASを買収
・コナミスポーツ、コナミの完全子会社化
・ビクラムヨガ1号店が銀座にオープン
・ルネサンス東証一部上場
・小規模サーキットトレーニングジムが１千軒突破
・メガロス、ジャスダック上場
・ルネサンスとリーヴ・スポーツが合併
・コシダカ、カーブスジャパンを子会社化
・「90分会員」「月4会員」などの導入進む

  '11S

JASRAC管理の音楽著作物の利用許諾開始
東日本大震災発生
・カーブス、1,000店舗達成

  '13S

政府発表の成長戦略で
「健康寿命の延伸」が柱のひとつに

夏季東京オリンピック・
パラリンピック開催決定

  '17S

健康経営、広がる
糖尿病、初の1,000万人超え

  '18S

フィットネスクラブ経営企業の収入高合計、過去10年で最高

健康増進型保険　住友生命「Vitality」発売開始

  '19S

・24時間ジム1,000軒超え
・カーブス2,000軒超え

  '20S

・新型コロナウイルス禍

  '60S

東京オリンピック（64）

 ・民間スイミングクラブ登場（65）
・セントラルスポーツ株式会社設立（69）

  '70S

ジョギングブーム
ダンスブーム／テニスブーム
・ダイエーレジャーランド1号店オープン（71）
・ドゥ・スポーツプラザ晴海
（総合スポーツクラブ1号店）オープン（72）

・NAS1号店「NAS花畑」オープン（72）
・ピープル1号店「西宮ピープル」オープン（74）
・セントラルスポーツ1号店
「セントラルスイムクラブ千葉」オープン（76）

・株式会社ピープル設立（78）
・株式会社ルネサンス企画設立（79）

  '80S

少子化／バブル経済
エアロビクスブーム
スイミングスクールブーム
スキーブーム／ゴルフブーム
 ・クラブ大型化・一般化
・法人によるフィットネス利用拡大
・「ユナイテッドスポーツクラブエグザス青山」
   オープン（83）
・「セントラルフィットネスクラブ新橋」
 オープン（83）

・郊外に大型クラブが増加
・スイミングからフィットネスクラブへの業態転換
・都心で高額クラブが増加
・年間200店舗以上開業する新設ラッシュ
・ティップネス1号店「ティップネス渋谷」オープン（87）

  '90S

バブル崩壊（91）
保険制度改定（97）

 ・赤字クラブ続出、新規オープン激減
・ローコストオペレーション
・「入会金0円キャンペーン」隆盛
・時間軸・空間軸による新会員種別設置
・営業時間の延長
・プログラムの「短・多・単」化
・営業・販売の強化
・客単価減、会員数増、売上増、利益微増
・フィットネスクラブ経営企業二極化の進展
・ピープル、店頭公開（96）
・ピープル東証二部上場（99）
・「セントラルウェルネスクラブ」
 1号店オープン（99）

一目でわかる
フィットネス業界史
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市場規模拡大のカギは
マーケティングと新人材

　2006年度から業績に陰りが見え始めた
フィットネス業界。
　10年に入ってから回復基調を取り始めた
が、11年３月の東日本大震災で再び業界はダ
メージを受ける。11年後半から再び回復基調
となり、そこからぐんぐんと成長軌道に乗って
いった。市場規模は14年、15年、16年、17
年、18年とさらに伸び19年は4,939億円と
市場最高値を記録している。参加率も4.4％
となった。
　フィットネス業界の市場規模はコロナ禍
で一時的に縮小したが、中長期的には成長
が期待できる。ただし、早期に業績を回復さ
せ大きく成長していくためには、より顧客志

フィットネス市場規模の推移（単位：億円、％） 会員数・延べ利用者数の推移

会員数
（人）

参加率
(%)

延べ
利用者数
（万人）

1 施設
あたり

利用者数
（人）

年間平均
利用回数
（回）

2013 4,155,791 3.26 31,875 76,567 76.7

2014 4,193,706 3.30 30,951 70,745 73.8

2015 4,214,675 3.32 30,859 66,207 73.2

2016 4,243,793 3.34 31,998 64,695 75.4

2017 4,627,730 3.65 34,939 65,936 76.5

2018 5,136,780 4.07 39,091 67,190 76.1

2019 5,552,860 4.40 42,368 68,469 76.3

＊『特定サービス産業動態統計月報』（経産省）のデータを基にフィットネスビジネス編集部が推定。
　 参加率算出に用いた総人口は総務省統計局発表の各年10月の推定人口。 
＊ 会員数には、フィットネスクラブに所属するスクール生も含む。 

＊『特定サービス産業動態統計月報』（経産省）のデータを基にフィットネスビジネス編集部が推定。 
＊ 上記売上高にはスイミング単体施設のそれ（およそ600億円）は含まない。クラブ内のスクール会員 

（成人・子ども）は含む。若干ではあるがボクシングジムなどの売上高も含まれている。 
＊ フィットネスクラブ業務に関わる「その他の収入」も含まれている。 

2011 年度上期までのダウントレンドから一転
フィットネス業界は成長が続く

ここ数年会員数が上昇。
人々の暮らしにフィットネスが
浸透してきているということか。
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現状から読み解く
フィットネス業界「７つの予想」
現状・トレンド・キャリアパスを一挙にまとめた。

「フィットネス業界に就職って実際どうなの？」の疑問解消！

Future

向のマーケティングやオペレーションの標準
化、人材育成などを徹底するとともに、これ
までとは異なる事業モデルやスキームにも挑
戦してイノベーションを起こすことが求められ
る。
　事業モデルの転換、コンセプトの明確化、
新たな集客手法の確立、客単価アップにつな
がるサービスの開発、AIなどのデジタルテク
ノロジーの活用といったことに果敢に取り組
んでいかなければならない。そして、今以上に
生産性を引き上げなければならない。
　そういう意味では、これからこの業界に飛
び込んでくる若い人材が活躍する可能性は
非常に高い。そこでは健康・スポーツ分野を
専門としてきていない人材も活躍できる可能
性が広がっている。
　フィットネス市場がぐんぐん伸びている

今、健康の維持、増進に興味をもった人々が
フィットネスに取り込み始めるようにするた
めのサービスはまだまだ開発の余地が十分
に残っている。
　だが、今後は優勝劣敗の構図がより鮮明に
なる。フィットネスクラブは不動産ビジネスで
あり、エリアマーケットでもあり、またピープ
ルビジネスでもあるといったようにさまざま
な複合的な事業特性をもつことを理解し、顧
客視点から考え、市場創造、顧客創造を実
現できる企業が生き残るはずだ。
　このようなフィットネス業界を取り巻く状
況の中、これから起こるだろう業界の変化
と、それに伴い求められる人材の要件を予想
した。次ページから始まる７つの変化のカギ
を握るのはこれからフィットネス業界に入る
あなたかもしれない。
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2
Future

　フィットネス業界は、中長期的には大き
く成長するだろう。業界内外のプレイヤー
が各々に工夫と努力をすることによって、多
くの生活者がそれぞれにフィットネスの価
値を理解し、それを日常生活の中に組み入
れようとするはずだ。今はまだフィットネス
の必要性に目覚めていない生活者・勤労者

＊継承施設、移転新設施設を除く
＊2020年406軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム11軒、ジム型314軒、スタジオ型28軒、ジム・スタジオ型32軒、総合型21軒
＊2019年381軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム66軒、ジム型224軒、スタジオ型51軒、ジム・スタジオ型23軒、総合型17軒
＊2018年533軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム91軒、ジム型301軒、スタジオ型77軒、ジム・スタジオ型32軒、総合型32軒
＊2017年378軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム106軒、ジム型197軒、スタジオ型38軒、ジム・スタジオ型23軒、総合型14軒
＊2016年300軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム112軒、ジム・スタジオ／単一アイテム施設181軒、一般的なフィットネスクラブ7軒
＊2015年300軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム130軒、ジム・スタジオ／単一アイテム施設161軒、一般的なフィットネスクラブ9軒
＊2014年223軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム153軒、ジム・スタジオ／単一アイテム施設56軒、一般的なフィットネスクラブ14軒
＊2013年227軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム144軒、ジム・スタジオ／単一アイテム施設53軒、一般的なフィットネスクラブ15軒
＊2012年212軒の業態別内訳は、小規模サーキットジム156軒、ジム・スタジオ／単一アイテム施設36軒、一般的なフィットネスクラブ20軒
＊フィットネスビジネス編集部調べ

フィットネスクラブ新規開業施設数の推移（単位：軒）
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12年以降に増加傾向
フィットネスが日常生活の一部に

“個客”ニーズを捉える
新業態・新サービスの誕生と発展
　既存の総合クラブのマーケティングが効
かなくなってきている。多様化する顧客の
フィットネスニーズや購買行動に対応しきれ
ていないからだ。これからは顧客本人も気づ
いていないような“個客”の真のニーズを捉
えた業態・サービスの開発や運営手法の構
築、成熟化時代に対応した集客手法への取
り組みなどが求められる。
　総合クラブ業態は、決して廃れることは
ないだろうが、工夫と努力を怠る総合クラブ
は、台頭する女性専用小規模サーキットジ

1
Future

もイノベイティブな業態や商品・サービスが
登場することでフィットネスをするようにな
る。
　これまでの歴史を振り返ると、クラブのク
オリティが次第に高まるなかで、経営環境
の変化から一時的に調整局面を迎えること
もあったが、ロングレンジでは確実に成長し

ムや24時間営業のセルフ利用型ジム単体
施設、各種目的志向の単体スタジオ、マイク
ロジム、ボディメイクジムなどの新業態に脅
かされるだろう。
　自らの商圏で生き残り成長していくため
には、新業態や新サービスを開発すること
が必要になろう。不況期でも強いスクール
系の商品・サービスも改めて見直されるだろ
う。アスレティック塾のような新しいスクー
ル種目や学童サービスなどももっと開発さ
れるはずだ。

てきている。
　海外に目を転じてみても、欧米の多くの
先進国はほぼすべて右肩上がりで成長して
きている。変革期に対応できるイノベイティ
ブでベンチャー精神旺盛な人材が登場し次
代を切り開いているのだ。日本も今、そうい
う人材の登場が待たれる。
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　東京都 53（46）

　神奈川県 38（24）

　大阪府 30（24）

　愛知県 29（30）

　千葉県 24（22）

　埼玉県 21（19）

　兵庫県 11（16）

　福岡県 10（16）

　その他 190（190）
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＊フィットネスビジネス編集部調べ 

2020年新設クラブ 都道府県別内訳（単位：軒）2020年新設クラブ数 ブランド別内訳（単位：軒）

 エニタイムフィットネス 157（83）

 快活クラブ FiT24 17（３）

 アクトス Will_G 15（23）

 ホットヨガスタジオ LAVA 14（８）

 ホリデイスポーツクラブ 10（３）

施設数の推移（単位：軒、％）

地方・郊外への出店が加速

　これまでは数億円規模の初期投資が必要
な総合クラブ業態が主流であった。この業態
はマーケットパワーの弱い地方郊外では、コ
ストを吸収することができないため出店が少
なかった。
　ところが、女性専用小規模サーキットジム
やホットヨガスタジオ、コンンパクトプール、
ビギナー向けの中規模総合クラブなど低投

資・低運営コスト・低料金の業態などが地方
郊外に出店し、成立することがわかりはじめ
ると、人口の少ないマーケットに相応の業態
で出店を狙う企業が増え始めた。
　全国レベルでみると、そうした小規模業態
が出店する余地はまだある。クラブの参加率
は所得水準と相関が高いがこれまで集客力
が高かった首都圏・中京圏・近畿圏などのオ

フィス立地はコロナ禍で流動人口が減少して
いるため、今後はそうしたエリアのオフィスに
勤務していたワーカーが住む郊外エリアへの
出店が増えるだろう。また、今後は地方郊外
においても相応の業態で出店する企業が増
えていくだろう。商圏は間違いなく小商圏化
していくのでそれに対応した業態が求められ
る。
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新しい技術やシステムの活用

プログラムも多様化傾向

　今後、AIやロボティクスといった新しい技
術やシステムを導入するクラブが増える。館
内の監視システムやeラーニング、電子決済、
アプリの活用、コミュニケーションを促すた
めのソーシャルメディアの活用、日常のフィッ
トネスライフをサポートしたり、会員予備軍
を見つけるためのデジタルマーケティング、オ
ンラインショップの運営などの動きが活発化
するだろう。
　業界をまたいだコラボレーションも活発化
する。生命保険会社や携帯キャリア、測定器

　プログラムも業態同様に“個客”のニー
ズに対応すべく、多様化していくだろう。
コロナ禍の影響で30～40歳の女性層の
一部が一時的に退会・休会しているが、ダ
ンス、バレエなどのカルチャー系プログラ
ムは、ゴルフ、スイム、ランニング、バイク、
ボルダリング、ボクシング、サーフィンなど
のスポーツ系プログラムと並んで、今後需
要が戻ると思われる。
　グループエクササイズではインストラク

ターの指導力を幅広い分野に活かせる「プレ
コリオ」プログラムが増える傾向にある。
　相変わらずヨガは安定した人気を誇るが、
一方でアクティブなプログラムへのニーズも
高まっている。パーソナルトレーニングも「ラ
イザップ」などの影響もあり認知が進み、市
場が広がっている。
　エビデンスに基づいたファンクショナル
なトレーニングもより求められるようになろ
う。

具メーカー、眼鏡メーカーなどとのタイアッ
プなどが見られるようになるだろう。例えば、
消費カロリーを通信機能付きの歩数計や歩
数計機能のついた携帯電話に記録する。そ
れをポイントに換えて管理し、累積したポイ
ントと健康度に応じて生命保険料が安くなっ
たり、クラブの運営するオンラインショップ
で商品が安く買えたり、またその運動履歴を
もとにクラブのトレーナーからアドバイスをも
らったりといったサービスが増えてくるだろ
う。

クラブ事業以外の市場機会の追求

　クラブ事業以外の市場機会として、公共ス
ポーツ施設の管理運営（指定管理）や特定
健診・特定保健指導、地域支援事業・介護
予防のアウトソース、あるいはネット通販事
業や通信による健康カウンセリング事業、ト
レーナーと生活者、スポーツチームなどを結
び付けるマッチングサービスなどがある。
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フィットネスクラブ業界売上ランキング　トップ10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

トレーナーや
経営人材の育成

　既述したトレンドを踏まえ、各社がサクセ
スフルな経営を実現していくためにキーとな
るのは「人」だ。
　とりわけ重要となるのは、トレーナーだ。
専門的な知識と技術をもつトレーナーが必
要となる。ということは企業側は彼ら彼女ら
が働きがいを感じる労働環境やビジネスモデ
ルをつくれることが大切になる。また、これか
らの時代は、問題発見力をもち、そこへのソ
リューションを顧客の立場で創造的に考える

年度　 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

（株）コナミスポーツクラブ 71,300 68,600 66,000 63,487 58,984

セントラルスポーツ（株） 51,658 52,712 53,576 54,258 53,386

（株）ルネサンス 43,480 44,449 46,229 46,070 45,049

（株）ティップネス 36,360 37,603 37,881 37,784 35,905

（株）LAVA International 21,946 － － － －

（株）カーブスジャパン 21,667 23,720 27,933 28,036 28,036

RIZAP（株） 19,291 23,200 25,490 27,367 27,507

スポーツクラブ NAS（株） 19,564 21,070 21,680 22,540 21,783

（株）東祥 19,224 21,350 24,138 27,339 19,424

（株）東急スポーツオアシス 16,304 16,602 17,047 17,834 18,700

＊コナミスポーツクラブは、コナミホールディングス（株）の健康サービス事業セグメントの売上高、セグメント別損益を記載
＊コナミホールディングス（株）は、2015年3月期より国際会計基準（それ以前は米国会計基準）
＊カーブスジャパンは、コシダカグループのカーブス事業の業績を記載

※フィットネスビジネス編集部調べ

7
Future ことができ、自立的、主体的に行動できる経

営者タイプの社員が求められる。できれば、
それがトレーナー出身だと、なおいい。
　そういった人材が、変化に対応した仕組
みをつくり、組織を巻き込んで高い成果を残
す。さらに若年社員の鑑にもなって彼ら彼女
らを育成していく。
　ビジョンをもち、猛勉強を続けられるこう
した人材を採用し、育成する取り組みが重要
になるだろう。



将来はどんな道がある？
気になる入社後のキャリアパス
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レベル区分の目安

正社員の割合は約２割
クラブを仕切る重要な役目

　フィットネスクラブの従事者を雇用形態別
に分けると大きく、社員（正・契約）、パート・
アルバイト、フリー（業務委託）の３種類に分
けられる。このうち、パート・アルバイトが６
割以上を占め、正社員は２割弱に止まる。
　次に職務別に分けると、インストラクター・
トレーナーが約７割を占める。管理・営業は
１割強で、ほとんどは正社員である。つまり、
少数の正社員が中心となって多数のパート・
アルバイトや、複数のクラブをかけもちするフ
リーのインストラクターらをまとめるという店
舗運営の構造になる。そのまたさらに少数の
正社員が本社・本部の仕事にあたっている。
新卒の正社員として、フィットネスクラブ経営

クラブ部門

インストラクション 店舗運営

本社・本部

営業・店舗開発

（レベル４は想定せず）

・フィットネス指導のみならず健康の維
持・増進に関する極めて高度な専門知
識と技能を有し、新規プログラムの開
発、インストラクターの教育等を行う
ことができる能力水準

・トップインストラクターとして、セミ
ナーや派遣指導等の地域対外活動等
を通じて自社のステータスやブラン
ド力を高めることができる能力水準

・高度な専門技能を有する上級インスト
ラクターとして、通常の指導に加えて
健康維持・増進プログラムの指導等を
行うことができる能力水準

・インストラクターとして、ジム・スタ
ジオ・スイミングなど担当分野に関す
る一通りの指導を行うことができる
能力水準

・店舗マネジャーとして、店舗の運
営方針及び目標を設定し、その実
現に向けて店舗の業務全体を統括
できる能力水準

・サブマネジャーとして、店舗マネ
ジャーを補佐し、業務の企画・立案、
部下の指導、業務改善等を行うこ
とができる能力水準

・店舗スタッフとして、上司の指示・
助言を踏まえて自らの担当業務を
確実に遂行できる能力水準

 ・ 本社の企画・営業部門の上級責任者として、
全社最適化を志向した統合的な判断および
意思決定を行い、企業利益を先導・創造でき
る能力水準

・ 本社の企画・営業部門の責任者として、部
門方針に沿った運営計画を立案し、所轄業
務を統括できる能力水準

 ・ 営業・店舗開発の実務担当者として、創意
工夫を凝らし、自主的な判断・改善・提案
を行いながら職務を遂行できる能力水準

—

（中央職業能力開発協会 提供）

レベル１

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル

Career

企業に入社した場合、一部の企業を除いたほ
とんどの場合がインストラクション部門のイ
ンストラクター・トレーナー（ジムかスイムの
スタッフ）もしくは店舗運営部門のフロント
スタッフとして現場に配属される。
　それから数年間かけてそれぞれの部門の
キャリアを一本道で高める場合と、両部門
のキャリアを積む場合とがあるが、多くの場
合、後者の道を経て、入社数年後にサブマネ
ジャー（一部はチーフインストラクター）へ進
み、その数年後にマネジャーとなるケースが
多いようだ。

訪れるキャリアの分かれ道
店舗開発の経験必須

　サブマネジャー・マネジャーを経験した後、
その能力や適性によって本社・本部に異動し

て、営業統括、店舗開発、施設維持、マーケ
ティング、教育・プログラム開発、人事・総務
などの仕事に就く者もいる。これらのうち、
店舗開発という業務だけはやや特殊性が強
いため、不動産開発や建築設備、マーケット
リサーチなどの知識をもち、その分野で相応
のキャリアを積んだ者がなるケースが多い。
この業務にはゼネコンやサービス・流通店舗
の開発経験のある中途入社の人材が登用さ
れることも多い。もし経営幹部を目指すのな
ら、店舗開発業務は避けて通れない部分で
あるため経験しておくことをお勧めしたい。
クラブ部門、本社・本部いずれにせよ、高い
レベルを目指してキャリアを形成していくこ
とになる。
　参考までに、レベル区分の目安を表にあげ
ておく。



Recruit Magazine 202216

74.8
66.9

92.2

44.2
38.0
35.5
21.2
21.0
18.1
14.7
13.9
13.5
10.6
9.5
8.7
7.4
6.4
5.7
5.5
5.4
5.0
4.2
3.4
3.0
3.2

17.4
10.1

32.1

2.6
5.2
2.6

44.0
19.7
16.4
20.5

10.3
6.1
8.5
12.6

1.9
31.7

7.0
15.6
9.6
18.9

6.8
2.7
7.8

1.4
1.4

人柄
自社／その企業への熱意

今後の可能性
性格適正検査の結果

基礎学力
能力適正検査の結果
アルバイト経験

大学／大学院で身につけた専門性
学部・学科／研究科
大学／大学院名

大学／大学院での成績
大学入学以前の経験や活動

語学力
取得資格

知識試験の結果
所属クラブ・サークル
インターンシップ経験

趣味・特技
ボランティア経験
所属ゼミ・研究室
パソコン経験・スキル

履修履歴
海外経験

OB・OG・紹介者とのつながり
その他

企業　N=1,234 学生　N=2,030

お話を聞いた方
株式会社リクルートキャリア
就職みらい研究所　所長
増本 全氏

採用予定数は前年同水準
業種により格差、将来性にも着目

　コロナ禍のなかスタートした21年度卒の大
卒求人倍率は1.53倍と、20年度卒より0.3
ポイント下がったが、バブル崩壊時やリーマン
ショックと比べると高水準を維持している。し
かし、サービス業を中心とした一部の業種に
おいては大幅に採用を削減している企業もあ
り、22年度卒についても同様の傾向があるだ
ろう。一方で、コロナ禍により需要が高まり、
採用が増加している企業もある。
　また、22年度についてはコロナ禍において
採用数やインターンの実施方法など見通しが
つきづらい企業も多い。これに対して、学生は
現状への不安から、インターン希望者が増加
するなど就職活動の量が増えている。
　リクルートワークス研究所の「採用見通し
調査」によると採用の見通しについては、－３
ポイントと、「増える」より「減る」と回答した
企業が多い。ただし、これも業種により濃淡
がある。厳しい環境にある業種を志望してい
る学生は、まずその仕事をなぜ志望している
のかに目を向けるとよいだろう。その想いを実
現できる仕事がほかにないか改めて考えてみ
るのもよいだろう。そのためにも、様々な業種
を広く知ることが必要だ。
　残念なことに、フィットネス業界も、コロナ
禍の影響で採用を縮小している業種のひとつ
だ。だからこそ、このような状況下でも積極的
に採用活動を行っている企業は、今後の成長
が期待できるともいえる。また、健康への関心
はより一層高まっており、業界としてもコロナ
禍が収束すれば成長するだろう。厳しいからと
あきらめずに、ぜひ挑戦してほしい。

説明会や面接がオンライン化
採用時期が早まる

　21年度卒の選考では大規模な企業説明会
はなくなり、企業の説明会や面接も一部オン

［表1］企業が採用基準で重視する項目　学生が面接などでアピールする項目

出典：就職みらい研究所「就職白書 2019」

まだ間に合う！今からできる就活準備
採用動向と就職活動のポイント
コロナ禍のなか
就活に不安を感じている人も多いだろう
これを読んで、今すぐ準備に取り掛かろう！

Recruit

ラインに移行。オンライン面接実施率は全体
で69.8％だった。企業がオンライン化によっ
て伝えづらくなった情報として「社員の人柄や
魅力」「職場の雰囲気や組織風土」、把握し
づらくなった情報として「人柄や魅力」「働く
意欲」「志望度」を挙げる。
　20年6月の調査では、最終選考までweb
で進んだ学生は４割程度。企業、学生ともに
「問題ない」という意見が大半を占めるが、雰
囲気を知るという点においては、双方とも対面
より劣る面もあるようだ。また、学生からは当
初不安の声も大きかったが、移動の負担が軽
減されることから前向きに評価されることが多
く、オンラインで行われることにより、説明会
や面接への参加社数も増える傾向にある。

成果だけでなく
学びと背景で人柄を伝える

　1,176企業への調査によると、採用基準で

重視していると項目は、「人柄」「自社への
熱意」「今後の可能性」。一方で、学生は「人
柄」のほか、「アルバイト経験」や「クラブ・
サークル」「趣味・特技」「ゼミ・研究所」など
成績や役割についてアピールしている傾向が
ある（表1）。
　アルバイトやクラブの成績を話すだけでは
なく、どのように目標設定し、それをどのような
工夫で乗り越え、達成し、その経験から何を
学んだかなど、仕事にも活かされるだろう要素
や人柄が伝わるエピソードについて話すとよ
いだろう。
　物事の成果には一般的に自身の強みが発
揮されていることが多い。それを伝えられる
と、企業も学生が働くイメージを描きやすい。
また、なぜそのように行動したのかという部分
には、生い立ちや人柄が現れやすいことを認
識しよう。なお、これらは１人で考えず、友人や
先輩に伝える練習をするとよいだろう。
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就職はスタート地点
自分の基準をもって就活しよう

　学生へのアンケートによると、入社予
定企業への納得の度合いは情報収集の
度合いと相関している。納得感をもって
就職するために、しっかりと情報収集しよ
う。就職した企業で活躍できる人は、仕事
に意味付けしながら価値を提供すること
ができる。入社する段階で仕事への覚悟
をもつためにも、納得した選択をすること
が重要だ。
　オンライン化が進んだことによってより
手軽に企業情報に触れられるようになっ
ている。一方で、情報過多になっている面

通信環境が整った静かな場所で
使い方に慣れておこう

　面接がオンラインになることで、通信
環境や背景、服装、目線などに不安を感
じている学生も多いかもしれない。
　企業によって利用するツールは異なる
が、基本的な使い方の説明は都度行わ
れることが多い。不安な場合は、Zoom
やGoogle Meetなど事前に試して使い
方に慣れておくとよいだろう。直前に焦
らないように、早めにログインしておくと
安心だ。
　学校や自宅など通信環境が整った場
所で、しっかり充電したパソコンを使用す
ることが望ましい。やむを得ずスマホを使
う場合は通知を切っておくことも忘れな
いようにしよう。接続障害については配
慮されていることが多いが、特に伝えられ
ていないときも、慌てず電話などで連絡
しよう。

内定後の納得感と企業へのアピールにつなげよう

情報収集が就活成功のカギ！

事前準備が成否を分ける！

オンライン就活、ここがポイント！

も否めず、より目的を明確にして情報収集
すること、情報を多面的にみて判断する
ことが必要になる。就活中にすべての情
報を知ることは難しいけれど、なぜその
企業を選んだのか明確な基準を話せるよ
う、必要な情報をしっかり調べよう。

「熱意」＝企業への興味
志望企業を徹底的に調べよう

　企業が採用基準として重視している
「熱意」は、どれだけ企業について知ろう
としたかに現れる。熱意＝その企業への
興味。まずは、その企業を知ることから始
めよう。

　同じフィットネスクラブ運営企業であっ
ても、出店している立地、業態、提供し
ているサービス、スタッフの人数など、企
業によって経営の方針も強みも違う。そ
の特徴のどこに自分が共感できるのかを
知ることが大切だ。自分の希望が実現で
きそうか、働き甲斐がありそうかなど 、企
業の特徴を知ることで見えてくるだろう。
フィットネスクラブの場合、実際に店舗に
行くことができる。顧客として体験するこ
とも、その会社が提供している価値を知
る方法のひとつだ。
　企業について知ったうえで本当に好き
になれば、その想いは伝えたくて仕方なく
なる。自然と熱意は伝わるに違いない。

リアクションはやや大きめに
考えを言語化して準備

　相手によい印象を与えるためには、明る
く、雑音の少ない環境をつくることも心が
けよう。服装は上下スーツ、背景は無地の
壁やカーテンがオススメ。目線が面接官
だと伏し目がちに映ってしまうのでカメラ
を見るのがよいだろう。
　面接は相互理解を深める場だ。うなず
きや相槌などが伝わりづらいため、対面
よりもやや大きめに表現したほうが、気
持ちが伝わりやすい。はっきりと大きな
声で話すことも大切だ。
　直接対面しないことにより、その場の
出来事や醸し出す雰囲気など、非言語情
報による記憶がしづらくなる。一方、言語
情報のウエイトが重くなるため、考えを掘
り下げて言語化することがより大切にな
る。短い言葉で想いを伝えられるよう準備
しよう。

面接の時間は
仲間として想いを伝える

　企業にとって採用は一緒に企業を成長
させていく仲間を探すこと。面接では、仲
間の目線で企業を評価して、共感したこと
を伝えることが有効だ。フィットネスや健
康など、展開しているサービスへの熱意は
もちろん必要だが、それに加えて、その企
業がどう魅力的なのか、自分のビジョンと
どこが合うのかを伝えよう。
　企業についてきちんと調べた人と何も
知らない人とは話す内容がまったく違う。
その企業について知っていれば知っている
ほど、面接官は好感をもち、またなぜそこ
に着眼したか、どのような考え方なのかと
いった学生への理解も深まる。
　人は皆、知っていることのなかからしか
やりたいことは生まれない。まずは知るこ
とで、自分により合った環境を見つけるこ
とができるだろう。
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採用担当者にきく 就職活動 Q&AVoice

Q.1

Q.2

エントリーシートで重視することは？

面接で重視することは？

志望動機

自己 PR

部活動

自己分析

これまでの
経験・成長・

価値観

丁寧に
書いて
いるか

入社後に
やりたい

こと

「熱意」「明るさ」

「自社とのマッチ度（雰囲気・やりがい・理念）」

「将来ビジョン」
「素直さ」

「動機の一貫性」

「コミュニケーション力」
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Q.3

Q.4

面接で学生のどんなところを知りたい？

面接で学生に尋ねる質問は？

なぜ当社で
働きたいのか？

入社後のビジョン、
やりたいことは？

学生時代に力を
入れてきたことは？

困難な出来事を
どのように乗り越えた？

あなたをハッシュタグで
表すとしたら？

人生の中で挫折した経験、
悩んだことは？

 
企業との
マッチ度

東祥

 
企業や事業に
対する理解力

アイレクススポーツライフ

 

成功体験
（いつ、どんな時に、

誰とどんな成功を
感じてきたか）

メディロム

 
人間性

（今まで取り組んできた事、
これからのビジョン含めて）

サップス

 

やりたいことと
当社のビジネス

モデルのマッチ度
ラストウェルネス

 
将来のビジョン

（どんな目標のために
弊社を志望しているか）

トータル・ワークアウト



Q.5

Q.6

面接時に気になるマナーのポイントは？

オンライン面接は行う？

笑顔
話し方

態度

Yes
100%

1次面接のみオンラインで行う企業もあれば、

2次・3次面接までの企業も。

店舗見学を実施する企業もある。

聞く姿勢

清潔感



採用したいのはどんな人？

Q.7 オンライン面接で気になることは？

Q.8

「明・元・素」
（明るく接する事ができ、元気で素直な人）

メディロム

どんな困難なことも
楽しみに変えられる人

東祥

人が好き、人を喜ばせることが
好き、企画をすることが好きな人

アイレクススポーツライフ

運動が好きで若手の内から
色々なことに挑戦したい人！

ラストウェルネス

お客様の想いを叶えたいという
熱意のある人

トータル・ワークアウト

失敗を恐れず、何事も
チャレンジしやる気と情熱がある人！

サップス

映り方
明るさ・画面との

距離・目線

声の聞き
取りやすさ

リアクション

環境
通信・騒音配慮

表情
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人の人生を変える喜び
想像力と革新性で続く成長

　フィットネス業界で働く最大の魅力は、
身体づくりやクラブライフ、スポーツとい
った、自らが好きなことを通して人々を健
康にできることにあるだろう。自分が提供
したサービスによって人の人生が大きく変
わることもある。直接お客さまから「あり
がとう」などと感謝の言葉をいただけるこ
とは、きっとやりがいになるはずだ。
　日本のフィットネス業界は、本格的な成
長期から30年ほどしか経っておらず、まだ
大きな革新を遂げていない。この10数年
間、参加率（総人口に占める総会員数の割合）
が３～４％のままずっと推移していること
がその証拠である。欧米の市場ではこの4倍

フィットネスビジネス 5つの魅力

貢献
フィットネスやス
ポーツを教えるこ
とで、人々から喜ば
れる仕事である

成長
ビジネスとして必
要な多くの要素が
あり、自分を成長さ
せることができる

正義
公害等を出さない、
環境や地域、人にや
さしいビジネス

実力
好きなことに携わ
れるうえに、自分の
実力で勝負できる

市場
中長期的に成長余
地が大きいのが日
本の市場である

Attractive

だから、フィットネス業界で働きたい！
フィットネス業界の魅力
お客さまの喜ぶ顔、健康になる姿を間近で見られるのが、
フィットネスの現場で働く大きなやりがいであるのは間違いない。
ただ、それだけではないフィットネス業界の魅力を紹介する。

の参加人口（※ただし、公共スポーツ施設
等の利用者を含んでいる）があり、しかも
この間にあった不況期をものともせず、伸
び続けている。このことは裏を返せば、日
本の市場は工夫と努力次第でまだ伸ばせる
余地が十分にあるということ。実際、近年
は暗闇フィットネス、Virtual Realityを活用
したレッスンなど、様々な施設やサービス
が生まれている。
　施設開発や運動指導、接客サービスなど
を、これまでにないかたちで人々にどう提
供するかを想像するとわくわくする。それ
はフィットネスクラブというリアルなかた
ちをとってもよいだろうし、ウェブやケー
タイなどバーチャルなかたちでもよいだろ
う。それらを自分自身でつくるのだ。これ
からフィットネスやスポーツをビジネスに

変えてイノベーションを起こすには、施設
開発やマーケティング、金融、教育、ITな
どといった幅広い知識と想像力が求められ
る。この分野はそうした異分野の知との融
合でさらに成長していける。
　フィットネスビジネスは、社会に対して
何の害もつくりださないところもいい。人々
のライフスタイルづくりをサポートするこ
とで生活の質を向上させ、たいへん喜ばれ
ている「正義」のビジネスだ。こうしたビ
ジネスはよく考えてみると、他には探すこ
とが難しいのではないだろうか？　
　フィットネス業界は、今、世界的にも年
率4％程度の成長を実現している。日本では
ぜひ、本書を読んでいる若い力がリードし、
革新を実現し、世界と同水準の成長性を維
持できるようにしてほしいと思う。
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フィットネス・スポーツ業界に就職し、活躍するために、どんな準備をしておく必要があるのか。
それを知るには、今、実際に活躍している人材の特徴をチェックしてみるといい。優先順位で示
すと、①指導力、②コミュニケーション力、③経営力となろう。これらを相応に磨いておくこと
が必要だ。実際に、インターンシップやアルバイトをしていると有利になろう。

フィットネス・スポーツ業界で働くために
どんな準備をしておけばいいのか？

「幸運は強い意志を好む」。
　2015年ノーベル医学・生理学賞を受賞した北里大学
大村智特別栄誉教授が、これまでの研究者人生のなかで
ずっと支えにしてきたという言葉だ。フランスの生化学
者パスツールが語った『幸運は準備された心を好む』を
同教授がモデファイ（一部修正）したものであるが、こ
れは就職を目指す学生たちにも当てはまるのではない
だろうか。
　自分の過去を振り返り、喜びを感じたことやつらいけ
れど楽しい、やりがいがあると感じたことなどを整理し、
自分に備わる根源的な価値観や強みが何かをはっきりと
させることが必要だろう。次に、そうした価値観や強み
を活かして、これから仕事として取り組みたいと思う分
野は何か、そのなかで自分はどんな役割が果たせそうか
をイメージする必要があろう。さらに、その仕事がこれ
から社会的ニーズがあり、どんな人の何に具体的に貢献
することになるのか、その先でどんな世界をつくりたい
のかといったことがイメージできるようにすることが大
切になろう。
　つまり、自分ができること（Could）、したいこと（Would）、
社会のためにすべきこと（Should）の 3つを満たすような
仕事をみつけることが、まず必要になる。そのうえで、
できること（Could）を磨く必要がある。
　もしフィットネスクラブで働きたいと思い、自分の価
値観や強みが発想力や企画力だとすれば、地元の自治体
や地域包括支援センターなどに対して、何かできること
を提案して運営にかかわらせてもらったり、入社を希望
するフィットネスクラブにインターンシップやアルバイ

フィットネス・スポーツ業界で
働くために必要となる3要件

自分の仕事を考える際の
3要件

Preparation

指導力

コミュニケーション力

経営力

Should
すべき

Could
できる

Would
したい

1

2

3

トとして働かせてもらうなかで運営を改善する提案をあ
げてその実行にかかわらせてもらったりといったことを
していく必要があろう。
　フィットネスやスポーツに絡んだ分野で仕事をしてい
くときに、一般的にどんな要素が求められるか、優先順
にそれを示すのなら、①指導力②コミュニケーション力
③ビジネス力となろう。指導力とは、顧客が適切な運動
を習慣的にできるようにサポートする力であり、現場最
前線で顧客が求めるサービスの品質を担保するものであ
るため、最も重要な要素といえよう。次に、ピープルビ
ジネスとしての側面からコミュニケーション能力や接客
能力、さらにはそれらのベースとなる高い人間性が求め
られよう。ここには、プレゼンテーション能力やセール
ス能力も含まれる。ビジネス力は、入社後に身に付けて
もよいが、指導力とコミュニケーション力は実践を通し
て一定レベルまで高めておきたいところだ。
　とはいえ、近年はイノベーションの必要性も重要視さ
れている。学生時代にフィットネスやスポーツを必ずし
も専門にしていなくても、それらをすることが好きで、
その社会的な必要性に気づいていて、さらにイノベーショ
ンにつながりそうな強みをもっているなら、フィットネ
ス・スポーツ分野でも十分に活躍できるため、その強み
を最大限磨いておくとよいだろう。たとえば、ITに強い
学生なら、フィットネス参加者を増やしたり、フィット
ネスクラブの会員の利用促進につながったりするソフト
ウェアを開発してみるといったことをしていると、就職
に有利に働くだろう。
　よい準備が、よい結果を導く。
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フィットネスクラブの現場で活躍する若手社員がこの業界を選んだ理由とは？
業界を代表する6社の先輩社員に、

入社してからの仕事の流れや働きがいを聞いた。

だから私たち
フィットネス業界に就職しました！

CASE 1
株式会社東祥

時田俊吾さん

CASE 5
トータル・ワークアウトプレミアム

マネジメント株式会社

前田拓臣さん

CASE 2
株式会社ラストウェルネス

組嶽友衣さん

CASE 6
株式会社サップス

柁川和乃さん

CASE 3
アイレクススポーツライフ

株式会社

坪井侑紀さん

CASE 4
株式会社メディロム

山口瑞季さん

Interview.1
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自身が好きで楽しめる仕事
個性を活かした社員に魅力感じる

　就職活動をするにあたって大切にしてい
たのは、自分が好きな仕事に就くことです。
運動は子どものころから好きで得意でした。
フィットネスの仕事は、自分も好きで楽し
むことができ、それによってお客さまを楽し
ませることができると思いました。
　ホリデイスポーツクラブを選んだのは、

「遊ぶ、楽しむ、フィットネス」というコ
ンセプトに共感したからです。採用のとき、
スタジオレッスンを体験し、インストラクタ
ーを務める先輩社員が、それぞれ個性を出
してレッスンを提供しているところにも魅力
を感じました。

すべてのエリアを担当し
お客さまをサポート

　先輩社員は皆親切で、いろいろ教えてい
ただいています。入社３ヶ月ほどで長岡店
に配属され、そこでお客さまからのクレー
ムを受けたことがありました。そのとき、う
まく対応できずにいたところ、すぐに先輩
社員が助けてくれたのです。さらに、その
内容に関してすぐに館内掲示を追加してく
れました。また、スタジオレッスンの動き
が覚えられないときに、教えてもらうことも
ありました。
　また、当社ではweb上で日報を提出する
のですが、「仕事を楽しめていない」など悩
みを書いたところ、10人以上の先輩からア
ドバイスをいただくことができました。それ
を見て、温かさを感じると同時に、悩みを
解決することができました。
　現在は、ジム、スタジオ、プール、フロ

株式会社東祥

ホリデイスポーツクラブ長岡
時田俊吾さん
Shungo Tokita

1997年埼玉県生まれ。中学・高校は陸上部に所
属。大東文化大学経営学部卒業後、20年に株式
会社東祥に入社。ホリデイスポーツクラブ長岡に
配属。現職。

好きな仕事に就き
自身が楽しむことで

お客さまにも楽しんでいただきたい1
CASE

ントのすべての業務に携わっています。初
心者のお客さまが多いクラブなので、その
方々が健康になれるよう、明るく楽しくサ
ポートすることが仕事です。楽しいのはス
タジオレッスンを行っているときです。動き
や盛り上げ方など、少しずつ自分ができる
ことが増えていることを実感できます。
　覚えることが多いことは大変ですが、様々
な業務に携われることは自身の成長にもつ
ながっていると思います。また、今はコロ
ナ禍のなか店舗では解決できないご意見を
いただくこともあり、対応できないことに
力不足を感じます。

お客さまを楽しませるレッスンで
スタジオを満員にしたい

　今、目標としているのは、スタジオレッ

スンの集客を伸ばすことです。現在、４つ
のプログラムを担当していますが、定員まで
集客できていないクラスもあります。すべて
のクラスで満員になるようなレッスンを提供
していきたいです。そのために、お客さま
に楽しんでいただけるよう、レッスンの質
を高めていくことが必要だと思います。ま
た、担当できるプログラムももっと増やして
いきたいです。
　コロナ禍によって、会員数も減ってしまっ
ています。見学に来たお客さまに入会して
いただけるよう、接客力を高めていきたい
です。
　将来的には、店長になりたいと思います。
自分自身、入社してから店長や副店長に様々
なことを教えてもらいました。私自身も成
長し、次の世代を育てていくことに貢献し
たいと思っています。
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挑戦できる環境とサービス内容に
惹かれて入社を決意

　身体を動かすことや子どもと接することが
好きだったため、高校卒業後は横浜リゾート
＆スポーツ専門学校のこどもスポーツコース
へ進学しました。就職先も当初は幼児体育
関係をチェックしていたのですが、学校のカ
リキュラムでフィットネスクラブでの実習を経
験して、成人のお客さまと触れ合える仕事も
いいなと感じるようになり、対象をフィット
ネス業界にも広げてみることにしました。そ
うしていくつかの企業説明会に参加したなか
の１つがラストウェルネスでした。ほかの企
業では、入社１年目はこれ、２年目はこれと、
担当する仕事が大体決まっているようでした
が、ラストウェルネスではやってみたいこと
があれば入社年に関係なく会社に相談でき、
もちろんすべてとはいえませんが、ゆくゆくは
実現できる可能性がある点に惹かれました。
　また、“二言挨拶”に力を入れている点に
も惹かれました。これは「おはようございます」
などの一般的な挨拶だけで終わらせず、「お
はようございます。今日も天気がいいです
ね」など、もう一言付け加える挨拶を指しま
す。会員さまとのコミュニケーションを大切
にする姿勢が感じられてとてもいいなと思い
ましたし、入会後のサポート体制も充実して
いて「こういう対応をしてもらえたら会員さま
も絶対嬉しいはず」と感じるサービスの数々
に魅力を感じ、入社を決意しました。

レッスン担当としての調整に苦労
お客さまの感謝の言葉にやりがい

　身体を動かすことは好きでしたが、学生時
代は吹奏楽部で、運動部に所属したことは

株式会社ラストウェルネス

レアレア＆オーラスパ東戸塚
組嶽友衣さん
Yui Kumitake

1998年神奈川県生まれ。中学・高校は吹奏楽部
に所属。横浜リゾート＆スポーツ専門学校こどもス
ポーツコース卒。19年に株式会社ラストウェルネ
スに入社。レアレア＆オーラスパ東戸塚に配属。

幅広い年代と触れ合える魅力
経験を積みたくさんの人を

楽しませたい2
CASE

ありません。ですから専門学校で学んだとは
いえ、最初は難しいこともありましたが、研
修を受けたり、経験のある同期や先輩が練
習に付き合ってくれたりと、楽しく学ぶこと
ができました。運動経験に関係なく、好き
で興味があるのならば、ぜひこの業界に飛
び込んでみてほしいと思います。
　現在はレッスン担当として、レッスンスケ
ジュールの作成や、プログラム内容の見直し
などを行っています。会員さまの要望を聞い
たり、インストラクターの方のスケジュール
管理をしたりと、調整役として大変なときも
あります。でも、内容や時間に少し工夫する
ことで集客力が向上するなど、面白さも感じ
ています。私自身もホットヨガなどのレッス
ンや、キッズスイミングも担当しているので
すが、成人会員さまからいただく「ありがとう」

「楽しかった」などのお言葉は励みになりま
すし、そうして毎回参加してくださる姿を見
ると、やりがいを感じます。一方の子どもた
ちは本当に成長が早くて、どんどん進級して
いきます。私のクラスから離れてしまうのは
寂しくもありますが、やはり成長を身近で見
られる喜びのほうが大きいです。

経験を積み自信
大人数の前でのレッスンが目標

　私はコロナ禍のなかレッスン担当になった
ので、施設運営も通常とは異なる対応が求
められるなか新たな仕事を覚えなければなら
ず、大変でした。また、仕事ですからやはり
楽しいことばかりではありません。でも、そ
んなときは先輩たちが声をかけてくれたり手
伝ってくれるので心強いですし、同期や後輩
ががんばっている姿にも勇気をもらっていま
す。そんな、互いに刺激しあえる仲間がいる

環境で働けることはとてもありがたいです。
　今後は、まずは入社時からの目標である、
大型スタジオでのレッスンを実現したいです。
コロナ禍で人数を通常より制限していますが、
それでも今、担当しているレッスンの倍ぐら
いの人数が入ります。以前はまだ無理だと思
っていましたが、レッスン担当となって経験
を積むうち、やればできるかもしれないとい
う気持ちが湧いてきました。ぜひ近いうちに
叶えられたらいいと思っています。
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「生活を豊かにする」という想いで
働く社員に共感

　人に関わる仕事をしたいと思っていて、就
職中は業種をしぼらず、接客業を中心に様々
な企業の説明会に参加しました。スポーツ
は好きだったので、スポーツクラブにも興味
があり、就職試験のなかでレッスンを体験
し、その面白さに驚きました。また、インス
トラクターの方も楽しそうにレッスンをして
いるところがとても印象的でした。楽しさを
働く人とそこへ通うお客さまが共有できるの
が素敵だと思い、スポーツクラブで働きた
いという思いが強くなりました。
　アイレクススポーツライフに就職しよう
と思ったのは、説明会で社長の話を聞いて、
その信念に共有したためです。ほかのスポ
ーツクラブは「人を健康にする」という話が
多かったのですが、当社は「健康を通じて一
人一人の生活を豊かにする」と、お客さまの
人生をよくしたいという考えで、それに非常
に感銘を受けました。また、説明会などを
通して社員の方が皆、同じような想いで働い
ていることが伝わり、一緒に働きたいと思
いました。

コミュニケーションを大切に
快適な場所づくり

　入社１年目はキッズスクールで子どもの指
導を行い、２年目にフロントを担当。３年
目からは、フロントチーフとして、入会、初
期定着に関する業務や会費の管理などをし
ながら、プールレッスンやスタジオレッスン
も担当している。
　実際に入社してからは、お客さまが運動
を楽しんでいる様子を目の当たりにしていま

アイレクススポーツライフ株式会社

アイレクススポーツクラブ田原＋24
副支配人
坪井侑紀さん
Yuki Tsuboi

1995年愛知県生まれ。中学・高校はバスケット
ボール部に所属。東海学園大学健康スポーツ学科
卒業後、18年にアイレクススポーツライフ株式会
社に入社。アイレクスNEOでキッズスクールを担
当。19年4月よりアイレクススポーツクラブ田原＋
24でフロント担当に。20年４月より副支配人兼フ
ロントチーフ。

お客さま一人ひとりに
最適なサービスを提供し

豊かな人生をサポートしたい3
CASE

す。最初は必要だからと運動を始めた方が、
楽しんで通うようになるなどの変化がありま
す。仕事をしていてやりがいを感じることは、
健康の実現と人生を楽しむことに貢献でき
ること、そして嬉しく思うことはお客さまが
笑顔で通ってくださることです。
　また、スタッフ皆でひとつのチームとして、
同じ目標に向かっていけるところも楽しいで
す。今は、新入会者さまに長く続けていた
だくことを目標としています。会員数の多い
クラブですが、スタッフ一人一人がお客さま
に向き合い、スタッフ同士で情報共有する
ことでお客さまに合った提案ができるように
しています。また、入会時、３ヶ月、６ヶ月
のタイミングでアンケートをさせていただき、
必要に応じてフォローしています。
　仕事をしていて難しいと感じるのは、お客
さまについて知ること。考えていることやク
ラブに求めることなど、本当の気持ちを話し
ていただくまでには信頼関係を築く必要があ
ります。その方がどのようなことを求めてい
るのかを見極めながら、コミュニケーション
をとることを心掛けています。

お客さま個々に最適なサービスを
提供する仕組みをつくる

　今、目標としているのは、支配人になって、
クラブ全体を見ながらお客さまと接すること
です。今はフロントスタッフ以外とのコミュ
ニケーションが十分にとれていない部分もあ
るので、支配人になって全スタッフとしっか
りコミュニケーションをとり、チーム一丸と
なってお客さまによりよいサービスを提供し
ていきたいです。
　いずれは、本社で全店のお客さまそれ
ぞれに最適なサービスを提供できる仕組み
を考えられるようになりたいと思っています。
　そのために、今、このクラブでお客さま
のデータを蓄積し、よりスタッフが安心して
サービスを提供でき、同時にお客さまがご
自身に合った価値を実感できる取り組みを
しようとしているところです。まずはこの店
舗できちんと仕組み化して、全店に広げて
いきたいと思います。お客さまもスタッフも
不安なく快適に過ごせるクラブにしていきた
いです。
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出会う人にはずっと、
健康でいてほしい

　大学時代、海外ボランティアに積極的に
参加し、サークルでも国際協力として途上国
支援について学んでいました。海外に目をむ
ける一方で、日本での社会課題についても意
識しはじめました。現在、大きな問題の一つ
に高齢化があります。年齢を重ねても健康で
いるために「未病」に関わる仕事をしたいと
思い、フィットネス・ヘルスケア業界への志望
を決めました。多くの企業と出会うなか、メデ
ィロム社員の人としての温かさや「For you」
の精神に強く惹かれ、入社を決めました。
　入社１年目から店長を任せてもらい、右も
左もわからないので不安でした。そんな状況
でも、同期や先輩から温かい言葉をいただい
たおかげで、不安と向き合い「今」があると感
じています。特に１年目は2,3年目社員がフォ
ローしてくださるメンター制度があり、仕事で
もプライベートでも手厚くサポートしていただ
きました。

自信をもって変わっていく姿を
見るのが、やりがい

　現在は店長として、お客さまへの施術はも
ちろんのこと、どうやったら来店いただける
か、どうやったらみんなが働きやすいか、店
舗全体のことを考えるのが仕事です。今の
店舗スタッフは全員自分より社会経験が豊富
なので、“何を大切にして働いているか”、”今、
どんな状態か”コミュニケーションは欠かさ
ないようにしています。
　先日、店長として異動があり、現在２店舗
目になります。「もっと素敵な店舗になる！」
と思いつつも、元々その店舗にあった独自の

株式会社メディロム

Re.Ra.Ku直営チーム 
Re.Ra.Ku梅ヶ丘店 店長
山口瑞季さん
Mizuki Yamaguchi

千葉県出身。大学時代はボランティアに参加し、
途上国支援などを行うチャリティーサークルに所
属。2019年新卒で入社をし、現在店長を務める。

より多くの人に健康の
素晴らしさを知ってほしい4

CASE

文化や雰囲気のようなものがあるため、いき
なりすべてを変えていくのは難しいです。だ
からこそ、しっかり時間をかけてスタッフとコ
ミュニケーションを取り、お互いのことをよ
く知ることが大切だと思っています。どうす
ればお客さまが健康な生活を送っていただけ
るようになるか、あのお客さまはどうなりた
くてご来店されているのかという話し合いを
交わすようにしました。
　魅力的なサービスをお客様にお届けする
ため、大事にしているのはスタッフに自信
をもってもらうことです。そのため、勤務中
だけでなく、1日の終わりに日報を送る際に
も、スタッフ全員にその日よかった点を必ず
１つか２つ書いて直接伝えるようにしていま
す。もちろん私も力不足で、自分がスタッフ
に対して間違った関わり方をしてしまった結
果、スタッフのモチベーションが下がってし
まうこともあります。相手に伝えることの難
しさを感じますし、自信をもてるようになる
まで、半年～１年ほど待たなければいけな
いので、“これでいいのかな？”と迷うことも
あります。ただ、店長として、お客さまやス
タッフに店舗がもっと必要とされるイメージ
を持って計画を立てるのはとても楽しいと感
じます。なによりもスタッフが魅力的になり、
自信をもっていく姿を間近で見れることに強
くやりがいを感じます。

店舗の魅力を伝えるため、
マネージャーを目指したい

　今後の目標としては、Re.Ra.Ku のサービ
スの素晴らしさをより多くの人に伝えていく
ため、複数店舗を管轄するマネージャー職
に就くことを目指しています。なるべく早く、
２～３年でマネージャーになりたいです。も

ちろん一般の人にもRe.Ra.Kuの魅力をもっ
と知ってほしいです。ただ、店舗の魅力を伝
えられるかどうかは店長にかかっていると思
います。だからこそ、自分の経験を次の店長
に伝え、Re.Ra.Kuのことが好きな店長と一
緒に、お客さまに健康を届けていきます。
　また、昨年弊社はNasdaqに上場をして
世界で挑戦をしようとしています。世界規模
で考えたとき、私が特に貢献したい分野が
SDGsになります。大学時代の経験から 国
連サミットで採択されたSDGsにすごく共感
しています。17の目標の一つに“すべての人
に健康と福祉を”と掲げられています。実際、
目にしてきたからこそ感じるのですが、世界
中の人が健康でいられるってとても素敵な社
会ですよね。私自身、まだまだ足りない部分
も多いですが、微力ながら関われると信じて
います。
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身体の不調が大きく改善
トレーナーの魅力を知る

　高校時代はバスケットボールに打ち込ん
でいましたが、高校１年生までは就職先とし
てフィットネス業界はまったく考えていません
でした。高校２年生のときに、学校に来てい
たトレーナーに偶然、痛めた腰を見てもらっ
たことがきっかけとなり、初めてトレーナーと
いう職業を意識するようになりました。それ
までは痛くなれば整体に行き、一時的によく
なるもののしばらくするとまた痛みがぶり返
すということを繰り返していたのですが、トレ
ーナーの方のアドバイス通りにトレーニング
を続けたところ、半年ぐらいで痛みが治まっ
ただけでなく、とても調子がよくなったんで
す。身体を“治す”だけではなく“よくする”ト
レーナーという仕事の魅力を知り、パーソナ
ルトレーニングジムについて調べるようにな
りました。なかでもトータル・ワークアウトプ
レミアムマネジメントは、「日本一のパーソナ
ルトレーニングジム」を謳っているところに惹
かれました。やはり学ぶのであれば一流のと
ころで学びたいと思ったからです。さらに、会
社説明会で開口一番、「うちの会社は日本一
を目指しています。その分、大変なこともたく
さんあります」と言われたことで、より入社し
たいという思いを強くしました。それまでの
企業説明会では、自社の特徴や取り組み内
容の説明が多かったところ、目指すべき目標
のために犠牲にしていることをきちんと話し
てくれた企業は初めてでした。

最先端のトレーニングが学べる
環境に感謝　

　現在は、Athlete Tuning Methodというア

トータル・ワークアウト
プレミアムマネジメント株式会社

トータル・ワークアウト六本木ヒルズ店
前田拓臣さん
Takumi Maeda

1994年静岡県生まれ。高校時代はバスケットボー
ル部に所属。中京大学スポーツ科学部スポーツ健
康科学科卒業後、16年にトータル・ワークアウト
プレミアムマネジメント株式会社に入社。

将来は質の高い
トレーナーを育成

ジムをさらに活性化させたい5
CASE

スリートパフォーマンスの底上げをサポート
するオリジナルプログラムの提供などパーソ
ナルトレーナーとしての活動のほか、身体を
改善するために必要な3大要素、“トレーニ
ング×ケア×食事”の“ケア”に特化した会
員種別へのお申込みを増やすための戦略を
考えたり、またサービスを提供するスタッフ
の教育を担当しています。レッスンでは、身
体が変わってきたことを実感してくれたり、そ
うして感謝のお言葉をいただけることがあり、
大きなやりがいにつながっています。
　働きながら感じるのは、先ほどの三大要素
すべてに関してこんなに質の高い、充実した
サービスを提供しているジムはほかにはない
のではないかということです。今はコロナ禍
により控えていますが、それまでは、代表のケ
ビン山崎が定期的にアメリカに行き、最先端
のトレーンニング情報を私たちに提供してく
れていました。
　知識のアップデートが大変なときもありま
すが、反面、最先端の技術を習得でき、自信

をもってお客さまに提供していける環境に感
謝しています。

皆がハイパフォーマーに
将来は育成側にも興味

　トレーナーとしてお客さまと接していると、
高いコミュニケーション力やヒアリング力の
重要性を感じます。今はまだ、私が意図した
ことと違う捉えられ方をされることがあるの
で、「伝える」でなく「伝わる」話し方ができる
よう、先輩を見て学んでいるところです。
　お客さまの笑顔を身近で見られるトレー
ナー業にやりがいを感じていますが、将来は、
当社の全トレーナーが素晴らしいパフォーマ
ンスを発揮できるよう、育成やサポートを行
う側にまわりたいと考えています。１人のトレ
ーナーが特化してすばらしい、ではなく、全員
がすばらしいパフォーマンスを発揮できるよ
うになって、ジム全体にさらなる活気を生み
出していけたらいいなと思っています。
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憧れのスイミングコーチへ
会員さまの温かさに感動

　私は工業高校のデザイン科出身で、実は運
動部に所属したこともありません。しかし、将
来の進路について考え始めたときに、浮かん
できたのがスイミングコーチでした。小学校時
代に３年間、スイミングスクールに通っていた
当時の憧れの気持ちがよみがえり、スイミング
コーチになりたいとフィットネス業界に入りま
した。ほかのフィットネスクラブでもアルバイト
を経験しましたが、私が配属になった店舗の
会員さまは特に温かい方が多いと感じています。
例えば、入社後はホテルの中にある現在の施
設に配属されたのですが、コロナの感染拡大
により、間もなくしてホテルが休業となってし
まったので、その間、神戸北町スポーツクラブ
Vivoに配属になりました。しばらくしてホテル
が再開となったので戻ることが決定すると「帰
っちゃうの？」とたくさんの会員さまが寂しが
ってくれ、最終日にはわざわざお菓子を渡すた
めだけに来てくれた方もいて、感激しました。
　レッスンでは、アクアビクスの場合、指導
者はプールの外にいながら水の中の動きを考
慮してゆっくり動かなければならないので音楽
に合わせることが難しく、なかなか慣れません
でした。でも、３ヶ月ほど経ったある日、複数
の会員さまから「変わった！」と褒めていただ
いたんです。そのほかにも、急に会員さまが私
のかけ声に合わせて一緒に声を出してくれたり、
笑顔も増えるなど、会員さまとの一体感を覚
えた瞬間も忘れられない思い出です。

感動体験を役員に報告
１年目にして表彰される

　サップスでは、毎週月曜日に全社員が役員

株式会社サップス

グランドニッコー淡路
スパ＆フィットネスリストーロ
柁川和乃さん
Kazuno Kajikawa

1999年兵庫県出身。小学校３～６年生のときは
ジュニアスイミングスクールに通う。大阪リゾー
ト＆スポーツ専門学校アクアインストラクターコー
ス卒業後、20年に株式会社サップスに入社、グラ
ンドニッコー淡路の中にあるスパ＆フィットネス　
リストーロに配属。

多くの人と触れ合い
指導者としての意識に変化6

CASE

に向けて気づきや提案を報告する習慣があり、
年に１回、特によかった提案が選ばれ、表彰
されるという制度があります。同じく、クレド（企
業が大切にしているポリシーや信条）に沿っ
た行動で、仲間に感謝したり、会員さまから自
分が感謝されるなどの出来事を報告する習慣
もあり、こちらも年に１回、対象のスタッフ数
名が選ばれて表彰される制度があるので、私
も先ほどの神戸北町スポーツクラブVivoでの
体験などを報告してみました。正直、本当に見
てくれているのかな？と思っていたので、表彰
される１人に選ばれたという連絡がきたときに
は驚きましたし、役員の皆さんは本当に一人ひ
とりのメールに目を通してくれているのだと嬉し
くなりました。
　

相手によって最適な対応が
できる指導者になりたい
　
　今の施設はホテル内のこともあり、一般の

会員さまだけでなく、宿泊している方も利用さ
れます。
　夏ともなれば、特にプールなどは会員や非
会員の方など本当に多くの方が利用されるので、
とても忙しくなります。そのなかでも、お客さ
まによって話し方をフレンドリーにしたり、また
はフォーマルにするなど適切な対応をすること
が求められるので、少し大変に感じるときもあ
ります。
　でも、そうして年齢も違えば立場も違ういろ
いろな方とコミュニケーションをとるようになっ
て、意識にも変化が出てきました。入社当初
は指導者として最も重要なのは知識とスキルだ
と考えていたのですが、それだけではなく、相
手の方が心地よいと感じる対応ができること
も大切なのだと考えるようになりました。これ
からは、小さいお子さまにとってはお姉ちゃん、
ご高齢の方にとっては孫のような存在となり、
皆さんに親しみを感じていただける指導者を目
指していこうと思います。
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フィットネス産業がなぜ有望といえるのか。日本は、今、世界の中でも実に多くの課題を抱える
国として知られている。そうした“課題先進国”日本にあって、もしそれらの課題を一挙に解決
するトリガー（引き金）があるとすれば、それはフィットネスだろう。だから、有望なのだ。人々
がフィットネスクラブなどを通じて健康になれば、国は成長する推進力を得るだろう。

フィットネス産業はこんなにも有望！
日本の課題と解決策としての「フィットネス」

　今、日本は、たいへん多くの課題を抱えている。少
子化・高齢化による生産人口の減少、高齢化による疾
病率の上昇に起因した医療費・介護費の増加、若年層
の将来の年金問題、世界的にも突出した公的債務、歳
出に対して少ない税収、国際競争力の弱化、国際貢献
力の低下、原発事故に端を発する放射能汚染問題、食
品の安全性問題、アニマルスピリットの減衰など、挙
げればきりがないほどの課題を抱えている。まさに、
世界各国に先駆けて多くの深刻な課題をもつ「課題先
進国」といえよう。もしこれらの問題を一挙に解決に
導ける解決策があるとしたら、それは何だろうか？ そ
れこそまさに「フィットネス」ではないだろうか。
　人生 100年といわれる時代にあって、多くの国民が
フィットネスをすることになれば、健康寿命が延び、
いつまでも元気に働けるようになるだろう。ただ長く
働けるようになるだけでなく、想像力や創造力を発揮
し、イノベーションにつながるアイデアを生み出そう
とする元気も培える。それにより仕事の質が高まるか
もしれない。そうして新たなビジネスを創造したり、
国外で活躍したりする人材がたくさんでてくれば、国

寿命に影響を与える要因

平均寿命と健康寿命の差

Solution
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資料：厚生労働省

際競争力もあがるだろう。また、フィットネスを継続
することで、有能感が生まれ、それはアニマルスピリッ
トを回復させることにもつながるだろう。
　日本が国民に、フィットネスを浸透させることに成
功し、それを世界に広げることができれば、世界の平
和や安定にソフトパワーで貢献することができる。
　それには、トレーナーやインストラクターといった
フィットネスをする生活者・勤労者をサポートする人
材とフィットネスが安全にできる環境が必要になろう
が、そうした役割を担う存在としてフィットネスク
ラブほどふさわしいものはないだろう。フィットネス
クラブは、生活者・勤労者が継続して通うのに必要な
魅力を備えている。そのひとつに、人とのつながりを
つくることができることがある。パブリックヘルスの
知見によると、人とのつながりこそ、最も寿命に影響
を与える。運動もできて、適切な健康習慣をつくる方
法も知ることができ、さらに人とのつながりもつくれ
るフィットネスクラブ。工夫次第で、今以上にもっと
多くの人々から感謝され、役立つ場所になるだろう。
フィットネス産業が、有望でないわけがない。
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Interview.2

フィットネスクラブの店舗責任者である、マネージャーや支配人の仕事は
スタッフの育成、入退会や予算の管理、施設品質の管理など多岐に渡る。

彼・彼女らはどのような道を辿り、何を目指しているのだろうか。
入社のきっかけやこれまでの苦労、仕事の楽しさ、今後の目標について聞いた。

マネージャーや支配人の想いを知ることは、今後のビジョンを描くうえでの参考になるだろう。

マネージャー・支配人に聞く
フィットネスクラブの仕事

CASE 1
株式会社東祥

西垣外竜太さん

CASE 5
株式会社サップス

上嶋三緒さん

CASE 2
株式会社メディロム

岡 亘哉さん

CASE 6
トータル・ワークアウトプレミアム

マネジメント株式会社

志水浩二さん

CASE 3
株式会社ラストウェルネス

前田拓郎さん

CASE 4
アイレクススポーツライフ

株式会社

有田圭司さん
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株式会社東祥
ホリデイスポーツクラブ
海老名かしわ台　店長

西垣外竜太さん
Ryota Nishigaito 

1991年大阪府生まれ。幼少
期から水泳に親しみ、中学・
高校はバスケットボール部に
所属。14年びわこ成蹊スポー
ツ大学スポーツ学部在学中よ
りフィットネスクラブでアルバ
イト。卒業後、株式会社東祥
に入社。東大阪店・平野店勤
務。姫路店副店長、小倉南店
オープニング副支配人を務め
た後、20年3月より現職。

リハビリ経験からフィットネスに興味
挑戦できる社風が魅力

　母親がインストラクターだった西垣外さんは、
子どものころからスポーツと接する機会が多く、
フィットネスに興味をもったのは自然な流れだ
った。仕事にしたいと思うようになったのは、
中学生のころ、バスケットボールの練習で怪
我をしてリハビリを受けたこと、さらにその後
脳梗塞になった祖母がリハビリにより回復した
ことがきっかけだった。 

「私が怪我をしたときも祖母が脳梗塞で倒れた
ときも母がリハビリをしていました。フィットネ
スインストラクターができることは幅広く、そ
れを必要な方はすごく多いのではないかと感じ
ました」
　東祥を選んだのは、勢いがあったから。「自
分がいきいき働けそう」と同社への入社を決め
た。

「やりたいことがあると後押ししてくれる社風が
あります。先輩社員が皆、自由かつ楽しそう
に仕事をしている様子を見て、ここで働きたい
と思いました」

自由にできる楽しさと
それに伴う責任が店長の醍醐味

　入社して３年目で副支配人になり、新店の
オープニングにも携わった西垣外さん。20年
３月に店長として海老名かしわ台店に着任し、
コロナ禍のなか、退会抑制や人材育成に努め
ている。

「厳しい１年間でしたが、会社全体として今ま
で順調過ぎたので、運営を見直す機会になっ
たと思います。スタッフのモチベーションが落
ちないよう、状況を共有して協力してもらいま
した。きちんとコミュニケーションをとることで、
納得して仕事に励むことにつながったと思いま
す」
　西垣外さんは自由にクラブをつくり上げられ
ることが店長の仕事の醍醐味だという。一方
で、その結果には責任が生じる。

「考えたことを実行できることが店長の楽しさ
である一方、そこには責任が生じますから難し

新しいことにチャレンジしながら
地域の人の健康に貢献したい

学生へのメッセージ
自身の就活経験で、素の自分を見せること
の大切さを感じました。つくった答えを話し
ても、それは伝わってしまいます。自分ので
きること、やりたいことを本音で話せば、そ
れに合った企業に就職できると思います。
スポーツクラブは地域の人々の健康に貢献
できる素晴らしい場所です。そのような場を
提供できるこの仕事に誇りをもっています。

株式会社東祥
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いところでもあります。そのためにはお客さま
を知ることも大切です。お客さまのご要望に
スピーディーに対応できるよう、常に現場に出
ています」
　やりがいを感じるのは、お客さまの身体や
気持ちが変わって生活が潤ったと聞いたときや、
スタッフの成長を感じられたときだ。

お客さまに居心地のよい場所を提供
働きやすい環境をつくる

　海老名かしわ台の店長としての目標は、会
員数を過去最高にすることと、お客さまにとっ
て居心地のよい場所をつくること。
　将来的な目標は、現在は愛知県にある本社
機能を、東京や大阪などにもつくり、働きやす
い環境をつくること。

「いつまで現場で働けるか、フィットネスクラブ
の社員は不安に思う人が多いと思います。エリ
アごとに本社機能を設けることで、管理職とし
ての将来性が見えるのではないでしょうか。若
い会社なので、これからできることがたくさん
あると思っています」
　お客さま、そしてスタッフのために、西垣外
さんは今後ますます邁進していく。
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Re.Ra.Ku直営チーム
マネージャー

岡 亘哉さん
Koya Oka

東京都出身。大学時代はサッ
カー部に所属。経営学部を
卒業。2017年新卒で入社し、
セラピストから店長経験を経
て、現在はRe.Ra.Kuを複数
店舗総括するマネージャーに
就任。

ヘルスケア業界を目指した理由

　岡さんは大学時代、強豪校のサッカー部
に所属しており、毎日のように練習に励んで
いた。しかし、厳しい練習と学業を両立しよ
うと、身体を壊した結果、それがきっかけと
なりヘルスケア業界への志望を決めたという。

「本気でプロを目指していたのですが、多忙
な生活に身体が耐えきれず、在学中に２回
入院しました。退院後も調子が戻らなかっ
たためサッカーもうまくいかず、プロになる
ことを諦めました。自分と同じように休息が
足りずに身体を壊し、やりたいことができな
くなってしまう人を少しでも減らしたいと思い、
この業界に足を踏み入れました。生活習慣
を整え、健康でいることがベースとなり夢や
目標を追い続けられます。そのため、自分と
同じように多忙で疲弊してしまった人々を少
しでも救い、力を与えたいです」

店長の成功体験が、
モチベーションに

「当社は、若いうちから成長する機会を与え
てくれる会社です。私はマネジメント職とし
て入社1年目から店長を任せてもらいました。
その後、様々な店舗を経験し、店長を育成
する立場にある店長エンジェルを経て、現
在は直営店をまとめるマネージャーの役職を
いただいており、25店舗を総括しています。
今でも現場が好きですし、店長が成功体験
を積むことや、お客さまから感謝の言葉をい
ただくことも多いので、やりがいを感じてい
ます」
　1月の社員会で行われた表彰「愛の密告」
にて、多くの社員のなかから見事受賞をした
岡さん。「頼りになる」、「不安なときいつも支
えてくれる」という声が1番多く集まったこと
は、“信頼できるマネージャー”という事実を
証明する何よりの証拠だろう。

コロナ禍でも求められるサービスに

「今の目標は、直営店の平均売上をあげるこ

自分と厳しく向き合う人に
少しでも力を渡せるように

学生へのメッセージ
コロナ禍での就職活動は大変だと思います。
ただ、いつの時代も、自分の働く会社を選ぶ
選択権は「自分」にあります。最後に、“自分
のやりたい仕事”を選ぶために私の経験をお
伝えします。私は就活中、自分のやりたいこ
と・実現したいことを書いた「夢リスト」を作
成しました。“あれがやりたい”、“こうなった
らいい”というWant の気持ちを書いていった
のです。このリストをもとにした結果、メディ
ロムと出会うことができました。皆さんも自
分のリアルなニーズにマッチする会社を選ぶ
ために、ぜひ試してみてください。

株式会社メディロム
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とに加え、直営店全店を黒字化させることで
す。残念ながら、当社のすべての店舗が黒
字であるというわけではありません。Re.Ra.
Ku の魅力が伝わっていない店舗に対して、
自信をつけていくという非常にチャレンジン
グなミッションをいただいております。コロ
ナ禍で多くの人が不安に思っている今だから
こそ、健康管理の重要性は上がり、リラク
ゼーションへの需要も増えています。健康の
重要性が高まった今だからこそ、“ずっと健康
でいるために、病気になる前に予防する”“常
に挑戦できるよう疲れを溜めない為にリラク
ゼーションスタジオを利用する”というサー
ビスの魅力が伝わりやすくなっています。こ
のサービス体験をスタッフ全員が誇りをもっ
て伝えることで私はこのミッションが十分に
達成可能だと信じています」
　コロナ禍で身体的・精神的にも疲弊し、
実際に夢や目標を諦めてしまう人もいるだろ
う。そのような人に少しでも元気になっても
らいたいとメディロムに入社した岡さんにと
って、入社した意義をもっとも見いだせる瞬
間は「今」なのかもしれない。
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レアレア東戸塚店
支配人

前田拓郎さん
Takuro Maeda

1987年長野県生まれ。学生
時代はサッカー部に所属。07
年東京スポーツ・レクリエー
ション専門学 校スポーツト
レーナー科卒業後、株式会社
ラストウェルネスに入社。横
浜ベイクオーター店（現横浜
東口店）へ配属。13年より同
店マネージャー、19年より横
浜東口店、本牧店の責任者
に。さらに19年より東戸塚店
の副支配人、20年より支配人
を務める。

代表の言葉に感銘
運動初心者に寄り添う指導者に

　前田さんは、学生時代はサッカー部に所属
するなど身体を動かすことが好きだったため、
スポーツや運動に携わる仕事がしたいとフィ
ットネス業界に飛び込んだ。ラストウェルネ
スに入社したのは、施設見学に訪れた際の
施設の清潔さや明るい雰囲気に惹かれたほ
か、企業説明会での代表の言葉に感銘を受
けたためだ。

「会員さまには運動初心者や不慣れな方が多
いから、運動好きな人の考え方で対応しては
いけない、というようなことを言われたんです。
それまでは単純に運動が好きだから指導する
という意識でいたので、そこで初めて苦手な
方の気持ちに寄り添い、そのような方が継続
できるようにサポートしていくことが大切なの
だと気づきました」
　入社後に配属されたのは、横浜ベイクオー
ター店（現横浜東口店）。ラストウェルネスの
なかでは比較的規模が小さく、その分会員さ
まとの距離が近くてアットホームな雰囲気が
気に入っていた。しかし10年ほど経って入居
する施設との契約更新ができないことがわか
り、急遽新たな店舗を探すこととなる。

「非常に焦っていたら、会員さまが一緒に物
件探しを手伝ってくれて、今の横浜東口店を
見つけてきてくれたんです。会員さまとの絆を
感じた出来事でした」
　移転により若干退会者も出たがそれ以上
に新たな会員さまが増え、過去最高の売り上
げを達成するなど、移転は成功裡に終わった。

一人ひとりが主役の
チームづくりを意識

　これまでにも２店舗の責任者を兼任したり、
現在は支配人を務めるなど、リーダーとして
豊富な経験をもつ前田さんだが、ときにはチ
ームづくりに苦労することもある。

「私は『いくぞ！』と引っ張っていくタイプな
のですが、なかにはそういうのが苦手なスタ
ッフもいますから、一人ひとりに合った対応を

リーダーとしての実績を踏まえ
苦しむクラブをサポートしていきたい

学生へのメッセージ
企業ごとにカラーが異なるので、説明会など
では視野を広げていろいろな企業の話を聴
くといいと思います。その際、仕事内容や給
料など、自分が一番大切にしたい要素は何
かと考えておくといいかもしれません。すべ
てを網羅する企業というのはなかなかない
と思いますから、まずは優先順位を決めてお
くと、入社したい企業がみえてくるのではな
いでしょうか。

株式会社ラストウェルネス
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することが難しいです。常に皆が、自分が必
要とされていると感じられる雰囲気づくりを
意識しています」
　しっかりと結果を出したスタッフは皆で称
えるなど、賞賛することも忘れない。日ごろ
の行動の一つひとつが、いいチームづくりに
つながっていくと感じている。

経験を活かして
企業の課題解決をサポート

　複数の店舗でリーダーに就き、過去最高
売上を達成し、2019年にはトップセールス賞
も獲得している前田さんは、ラストウェルネ
スが提供するフィットネスクラブ運営における
コンサルティングサポート事業も担当してい
る。

「自分や当社のこれまでのクラブ運営のノウ
ハウを苦しんでいるクラブさまに提供していく
ことで、業績回復に貢献できたらと思います」
と語り、これまでの経験から得たものを活か
して企業の課題解決に取り組んでいる。
　コロナ禍のなか東戸塚店の支配人に就
任し、施設の運用変更やお客さま対応など、
昨年は大変な年であったが、この経験もきっ
と、自施設や他社へのサポート業務に活きる
に違いない。
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アイレクス
スポーツライフ株式会社
第３営業部
ライト統括マネージャー

有田圭司さん
Keishi Arita

1993年愛知県生まれ。中学
は野球部、高校はテニス部に
所属。15年愛知大学法学部
卒業後、株 式会社ハクヨプ
ロデュースシステム（現アイ
レクススポーツライフ株式会
社）入社。複数店舗でフロン
トチーフ、ジムチーフ、副支配
人、マネージャーを経て、19年
より現職。

プロデュース事業に興味をもち
入社現場を経て統括マネージャーに

　現在、有田さんはアイレクススポーツラ
イフ株式会社が運営する小型クラブブラン
ド「アイレクスライト」10 店舗の統括をし
ている。各店舗のオペレーションマネージ
ャーとコミュニケーションをとりながら、採
用や運営、施設管理について、全店舗を管
理する仕事だ。
　有田さんがアイレクススポーツライフ株
式会社に入社したのは、同社の親会社であ
るハクヨプロデュースシステムのプロデュー
ス事業に興味をもったから。

「フィットネス事業よりも飲食店など商業施
設を誘致するプロデュース事業に魅力を感
じていました。現場経験を積むために最初
はフィットネスクラブで働くことはわかって
おり、運動は好きだったので入社を決めま
した」
　最初は春日井店でフロントやスタジオイ
ンストラクター、パーソナルトレーニングの
業務に就いた。その後、店舗を異動して副
支配人まで務め、アイレクスライトを立ち
上げる際、豊橋藤沢店でマネージャーとな
った。

クラブのソフト面を
１からつくっていくことにやりがい

　仕事をしていて大変なことは、スタッフ自
身が自発的に取り組むよう導くこと。

「実際に運営業務を行うのは、私ではなくオ
ペレーションマネージャーを中心とした店舗
スタッフです。様々なオペレーションマネー
ジャーがいるので、皆を自発的な取り組み
ができるように導くことに難しさを感じます。
それぞれに、今後どうなりたいかを聞いて、
道筋を示すよう心掛けています。１対１の
時間をとってコミュニケーションをとること
が大切だと感じています」
　やりがいを感じるのは、クラブを１からつ
くっていけること。

「アイレクスライトの人材やオペレーション

おもてなしを大切に
お客さまに心地よい場所を提供する

学生へのメッセージ
私は業種を絞らず様々な企業を見るなかで、
自分に合うところを見つけて入社すること
ができました。自分が何に興味をもっている
か、何を大事にするかを明確にしていれば、
それに合う企業を見つけることができると思
います。それを見極めるためには、実際に働
いている人の話を聞くことが大切です。やり
たいことはそう簡単には見つからないので自
分が大切にしたいことと企業が大切にして
いることがマッチするかを見るとよいと思い
ます。

アイレクススポーツライフ株式会社

CASE

4

などソフト面はすべて任せてもらっている
ので、自分たちでつくっていけることに仕事
の面白さを感じます。また、そこでスタッフ
が成長しているところを見ると嬉しく思いま
す」

“おもてなし”でお客さま継続に
夢は飲食店のプロデュース

　今後の目標は、まずはアイレクスライト
でもジムフォローに重点をおき、お客さまに
継続して通っていただくこと。そしていずれ
は飲食業のプロデュースに携わりたいと思
っている。

「フィットネス事業に携わって、健康の大切
さを改めて感じました。アイレクスライトは
24 時間型ですが、これからはジムフォロー
に注力していきます。当社が重視している
おもてなしは、飲食業にも必要なことだと
思います。入社前から希望していた、飲食
業のプロデュースに携わり、運動ではなく
食の面から身体とともに心も健康になれる
ような空間を提供していきたいと思っていま
す」
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神戸北町スポーツクラブ
Vivo　施設事業部施設
事業本部マネージャー

上嶋三緒さん
Mio Uejima

1991年生まれ、奈良県出身。
武庫川女子大学短期大学健
康・スポーツ学科卒。13年よ
り出向により株式会社サッ
プスへ。17年より神戸北町
スポーツクラブVivoにてリー
ダーとなった後、18 年に正
式に社員となり、19年よりマ
ネージャーを務める。

マネジメントを担いながら
レッスンを継続できる喜び

　短大卒業後、テニスクラブで指導をしてい
た上嶋さん。フィットネス業務について学ぶ
ため縁あってサップスへ出向し、そこでキャリ
アを積み2017年に正社員となった。現在は
マネージャーとして施設のマネジメントを担い
ながら、スタジオレッスンやジュニアスイミン
グなど週20時間もの指導を続けている。

「リーダー職になるとマネジメント業務が中心
となり現場に出る時間が減るのが一般的です
が、私の場合はいまでもこれだけのレッスン
を担当させてもらえてありがたいです。指導す
ることが好きだからこそ、この業界を選んだ
ので、そんな社員の希望に寄り添ってくれる点
もサップスの魅力だと思います」
　マネジメント業務には難しさを感じることも
多いが、一つひとつが勉強と考え、楽しみな
がら取り組めているという。

「例えば集客目標から逆算して、『あと〇人集
客するためには』と、チームで様々な企画を
考えることは楽しいですしやりがいもあります。
やりたいことにどんどんチャレンジさせてくれ
る社風なので、やって失敗したらそれは自分
たちの責任。またがんばろうという気持ちに
なります」
　

提案した企画が採用
集客アップに成功し、自信に

　サップスには全社員が気づきやアイデアを
役員と共有できる制度があり、かつて上嶋
さんも発案し、実際に採用されたことがある。
採用されると発案者が中心となり、年齢に関
係なく実現に向けてリーダーを任されることと
なる。

「大きな事業案件でも通ることがありますし、
通ったら自分がリーダーとしてチームを引っ張
っていく。とてもやりがいのある、すばらしい
制度だと思います。私は、集客力が低かった
ベビースイミングスクールの料金の改訂を提
案しました。それまで月7,000円弱と一般的
な価格より高いけれど何回でもレッスンに参

提案した企画が採用に
挑戦できる環境が人を成長させる

学生へのメッセージ
やりたいことはどんどん変わっていくものだ
と思いますが、大切なのは、それが見つかっ
たら、都度、突き詰めていくことではないで
しょうか。そうすれば最終的に多くの強みを
もった人物になることができ、それは自分の
将来の可能性を広げることにつながるはず
です。

株式会社サップス

CASE
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加できるとしていたところを、思い切って約半
額にし、利用回数に制限をかけてはどうかと
提案したんです。そうしたらお申込みが約７
倍になりました。ベビーのときにより多くの方
と接点をもてれば、成長しても他社ではなく
Vivoのジュニアコースを選んでくれる確率が
高まり、結果的に会社全体のためになると考
えました」
　自分の企画が採用、実現されたうえに結果
が成功したことは、上嶋さんとって大きな自信
となったに違いない。

コロナ禍による運用変更に苦労
再び施設を活性化させることが目標

「マネジメントを担う者として、この施設をさら
に盛り上げていきたい」と目標を語る上嶋さ
ん。昨年はコロナの感染拡大による運用変更
で大きな苦労も経験した。休業明け、密を避
けるためとスタジオレッスンへの参加人数を
制限し、かつ先着順としたことで、参加でき
ない方が多く出てしまったのだ。急遽、新た
に抽選制度を設け、抽選に外れた方もオンラ
インにてそのレッスンに参加できるようにした
という。これからもしばらくは難しい運営が
求められるだろうが、マネージャー、さらに指
導者としての目線を通じて施設を盛り上げる
べく、上嶋さんは邁進していく。
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TOTAL Workout Lab. 
Chief Engineer Persoal 
Trainer

志水浩二さん
koji Shimizu

1984年愛知県生まれ。学生
時 代は野 球 部に所属 。0 7
年 駒 澤 大 学 経 営 学 部 卒 業
後、トータル・ワークアウト
プレミアムマネジメント株式
会社に入社。アシスタントマ
ネージャーを経て、18年より
TOTAL Workout Lab. Chief 
Engineer Persoal Trainerを
務める。

トップトレーナーとして
幅広い活動に着手

　志水さんは高校3年生のときに、プロ野球
選手のトレーナーとして、現在トータル・ワー
クアウトプレミアムマネジメントで代表取締役
会長を務めるケビン山崎氏の存在を知り、ト
レーナーという職業に興味をもった。同氏から
直接教えを受けたいと、大学卒業後の2007
年に入社した。

「トレーナーの活動を通じて、お客さまの人生
の転機となるような瞬間に何度も立ち会うこと
ができました。今でも指導方法に悩むときはあ
りますが、そのようなときはケビンに相談に乗
ってもらっています」
　現在は社内でもトップランクの資格をもつト
レーナーとして、一般の方から様々な競技アス
リートを指導するほか、後進の育成やプログラ
ムの開発、さらにはトレーナーを目指す学生
に向けて講演を行うなど、幅広い活動を行っ
ている。

“同行するスタッフの１人”から
認められた存在に

　これまで多くの人を指導するなかで、特に印
象に残っている出来事がある。

「あるプロ野球選手の指導に携わるようになっ
たのですが、最初の数年間は、ケビンに同行
するスタッフの１人としてしか見られていなかっ
たんです。それがある日、『なぜそんなに一所
懸命なんだ？』と声をかけてくれて、そこから
抱えている悩みなどをいろいろと話してくれた
のです。そうして『サポートしてくれて、とても
感謝している』という言葉をいただいたときは、
とても嬉しかったことを覚えています」
　指導にあたる際、志水さんは事前にお客さ
まのことを徹底的に研究・分析する。アスリー
トであれば競技成績のほか、SNSでの発信内
容から心理状況を読み取ったり、彼ら彼女た
ちの周辺状況なども調べる。これにより、お
客さまが言葉にする前に悩みや課題を把握で
きるようになり、適切な提案ができるようにな
るためだ。

知識や経験を外部に発信
日本のスポーツパフォーマンス向上を目指す

学生へのメッセージ
トレーナーとして結果を出すには、お客さま
のことを多方面から分析し、知ることが大切
です。企業分析も同じで、HPだけで情報収
集するのではなく、顧客からどう評価されて
いるのか、また評価されていない点があると
すればどこなのか、良い面・悪い面をきちん
と調べることが大切だと思います。そのうえ
で、その企業で自分が貢献できることは何だ
ろうかと考えてみるといいでしょう。

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社

CASE
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「当社はおもてなしの心をとても大切にしてい
ます。それは相手に気に入られるためではなく、
相手にとって必要な存在になるためのおもてな
しです。私もこの意識を大切にしています」
　先のプロ野球選手も、そのような意識で
真摯に取り組む志水さんのことを見ていたの
だろう。

知識や経験をさらに磨き
人が自然と集まる存在に

「これからはケビンのように、そのパワーに引
き寄せられて自然と人が集まってくるようなト
レーナーになりたいと思います。そのためにも
技術や対応力をさらに磨いていきます。また、
大学生や高校生を指導する機会も多いのです
が、若い彼ら彼女たちを指導することで日本
のスポーツパフォーマンスの向上につなげてい
けたらと思います。そのためにも、ほかのトレ
ーナーたちと組むなどして、自分のこれまでの
経験を伝えていく活動も行っていきたいです」
　コロナが収束した後には、再び国内外を指
導で飛び回る忙しい生活が始まるだろう。そ
こで得た様々な知識や経験を発信することで、
志水さんは日本全体のスポーツパフォーマンス
の向上に貢献していきたいと考えている。
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〒442-0888　愛知県豊川市千歳通4-18　アイレクステラスクラシック内　
TEL:0533-80-7807

〒136-8585　東京都江東区新砂3丁目1-18　
TEL:03-6369-8971

〒930-0010　富山県富山市稲荷元町2丁目11番地の1　
TEL:076-431-3321

〒261-0023　千葉県千葉市美浜区中瀬1-4　イオンタワーANNEX 4F　
TEL:043-212-6201

〒150-0012　東京都渋谷区広尾5-7-35　広尾コンプレックスビル2-4F　
TEL:03-5448-9970

〒266-0032　千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-17-2　
TEL:043-291-5553

〒663-8177　兵庫県西宮市甲子園七番町1番27号　
TEL:0798-40-2200

〒755-0008　山口県宇部市明神町3丁目1番1号　
TEL:0836-33-1000

〒921-8801　石川県野々市市御経塚4-10　
TEL:076-240-6500

〒416-0908　静岡県富士市柚木370-3　
TEL:0545-63-9800

〒003-0023　北海道札幌市白石区南郷通一丁目8番1号　ディノス札幌白石ビル4階　
TEL:011-806-0571

〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町722-1　
TEL:0896-24-3740

〒606-8185　京都府京都市左京区一乗寺高槻町16　エルスポーツ2階
TEL:075-723-8585

〒918-8112　福井県福井市下馬2丁目222番地　
TEL:0776-97-9371

〒430-0903　静岡県浜松市中区助信町51-5　
TEL:053-462-4411

〒275-0024　千葉県習志野市茜浜2-2-1　ミスターマックス新習志野ショッピングセンター2F
TEL:047-406-3355

〒604-8146　京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町293　
TEL:075-255-1361

〒285-0846　千葉県佐倉市上志津1641-1　
TEL:043-462-4553

〒541-0051　大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番14号　アーバネックス備後町ビル5階　
TEL:06-6262-3468

〒700-0028　岡山県岡山市北区絵図町1番50号　
TEL:086-252-3111

アイレクススポーツライフ（株）

アシックス・スポーツコンプレックス（株）

（株）アピアスポーツクラブ

イオンリテール（株）

石橋産業開発(株）

（株）ヴェルディ

（株）ウエルネス阪神

（株）宇部スイミングスクール

（株）エイム

（株）エイワンスポーツプラザ

SDエンターテイメント(株)

エリエールライフ（株）

エルスポーツ（株）

（株）エル・ローズ

遠鉄アシスト（株）

（株）OFCヴィータ

（株）オークウエルネスサービス

（株）オークスベストフィットネス

（株）オージースポーツ

（株）岡山スポーツ会館

LIST
一般社団法人日本フィットネス産業協会に加盟している企業を中心にリストアップ（50音順）した。

フィットネスクラブ・スポーツ関連企業一覧

 ■フィットネス・スポーツ施設運営企業
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オレンジセオリー・ジャパン（株）

（株）カーブスホールディングス

加越能バス（株）

金子スポーツ振興（株）

（株）環境技研

（株）関西テレビライフ

（株）関電アメニックス

（株）キット

（株）グラン・スポール

グンゼスポーツ（株）

（株）ケー・エス・シー

コナミスポーツ（株）

（株）コパン

サーラスポーツ(株）

（株）齋喜ビル

西部ガス都市開発(株)

（株）ザ・スポーツコネクション

（株）ザ・ビッグスポーツ

（株）サンピアスポーツ

JR東日本スポーツ（株）

（株）ジェイエスエス

（株）汐入

（株）シップ

（株）ジョイフルアスレティッククラブ

（株）シリアスフィットネス

シンコースポーツ（株）

〒102-0074　東京都千代田区九段南2-2-1　エース九段ビル9階　
TEL:03-6265-6307

〒108-0023　東京都港区芝浦3-9-1　芝浦ルネサイトタワー11F　
TEL:03-5418-9901

〒933-0902　富山県高岡市向野町3丁目43番19号　
TEL:0766-26-0123

〒182-0022　東京都調布市国領町6-27-12　
TEL:042-483-3230

〒819-1118　福岡県糸島市前原北2丁目1-55　
TEL:092-323-1212

〒530-0056　大阪府大阪市北区兎我野町7番25号　
TEL:06-6314-2331

〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島6-2-39　中之島プラザ4階　
TEL:06-4803-9110

〒897-0009　鹿児島県南さつま市加世田ハーモニー15-1　
TEL:0993-53-7777

〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉1-14-15　
TEL:022-222-3766

〒661-0001　兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8-1　
TEL:06-6423-4721

〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-17-12-208　
TEL:06-6376-3600

〒140-0013　東京都品川区南大井１丁目13番5号　新南大井ビル3Ｆ　
TEL:03-6867-0928

〒507-0052　岐阜県多治見市光ヶ丘2丁目60番地の1　
TEL:0572-56-1001

〒440-0881　愛知県豊橋市広小路3丁目91番地　
TEL:053-251-5807

〒984-0016　宮城県仙台市若林区蒲町東4番地の2　
TEL:022-352-4781

〒812-0044　福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号　パピヨン24　1階　
TEL:092-633-2157

〒158-0095　東京都世田谷区瀬田4-15-1　
TEL:03-3707-8211

〒530-0004　大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番16号　アクア堂島西館13F　
TEL:06-6442-1177

〒283-0068　千葉県東金市東岩崎8-10　サンピア4F　
TEL:0475-52-0457
 
〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-33-1　JR大塚南口ビル7階　
TEL:03-3980-8671

〒550-0001　大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番11号　金鳥土佐堀ビル9階　
TEL:06-6449-6121

〒422-8043　静岡県静岡市駿河区中田本町26-40　
TEL:054-287-5300

〒615-8072　京都府京都市西京区桂木下町1番地101　シップビル2F　
TEL:075-391-6668

〒300-0843　茨城県土浦市中村南4-11-7　
TEL:029-842-8837

〒286-0017　千葉県成田市赤坂2-1-14　
TEL:0476-29-6622

〒340-0053　埼玉県草加市旭町6-13-18　
TEL:048-942-8181
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（株）シンワ・スポーツ・サービス

（株）THINKフィットネス

（株）鈴良

（株）スポーツクラブヴィテン

スポーツクラブNAS（株）

（株）スポーツプロジェクト

住友不動産エスフォルタ（株）

（株）セイカスポーツセンター

西武鉄道（株）

（株）セサミ

セントラルスポーツ（株）

（株）ダイヤモンド・アスレティックス

（株）ダンロップスポーツウェルネス

（株）ティップネス

（株）東急スポーツオアシス

東急スポーツシステム（株）

（株）東京アスレティッククラブ

（株）東京ドームスポーツ

（公財）東京YWCA

（株）東洋コンツェルン

(株)トピーレック

（株）南海公産 ユアースポーツ

（株）ニチガスクリエート

（株）日新ウェルネス

新田塚コミュニティ（株）

日本観光開発（株）

〒350-1126　埼玉県川越市旭町2-13-1　
TEL:049-246ｰ3355

〒135-0016　東京都江東区東陽2-2-20　3Ｆ　
TEL:03-3645-9830

〒420-0810　静岡県静岡市葵区上土2-20-25　
TEL:054-264-6330

〒921-8817　石川県野々市市横宮町67-1　
TEL:076-294-3110

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーＮ館13Ｆ　
TEL:03-6259-1871

〒231-0007　神奈川県横浜市中区弁天通4-67-1　馬車道スクエアビル４F　
TEL:045-633-3711

〒163-0239　東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル39F　
TEL:03-5320-3460

〒890-0052　鹿児島県鹿児島市上之園町25番1　中央ビル5F　
TEL:099-803-9488

〒359-0037　埼玉県所沢市くすのき台1丁目11番地の1　
TEL:04-2926-3054

〒181-0013　東京都三鷹市下連雀8-4-29　
TEL:0422-71-0334

〒104-8255　東京都中央区新川1-21-2　茅場町タワー2階　
TEL:03-5543-1800

〒108-0071　東京都港区白金台1丁目1番18号　
TEL:03-3444-5816

〒261-0023　千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番1号　キッツビル内　
TEL:043-299-1795

〒108-0073　東京都港区三田3-13-16　三田43MTビル14F　
TEL:03-3769-8700

〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-10-8　渋谷道玄坂東急ビル6F　
TEL:03-6427-0028

〒150-0044　東京都渋谷区円山町5-5　渋谷橋本ビル2階　
TEL:03-3477-6262

〒164-0001　東京都中野区中野2-14-16　
TEL:03-3380-7022

〒112-0003　東京都文京区春日1-1-1　ラクーアビル7F　
TEL:03-3817-6105

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台1-8-11　
TEL:03-3219-2565

〒923-0804　石川県小松市光町47　
TEL:0761-25-1040

〒136-0076　東京都江東区南砂6-7-15　トピレックプラザ内　
TEL:03-5634-5401

〒270-0034　千葉県松戸市新松戸3-127　
TEL:047-347-0510

〒892-0835　鹿児島県鹿児島市城南町7-8　
TEL:099-227-0202

〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町14-1　住生日本橋小網町ビル9F　
TEL:03-3668-1389

〒918-8237　福井県福井市和田東2丁目1401番地　小森ビル5階　
TEL:0776-28-5005

〒547-0041　大阪府大阪市平野区平野北2丁目1-56　
TEL:06-6794-8787
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（株）ノーザンライツ・コーポレーション

野村不動産ライフ&スポーツ（株）

（株）ハイパーフィットネス

服部産業（株）

（株）ピーウォッシュ

（株）ヒカリ

（株）日立リアルエステートパートナーズ

（株）ビッグツリー

人の森（株）

（株）ビバ

（株）フィットネスビズ

（株）フージャースウェルネス＆スポーツ

（株）フジ・スポーツ&フィットネス

藤本実業(株）

（株）フラックス

（株）プロフィットジャパン

ベストパートナー（株）

(株）ベルモール　

（株）豊和

（財）北陸体力科学研究所

ミズノスポーツサービス（株）

（株）明治スポーツプラザ

（株）ラストウェルネス

（株）ラック

（株）リバティヒル

（株）リンクワークス

〒601-8047　京都府京都市南区新町通九条下ル　京都テルサフィットネスクラブ内　
TEL:075-692-3465

〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ハーモニータワー15階　
TEL:03-5334-8600

〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-15　
TEL:044-966-8746

〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号　金山総合ビル8階 　
TEL:052-321-8830 

〒171-0051　東京都豊島区長崎5-1-23　
TEL:03-3957-6543

〒763-0071　香川県丸亀市田村町1238　
TEL:0877-85-6860

〒317-0073　茨城県日立市幸町1丁目20番2号　
TEL:0294-25-1265

〒320-0043　栃木県宇都宮市桜5-2-5　
TEL:028-639-7777

〒243-0422　神奈川県海老名市中新田1762　
TEL:046-233-2511

〒602-0872　京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536番地　
TEL:075-251-1800

〒170-0002　東京都豊島区巣鴨1-9-1　RYOZAN PARKオフィス1Ｆ　
TEL:03-6271-0347

〒103-0022　東京都中央区日本橋室町四丁目3番16号　柳屋太洋ビル３階　
TEL:03-3243-2710

〒790-8567　愛媛県松山市宮西1丁目2番1号　本部第2ビル　
TEL:089-922-8672

〒578-0901　大阪府東大阪市加納7-21-24　
TEL:072-872-3715

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1丁目3番3号　ヒューリック青山第二ビル地下１階　
TEL:03-5468-5062

〒114-0012　東京都北区田端新町1‐28‐1　千代田ハイツ2階　　
TEL:03-6240-8987

〒516-0052　三重県伊勢市川端町203-2　
TEL:0596-25-9911

〒321-8255　栃木県宇都宮市陽東6-5-1　イーストサイド１F　
TEL:028-613-5577

〒445-0803　愛知県西尾市桜町奥新田2　
TEL:0563-57-8063

〒923-8601　石川県小松市八幡イ13番地１　
TEL:0761-47-1214

〒559-8510　大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35　
TEL:06-6614-8136

〒104-0033　東京都中央区新川1-21-2　茅場町タワー2階　
TEL:03-3523-1200

〒244-0805　神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6　ウエストビル9F　
TEL:045-829-0819

〒520-2342　滋賀県野洲市野洲1447番地3　
TEL:077-518-0500

〒152-0035　東京都目黒区自由が丘3-17-1　リバティヒルビル2階　
TEL:03-5731-5731

〒650-0034　兵庫県神戸市中央区京町79番地　日本ビルヂング704　
TEL:078-327-6033
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（株）ルネサンス

（株）レッツコンサルティング

（株）ロンド・スポーツ

（株）アースアンドウォーター

（株）アイ・エス・アイソフトウエアー

(株）アイサイト

（有)アクアトリ－ト

（株）アクアバンク

（株）アクトプロ

（株）アズールライフ

（株）ASK

（株）アムテック

アメアスポーツジャパン（株）

(株）アライアンス

（株）ALIGHT

（株）アルティマボディ

（株）アルファパーチェス

ESI（株）

イーシームズ（株）

（株）伊藤園

（株）ヴィエント

（株）ウェルビイー

エタニ産業(株）

（株）オーエルシージャパン

〒130-0026　東京都墨田区両国2-10-14　両国シティコア3F　
TEL:03-5600-7811

〒812-0044　福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号　パピヨン24 B1F　
TEL:092-633-3458

〒189-0013　東京都東村山市栄町1-28　ロンドプライムコート2階　
TEL:042-397-5378

〒101-0047　東京都千代田区内神田3丁目18番3号　SDビル3F　
TEL:03-5298-1355

〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町4丁目6番17号　IS本町ビル6F　
TEL:06-6260-3131

〒790-0915　愛媛県松山市松末１丁目7-44　プログレッソ壱番館111号　
TEL:089-970-3838

〒233-0011　神奈川県横浜市港南区東永谷3-5-3　　
TEL:045-822-4263

〒541-0059　大阪府大阪市中央区博労町1-8-15　　
TEL:06-6265-1034

〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町3-6-7　ウンピン神田ビル2F　
TEL:03-5289-4400

〒542-0086　大阪府大阪市中央区西心斎橋1-1-13　東邦ビル7F　
TEL:06-6226-7888

〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-8-5　NXビル4F　
TEL:042-523-4649

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷4-3-17　　
TEL:03-5469-6667

〒164-0022　東京都新宿区新宿6丁目27番30号　新宿イーストサイドスクエア6Ｆ　
TEL:03-6831-2712

〒113-0022　東京都文京区千駄木3丁目31番12号　ワコーレ千駄木ビル1階　
TEL:03-5834-2324

〒141-0031　東京都品川区西五反田7-17-7　五反田第1noteビル5階　
TEL:03-5434-2598

〒151-0064　東京都渋谷区上原三丁目7番22号　毛利ビル　
TEL:03-6450-5575

〒108-0073　東京都港区三田1-4-28　三田国際ビル15F　
TEL:03-6635-5154

〒005-0022　北海道札幌市南区真駒内柏立11丁目1-103
TEL:011-211-5525

〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町1丁目6番19号　　
TEL:06-6267-7067

〒151-8550　東京都渋谷区本町3-47-10　　
TEL:03-5371-7121

〒111-0053　東京都台東区浅草橋5-2-3　鈴和ビル1階　
TEL:03-3863-5750

〒246-0008　神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-1-235　　
TEL:045-922-1180

〒152-0022　東京都目黒区柿の木坂1丁目5番1号　エタニビル　
TEL:03-5701-7272

〒105-0003　東京都港区西新橋2-4-4　小里ビル2F　
TEL:03-5251-8355

 ■その他関連企業
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大塚製薬(株)

（株）OptFit

（株）ガウラ

（株）ギムニク

（株）クラブビジネスジャパン

（株）啓文社

（株）Ｋ&Ｋクリエーションズ

ゲンダイエージェンシー（株）

（株）コアズ

コーナン建設(株）

（株）サラインテリアシステム

（株）サンクト・ジャパン

（学）三幸学園  東京リゾート&スポーツ専門学校

（株）システム ディ

（株）社会保険研究所

ジャパン・アフィニティ･マーケティング（株）

JapanSwimmingTaskForce（株）

（株）ショウエイ

ジョンソンヘルステックジャパン（株）

（株）新広社

（株）スイート・ピア

（株）ステージゴルフアカデミー

ステラグループ（株）

ＳＰＯＲＴＥＣ（株）

セイコーソリューションズ（株）

セノー(株)　

〒101-8535　東京都千代田区神田司町2-9　　　
TEL:03-3293-3194

〒460-0014　愛知県名古屋市中区富士見町13-19　富士見八木ビル701　
TEL:080-1625-2346

〒150-0011　東京都渋谷区東2丁目26-16　渋谷HANAビル401
TEL:03-6805-0207

〒544-0005　大阪府大阪市生野区中川6-10-13　　
TEL:06-6756-7575

〒150-0045　東京都渋谷区神泉町20-25　神泉QSﾋﾞﾙ8F　
TEL:03-5459-2841

〒110-0015　東京都台東区東上野3-18-7　上野駅前ビル5F　
TEL:03-3831-1341

〒254-0804　神奈川県平塚市幸町5-24　　
TEL:0463-24-2859

〒163-1429　東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティビル29F　
TEL:03-5358-3411

〒101-0064　東京都千代田区猿楽町2-7-8　住友水道橋ビル7F　
TEL:03-5283-2404

〒105-0013　東京都港区浜松町1-10-14　住友東新橋ビル3号館6階　
TEL:03-5733-3411

〒105-0014　東京都港区芝3-17-15　クリエート三田3F　
TEL:03-5730-1561

〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-34-5　ユニゾン代々木302　
TEL:03-6276-7941

〒113-0033　東京都文京区本郷4-12-6　東京リゾート＆スポーツ専門学校　
TEL:03-5615-9210

〒105-0012　東京都港区芝大門2-10-12　KDX芝大門ビル6階　
TEL:03-5777-5202

〒101-8522　東京都千代田区内神田2-15-9　The Kanda282　
TEL:03-3256-8934

〒107-6216　東京都港区赤坂9丁目7番1号　ミッドタウンタワー　
TEL:03-6775-6084

〒102-0074　東京都千代田区九段南1-5-6　りそな九段ビル5F・KSフロア　
TEL:03-6869-8848

〒212-0032　神奈川県川崎市幸区川崎2-6
TEL:044-589-1601

〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15　LOOP-Xビル7F　
TEL:03-6722-6140

〒550-0005　大阪府大阪市西本町1-4-1　オリックス本町ビル14F　
TEL:06-6537-0082

〒150-0036　東京都渋谷区南平台町3-8　渋谷ＴＳＫビル3階　
TEL:03-5728-3156

〒112-0011　東京都文京区千石4丁目26番8号　メリノ千石2階　
TEL:03-3947-7801

〒112-0004　東京都文京区後楽2-3-21　住友不動産飯田橋ビル11階
TEL:03-5804-8787

〒160-0007　東京都新宿区荒木町20-21　インテック88ビル9階　
TEL:03-6273-0403

〒261-8507　千葉県千葉市美浜区中瀬1-8　　
TEL:043-211-1004

〒270-2214　千葉県松戸市松飛台250番地　　
TEL:047-385-9110
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（株）大幸

（株）タニタ

（株）tanosimu

鶴亀温水器工業（株）

TRX Training Japan（株）

(株）ティーネットジャパン

テクノジム ジャパン（株）

デサントジャパン（株）

東京ガス（株）

東西化学産業（株）

（有）東洋電子システム

（株）ドクターズ・マン

（株）トゴール研究所

（株）巴商会

（株）朋コーポレーション

（株）トラストワン

ドリコス（株）

（株）ニッコン

（特非）日本トレーニング指導者協会

ネオファースト生命保険（株）

（株）ネスティ

（株）博栄開発

（株）ハヤブサ技研

（株）パワーエレメント

（株）ヒカリスポーツ

ヒサモト産業(株)

〒169-0074　東京都新宿区北新宿4-17-1　　
TEL:03-3371-5309

〒174-8630　東京都板橋区前野町1-14-2　　
TEL:03-3558-8111

〒252-0311　神奈川県相模原市南区東林間5丁目3番9号2F　　
TEL:042-705-3775

〒114-0013　東京都北区東田端1-12-1　稲垣ハイツ202号　
TEL:03-5855-1126

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-7-8　TAKADEN青山ビル1階　
TEL:03-6805-0320

〒541-0047　大阪府大阪市中央区淡路町1-6-2　ＴＮＪ大阪ビル　
TEL:06-6228-6660

〒140-0002　東京都品川区東品川2-3-12　シーフォートスクエアセンタービルディング18階
TEL:03-5495-7783

〒171-8580　東京都豊島区目白1丁目4-8　　
TEL:03-5979-6028

〒105-8527　東京都港区海岸1-5-20　東京ガス本社ビル21階　
TEL:03-5400-7774

〒210-0814　神奈川県川崎市川崎区台町7番11号　　
TEL:044-270-2310

〒476-0003　愛知県東海市荒尾町外山57番地　　
TEL:052-604-3481

〒225-0002　神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-5　リーフ美しが丘ビル2F　
TEL:045-905-2330

〒104-0033　東京都中央区新川1-28-4　越前掘永谷マンション304号　
TEL:03-3829-5760

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2丁目6番地　ランディック神田ビル1F　
TEL:03-3254-2611

〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1 　アルカセントラル5F　
TEL:03-5611-6336

〒277-0941　千葉県柏市高柳867-3　　
TEL:0471-90-1101

〒113-0034　東京都文京区湯場3-7-7　オーシャンズファイブ5F　
TEL:050-3852-6871

〒530-0027　大阪府大阪市北区堂山町1-5　三共梅田ビル8F　
TEL:06-6315-0860

〒106-0041　東京都港区麻布台3-5-5-907　　
TEL:03-6277-7712

〒141-0032　東京都品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー14F　
TEL:03-5434-7391

〒918-8114　福井県福井市羽水2丁目402番地　　
TEL:0776-35-0505

〒314-0143　茨城県神栖市神栖3丁目11番28号 　　
TEL:0299-93-3893

〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木1丁目22番1号-204　　
TEL:03-5672-5881

〒652-0884　兵庫県神戸市兵庫区和田山通1-2-25　神戸市ものづくり工場B棟406　
TEL:078-682-8477

〒107-0062　東京都港区南青山2-11-13　青山サクセスﾋﾞル4F　
TEL:03-5775-6965

〒157-0062　東京都世田谷区南烏山6丁目27番11号　　
TEL:03-3308-8003
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（株）ビックス

（株）日吉

（株）ビルネット

（有）ヒロテック

（株)フィット・コム

（株）Fitpoi

（株）フジモリ

（株）プライムエデュケーション

（株）ブラボーグループ

ブルームプラス（合）

（株）プロアバンセ

（株）プロティア・ジャパン

（学）平成医療学園名古屋平成看護医療専門学校

HEALTH CONSULTING INC.

(株）マックスヒルズ

ミズノ(株)

（株）明治

（株）モマインターナショナル

ヤマハ発動機（株）

山本光学（株）

洋也（株）

ライフ・フィットネス・ジャパン（株)

（株）ライズエージェンシー

（株）両備システム

Les Mills Japan（合）

ロート製薬（株）

〒190-0011　東京都立川市高松町3-14-13　　
TEL:042-521-3329

〒523-8555　滋賀県近江八幡市北之庄町908　　
TEL:0748-32-5111

〒101-0021　東京都千代田区外神田2-15-2　新神田ビル５階　
TEL:03-5289-3936

〒124-0023　東京都葛飾区新小岩4-19-8
TEL:03-5654-2470

〒108-0071　東京都港区白金台2-25-7　COM21ビル 4F　
TEL:050-3162-7281

〒164-0003　東京都中野区東中野3-19-18　　
TEL:03-5931-8537

〒569-1123　大阪府高槻市芥川町4-14-5　　
TEL:072-668-2168

〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町10-2　日本橋フジビル2階　
TEL:03-6410-7990

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋2-1-10　TUGビル3F　
TEL:03-3511-1452

〒990-0877　山形県山形市大字内表104番地の7　　
TEL:080-5472-7983

〒141-0022　東京都品川区東五反田2-3-5　五反田中央ビル5階　
TEL:03-5791-1400

〒103-0027　東京都中央区日本橋2-1-3　アーバンネット日本橋二丁目ビル2F　
TEL:03-6361-1502

〒464-0850　愛知県名古屋市千種区今池1丁目5番31号　　
TEL:052-735-1645

〒134-0083　東京都江戸川区中葛西2-17-8　　
TEL:03-3877-7708

〒540-0032　大阪府大阪市中央区天満橋京町2番6号　　
TEL:06-4790-7711

〒101-8477　東京都千代田区神田小川町3-22　　
TEL:03-3233-7147

〒104-8306　東京都中央区京橋2-2-1　京橋エドグラン　
TEL:03-3273-0688

〒181-0011　東京都三鷹市井口3-6-16　　
TEL:0422-34-0602

〒431-0302　静岡県湖西市新居町新居3078　　
TEL:053-594-6512

〒112-0004　東京都文京区後楽1-4-14　後楽森ビル8F　
TEL:03-3868-5505

〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町3丁目5-5　セントピア御堂筋本町ビル6F　
TEL:06-6121-2996

〒107-0062　東京都港区南青山4丁目17-33　グランカーサ南青山1Ｆ　
TEL:03-5770-5057

〒108-0073　東京都港区三田3-7-18　ザ・イトヤマタワー10F　
TEL:03-5443-2230

〒108-0014　東京都港区芝5丁目33番1号　森永プラザビル本館16階　
TEL:03-3769-7810

〒106-0045　東京都港区麻布十番2-3-9　MogWan麻布十番ビル5F　
TEL:03-6823-4100

〒544-8666　大阪府大阪市生野区巽西1-8-1　　
TEL:080-2457-0974
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人財開発部　新卒採用担当
recruit.i@ilex-sports.co.jp　0533-80-7807

募集職種

仕事内容

「フィットネス総合職」フロント、インストラター、トレーナー、コー
チ、マネージャー等の店舗運営業務から、マーケティング、店舗開
発、商品企画、人財開発などの本部業務まで、適性に応じてキャ
リアを積んでいただく職種です。　
人を輝かせる一流（スター）になろう！
「人」のために。「学びを仕事へ」
適性や希望を考慮して配属が決定します。
主な職種は以下の通りです。
《フロント》
接客のプロとしてフロントを中心に店舗運営全般に携わります。
《インストラクター・トレーナー》
スタジオインストラクターやパーソナルトレーナーなど専門性を
発揮する仕事です。
《ジュニアスクールコーチ》
水泳指導や体操指導を通じて子どもたちの能力や社会性を
伸ばす仕事です。
《マネージャー》
フィットネスクラブ運営全般を管理し、支配人を目指す仕事です。
《本部スタッフ》
マーケティング、店舗開発、商品企画、人財開発など様々な業務に
携わる仕事です。

勤務時間

休日・休暇

待遇・福利厚生

応募資格
応募方法

＜店舗勤務＞
9：00～23：30（実働8時間 シフト制）
※営業時間は店舗により異なります。
＜本社勤務＞
9：00～18：00（60分休憩　実働8時間）
年間116日
＜店舗勤務＞月8～10日／シフト制　
＜本社勤務＞土日祝休み（土は年8日程度出勤あり）
夏季休暇　年末年始休暇　有給休暇　リフレッシュ休暇
慶弔休暇　出産・育児休暇　介護休暇
社会保険完備　退職金制度　スポーツクラブ施設利用料無料
ジュニアスクール割引　グループ会社割引利用
会員制リゾートホテル利用　社員旅行　誕生日プレゼント
育児介護短時間勤務制度
2022年3月卒業予定の専門・短大・大学・大学院生
マイナビ2022よりエントリーください。

LEADING YOUR LIFE
圧倒的なアイレクスクオリティで成長し続ける当社で、あなたも共に歩んでいきませんか？

地域密着、ハイクオリティなスポーツクラブをアイレクスブランドで展開。地域社会に健康を通じた生活提案を実践しています。

フィットネスの、その先へ。

〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町 90-6　ウエストビル 9 階　人事・採用担当　株式会社ラストウェルネス

募集職種

仕事内容
勤務時間
休日休暇
給 与
待 遇

研修制度
応募方法

店舗運営/総合職
【フィットネスインストラクター、トレーナー、スイミングコーチ、ヨガインストラクター、栄養士（管理栄養士）】
◆フィットネス業務◆レッスン業務◆フロント業務◆見学・体験案内業務◆栄養・食事指導業務
週40時間、シフト制
４週８日休み　年次有給休暇、季節休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇
短大・専門卒180,000円～、四大卒195,000円～
賞与、昇給、職能給制度、ベネフィットワン利用制度、引っ越し費用補助制度、外部研修参加費補助、
交通費全額支給、スタッフ家族割引制度、イベント手当等
新入社員集中研修、年次研修、専門研修（トレーニング・ヨガ・スタジオレッスン等）
ラストウェルネス採用サイト（右下QRコード）よりエントリーください。

ラストウェルネスでは１人１人に担当が付き会員様をサ
ポートしています。
クラブに通っていただく会員様への運動のサポートはも
ちろんのこと、クラブ外での生活習慣も含めて、会員様
１人１人の悩みや体質、ライフスタイルに合った運動や
食事の提案をしていきます。
会員様の効果・結果を本気でサポートしています。
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職 種
給 与
勤 務 地
休 日

専門職正社員（セラピスト）
193,000円～213,000円
全国転勤有り（関東を中心に展開をしております）
年間110日

健康を、もっと、あたらしく

新卒採用チーム TEL：03-6721-7434 Mail:shinsotsu@medirom.co.jp
東京都港区台場二丁目3番1号｠トレードピアお台場16階

社員同士の仲の良さが自慢です♪

“健幸”部員募集中♪

2019年度リラクゼーションコンテストジャパン Wグランプリ受賞！
「肩甲骨ストレッチ」「健康管理アドバイス」に特化したリラクゼーションスタジオRe.Ra.Kuは、
愛され続けて創業20周年。現在全国に302店舗グループ展開中。
愛と思いやりに溢れた社会の実現のため、メディロムグループはヘルスケア革命を起こしていきます！

こんな人にオススメ！
●社会人になっても
  スポーツがしたい！
●チームと楽しく仕事がしたい
●人に関わり周りを幸せにする
  仕事につきたい
●健康な人を増やしていきたい
●自分自身を成長させたい　etc

メディロムグループ

有給休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休業
各種社会保険完備、社員割引、文化奨励制度
自社にて業界最大級の研修施設完備。提携教育機関の研修も無料受講可

休 暇
福利厚生
研 修

10以上の部活があります♪
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インストラクター・トレーナーの
キャリアマガジン

購読者募集中!! 新規会員登録募集中!!

毎月25日発行
※施設への無料配布（5部以上）を承ります。お電話かメールにてお申し込みください。

求人情報や講座情報を随時UP新鮮な情報を
業界随一のボリュームで提供しています！

求人情報や講座情報を随時UP新鮮な情報を
業界随一のボリュームで提供しています！

購読申込みはコチラ
info@fitnessclub.jp

かんたん！会員登録はコチラ
https://www.fitnessjob.jp/

毎月25日発行

トレーナーの求人・養成セミナー情報量NO.1

フィットネスジョブ

フィットネス求人サイト

毎月25日発行毎月25日発行

株式会社クラブビジネスジャパン TEL:03-5459-2841 www.fitnessclub.jp/next　　info@fitnessclub.jp

募集職種

勤 務 地
勤務時間
給 与

休日休暇
待 遇

応募方法

①パーソナル・トレーナー職（全国勤務型）
②レセプション職 / 受付・一般業務（全国勤務型、福岡限定勤務型）
トータル・ワークアウト各店舗 （渋谷店、六本木ヒルズ店、福岡店）
1ヵ月の変形労働時間(シフト)制
①全国勤務型　233,000円
②全国勤務型　232,000円　福岡限定勤務型　194,000円
年末年始休暇、有給休暇、出産・育児休暇、慶弔休暇等　他
各種社会保険完備、ブラザー制度による研修制度、ジム利用・トレーニング関連商
品の割引制度、子育て支援制度、外部技術研修受講料免除（社内規定による）、
託児所提携有
マイナビ2022よりエントリーください。

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
東京都渋谷区南平台町16-17　渋谷ガーデンタワー24F　採用担当
TEL：03-5784-7749（受付10:00～19:00）MAIL：tw-saiyo@totalworkout.jp

お客様の想いを叶える
パーソナル・トレーナーの集団

日本のパーソナル・トレーニングジムの
先駆け的存在です！
2001年に来日し、トータル・ワークアウトを設立したケビン
山崎。彼はフィットネスの本場アメリカで活躍していましたが、
日本にパーソナル・トレーニングを広め、「理想のカラダ作り
をサポートし、お客様の人生に関わる職業」としてパーソナ
ル・トレーナーという職業を広めていった、先駆けといえる存
在です。常に、世界最先端の技術を導入し続けています。

全員正社員採用を
掲げて
アルバイトや契約社員による雇
用が多いこの業界ですが、トー
タル・ワークアウトはパーソナ
ル・トレーニング主体のジムと
してトレーナーの全員正社員
採用を掲げています。
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クラブ数
（軒）

会員数
（万人）

参加率
（％）

売上高
（億ドル）

米国 2013 32,150 5,290 18.3 224

2014 34,460 5,410 17.0 242

2015 345,00 5,530 17.2 258

2016 36,540 5,720 17.6 276

2017 － 6,090 20.3 －

2018 39,570 6,250 20.8 323

英国 2013 6,014 794 12.6 65.26

2014 6,019 790 12.6 61.94

2015 6,312 874 13.7 63.9

2016 6,435 920 14.3 67.37

2017 5,728 970 14.9 71.61

2018 7,038 990 14.9 －

日本 2013 4,163 416 3.2 42.40

2014 4,375 419 3.3 43.16

2015 4,661 421 3.3 43.81

2016 4,946 424 3.3 44.73

2017 5,299 463 3.7 46.02

2018 5,818 514 4.1 47.9

［表2］2019世界市場での
直営クラブ売上高トップ25

［表1］日・米・英のフィットネスクラブ市場の
規模と推移

Grobal

ランキング 企業名 売上高
( 百万ドル）

1 Life Time, Inc. 1,900 
2 24 Hour Fitness USA, Inc. 1,500 
3 Planet Fitness 689 
4 David Lloyd Leisure 657 
5 Basic-Fit International 578 
6 Bio Ritmo Group 550 
7 セントラルスポーツ株式会社 497 
8 Fitness&Lifestyle Group(FLG) 484 
9 Town Sports International Holdings,Inc. 467 
10 SATS Group 454 
11 株式会社ルネサンス 428 
12 Migros Group 411 
13 RSG Group 409 
14 Virgin Active( ヨーロッパのみ展開） 378
15 Nuffield Health（受託運営・直営） 354 
16 Pure Gym 333 
17 Evolution Wellness Holdings 324 
18 The Bay Club Company 301 
19 Fitness time 251 
20a Clever ｆit 246 
20b Fitness World 246 
21 Powerhouse Gyms International 245 
22 Holmes Place 212 
23 QingDao Impulse Health Management Co.,Ltd. 203 
24 L'orange Bleue 196 
25 Crunch Fitness 190

欧米では、フィットネス経営企業がスピーディに革新的な取り組みをしていて、日本よりもはる
かにフィットネスが日常に深く浸透している。アメリカをはじめ成長する世界市場の動きや今後
日本でもトレンドとなるかもしれない海外プレイヤーの展開内容について紹介しよう。経済のグ
ローバル化が進むなかこうした情勢にも常にアンテナを立てておくことが必要となろう。

ダイナミックに成長し続けている
世界のフィットネス市場

フィットネス市場、成長

　世界のフィットネス市場は、いずれも成長著しい。表
1に示す通り、世界最大のフィットネス参加人口を誇る
アメリカと、アメリカと近いライフスタイル、カルチャー
をもつイギリスともに、クラブ数、会員数を上昇させて
きている。景気の浮き沈みなどにもそれほど左右されず
に、上昇トレンドを描き、成長してきている。表には掲載
していないが、スウェーデンやノルウェーといった国々も
この間にフィットネス参加人口が急上昇し、アメリカや
カナダと同様に参加率が20%前後にまで達している。
　日本のルネサンスなどが参入するアジア・アセアン諸
国にも、Virgin Activeなどの外資系企業や地元資本の
企業が果敢に出店し、フィットネス参加率を引き上げて
いる。特に、中国は成長著しく、調査会社IBISワールド
によると、過去5年で2倍近くまで成長し、2015年末時
点で6,060億円を超える市場規模に達している。これ
は日本の市場規模のおよそ1.5倍にあたる。

市場活性化、革新の可能性

　表2をご覧いただきたい。世界のフィットネス企業の
売上高トップ25だ。ほとんどが、前年から売上高を大
きく伸ばしている。この表に掲載されている企業をみる
と、従来からランクインしている大型総合クラブもみら
れるが、例えばPlanet Fitnessなどのユニークなビジネ
スモデルをとる新興企業もみられる。これは、この市場
が活性化していると同時に、まだイノベーションの余地
が十分あることを示している。
　この表にはまだランクインしていないが、最近急速に
売り上げを上げている企業もたくさんある。また、Apple 
WatchやFitbit、Noom、FiNCテクノロジーズなど、ウエ
アラブルやスマホを活用した利便性の高いサービスも多
数開発され、生活者・勤労者の多様なフィットネスニー
ズに応えている。
　フィットネス業界が、いかに成長しているか、またその
フロンティアがいかに活性化しているかがわかる。
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クラブ数
（軒）

会員数
（万人）

参加率
（％）

売上高
（億ドル）

米国 2013 32,150 5,290 18.3 224

2014 34,460 5,410 17.0 242

2015 345,00 5,530 17.2 258

2016 36,540 5,720 17.6 276

2017 － 6,090 20.3 －

2018 39,570 6,250 20.8 323

英国 2013 6,014 794 12.6 65.26

2014 6,019 790 12.6 61.94

2015 6,312 874 13.7 63.9

2016 6,435 920 14.3 67.37

2017 5,728 970 14.9 71.61

2018 7,038 990 14.9 －

日本 2013 4,163 416 3.2 42.40

2014 4,375 419 3.3 43.16

2015 4,661 421 3.3 43.81

2016 4,946 424 3.3 44.73

2017 5,299 463 3.7 46.02

2018 5,818 514 4.1 47.9

［表2］2018世界市場での直営クラブ売上高トップ25 ［表1］日・米・英のフィットネスクラブ市場の
規模と推移

ランキング 企業名 売上高
( 百万ドル）

1 Planet Fitness 2,800
2 Anytime Fitness 1,780
3 Life Time, Inc. 1,750
4 24 Hour Fitness USA, Inc. 1,510
5 David Lloyd Leisure 643
6 セントラルスポーツ株式会社 548
7 Basic-Fit 474
8 Town Sports International Holdings,Inc. 443
9 株式会社ルネサンス 431
10 McFit 419
11 Bio Ritmo Group 406
12 SATS Group 378
13 Nuffield Health 373
14 Virgin Active -
15 Evolution Wellness 325
16 Pure Gym 301
17 The Bay Club Company 295
18 Fitness World 235
19 Fitness Time 233
20 Clever ｆit 229
21 QingDao Impulse Health Management Co.,Ltd. 211
22a Crunch 180
22b Orangetheory Fitness 180（直営）
23 Kieser Training AG 179
24 The Bannatyne Group Plc 172
25 The Gym Group Plc 165

就職活動を始めてみたものの「なかなか内定が出ない……」なんて悩みにぶつかるときが来
るかもしれない。そんなときには、この『リクルートマガジン』編集長の古屋武範から就活
生に贈るメッセージを読んで欲しい。内定を勝ち取るには、頭の良さや外見、学力なんて関
係ない！ コンピテンシーや価値観を備えているかどうかが最重要なのだ。

フィットネス企業から内定をとるためのポイント

「採りたい人」を理解する
それが勝負の分かれ目

　フィットネスクラブの経営者や人事担当者、優秀な
新入社員らに数多く取材していると、内定をとる人に
はある共通したポイントがあることに気付く。内定
をとる人は、企業の「採りたい人」をよく知っていて、
その像と本人像がよく合っていることをきちんと伝え
ることができていることだ。逆からいえば、自分を企
業の「採りたい人」に合わせてよくアピールできてい
るということである。「なんだ、そんなことか」とい
うなかれ。実は、本当にそのことがわかっている人は
とても少ない。無意識のうちに、一方的に（企業が求
めていない）自分の特徴をアピールしている学生が実
際にはいかに多いことか。これでは苦戦するのも無理
はない。
　内定をとりたいならば、まず入社したい企業の「採
りたい人」像を、さまざまな情報網をたどり、明確に
していかなくてはならない。そのうえで、エントリー
シートや面接などを通じて自分にその「採りたい人」
の要件が備わっていることを、考え方や過去の経験、
エピソードなどを交えて効果的に伝えられないといけ
ない。さらにいえば、その企業で自身の強みを活かし
て、何でどう貢献するかまで具体的に伝えられるとい
い。
　企業が採りたい人の要件は、各社が「コンピテン
シー」 や「価値観」としてまとめている。コンピテンシー
とは、その企業で高い成果をあげている社員が共通し
て備える行動特性や実践能力のことをいう。また価値
観とは、その企業が大切にしたい基本的な行動特性や
実践能力のことをいう。
　本誌をここまで読んできたなら、ある程度各社のそ
れがわかっていることだろう。ある企業のコンピテン
シーはホスピタリティと変化対応能力であり、またあ
る企業の価値観は、問題発見・解決力と変革マインド
であり、またある企業の価値観は自立心や当事者意識
であったりする。

コンピテンシーや価値観を知るためには
入念な下調べと努力が必要

　もう一度まとめる。内定を獲得するには情熱ややる気、
人生哲学に通じた強い志望動機、キャリアビジョン、さ
らにはキャラクター、コミュニケーション力、地頭の良
さなどといった生来の特性に加えて、各社の求める人物
像を知り、自分がそれを備えていることと、それを使っ
て活躍できることを理解してもらう必要がある。例えば、
ある企業が「顧客志向」を備えた人材を欲しいと考えて
いるとしよう。そうしたら、それは具体的にどういうこ
とかを知らなければならない。施設見学・体験や OB・
OG 訪問をしたり、インターンシップやアルバイトをす
るのは有効だろう。決算資料を読んだり、株主になって
決算説明会や株主総会に出るのもよいだろう。
　そうしてそれがつかめたら、その企業の採用担当者
が納得するであろう、自分のホスピタリティの高さを
示す考えや経験をわかりやすく話せるようにしておか
なければならない。そして強みを活かして何をしたい
のか、なぜその企業で活躍できると思うのかを明らか
にしておきたい。フィットネスに対する考えや経験が
浅かったり、自分を客観視して強みを探り、抽象化し
て、それを捉えてプレゼンテーションするのが下手だ
とすぐに底が見えてしまう。コンピテンシーや価値観
を身に付けるには一朝一夕では無理だ。少しでも早い
段階から「フィットネスクラブへの就職を意識した行
動」をとらなければならないということであり、結局
はその取り組みの深さが成否を分ける。
　最後に、企業は単なる成績の優良さや学力の高さ、外
見だけでは決して内定を出さないということを断言して
おこう。裏を返せば、それは成績が悪くても、有名大学
を卒業していなくても、外見が悪くても、チャンスは十
分にあるということだ。
　自分がこれまでにしてきたこと、自分が好きなことや
大切にしたい価値観、それを活かして就職を希望する企
業やこれからの社会で自分が貢献できることをわかりや
すく伝えられることが大切になる。

Point
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フィットネス業界唯一の経営情報誌

お申し込み・お問い合わせは下記までお気軽に
TEL 03-5459-2841  E-MAIL fb.customer@fitnessclub.jp  FAX 03-3770-8744　

!

!

こちらより試し読みもできます！
https://business.fitnessclub.jp/
category/backnumber

定期購読にお申込みのお客さまは、
送料がサービス（0円）となります。

お申込みは下記申込書にご記入後、FAXください。
または、以下URL・QRコードからも
お申込みいただけます。
https://business.fitnessclub.jp/list/subscribe

業界の最新情報がわかる
コロナ禍においてクラブが抱える課題とは？
新たに始めたサービスとは？ 業界の“今”がわかります。

新設クラブの情報がわかる
毎号、新しくオープンしたクラブのサービスや運営について、
豊富なカラー画像とともにご紹介。
最新のクラブについて知ることができます。

業界を知れば、自分のやりたいことや
活かせる能力がわかります。
それは自分に適した企業を
見つけることにもつながるでしょう。
業界研究にぜひ
『フィットネスビジネス』をご活用ください。

●それぞれの企業の現在の考え方や取り組み内容を知るこ
とができて参考になります。自社の立ち位置や今後すべき
ことがわかります。

●成功例を知れることで、自らの経験値だけでない、信頼で
きる情報提供や指導ができます。

●独自のサービスや商品を生み出すために本誌を大いに活
用しています。経営者の方はもちろん、異業種からフィット
ネス業界で働くようになった方、現場のトレーナーの方々
にもぜひ読んでほしいですです。

ご購読者さまからのメッセージ

●発行・発刊・編集／株式会社クラブビジネスジャパン●発行編集人／古屋武範
●発売日／奇数月25日●創刊／1995年11月25日●A4版・全約150頁

『フィットネスビジネス』のご案内

サービス
￥0
送料

1 冊あたり価格（参考） 

2,940円 
配本数 期間　 購読料金

1年間 6冊 17,640円

多くの業界関係者が読んでいます！


