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広告掲載や配本に関するお問い合わせ
編集に関するご意見・ご感想はNEXT編集部まで
Tel.03-5459-2841 Fax.03-3770-8744
info@fitnessclub.jp www.fitnessclub.jp

『NEXT編集部』
公式SNSページ
フィットネス業界の最新トレンドやトレーナー・インストラクターの方々
のキャリアアップにつながる情報をタイムリーに発信しています！
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大募集！

活躍した（1）トレーナー（2）インストラクター（3）プログラム・商品開発者
下記募集要項をNEXT編集部「トレーナー・オブ・ザ・イヤー募集係」までお送りください
①名前 ②連絡先（住所・電話番号・メールアドレス） ③所属クラブ ④対応ジャンル
⑤応募部門（1）トレーナー部門（2）インストラクター部門（3）プログラム・商品開発部門のいずれか
⑥2018年の主な活動と実績（出来るだけ数値も含め表現してください。A4・1枚まで）
⑦活動のビジョン目的・背景（A4・1枚まで） ⑧これからの活動をどう考えているか？ ⑨全身写真
⑩5分以内の動画（活動や考えを伝える内容のもの）※頂いた応募情報は返却致しかねますのでご了承下さい。

NEXT AWARD 選考について
評価軸と
選考基準

職業の認知向上と業界の活性化を目指すトレーナー・オブ・ザ・イヤーでは、
下記の評価軸を重視した選考としています。

1 トレーナー・インストラクターという
職業認知のための思考／実行力

自らについてのブランディング・マーケティング力
●インス
トラクター・
トレーナーという同業種の職業認知・
発展のための施策の実施
●実際の活動数
・質
●

3

顧客創造・満足のための思考／実行力
クライアント理解についての思考力・インプットの高さ
●クライアン
トニーズについての分析力・問題解決能力
●クライアン
ト満足に対しての実行・企画力
●

2 フィットネス業界の発展のための
思考／実行力

フィットネス業界や、周辺業界・地域との交わりに対する
思考／企画力
●フィ
ットネス業界発展のための企画力
●協業する力
●

4 人間性・熱意
最優秀賞に選ばれると…

2017

最優秀賞
トレーナー部門
早田航さん

インストラクター部門 プログラムディレクター部門
辻茜さん
上田浩之さん

❶ 2019年4月号の特集記事で活動を紹介します
❷ NEXTに1年間連載記事が書けます
❸ その他テーマに応じて優先的に取材させていただきます

1 31日必着！ ご応募お待ちしております

応募締切：2019年 月

自薦・他薦は問いません。応募にあたって、下記が前提となります。
あらかじめ同意の上、ご応募ください。

『NEXT』2019年4月号への出演が可能であること。
他薦の場合は、ご本人様の同意を得ていること。
FAX 03-3770-8744
03-5459-2841
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町20-25 神泉QSビル8F（株）
クラブビジネスジャパン
E-mail info@fitnessclub.jp

TEL
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News Pick Up 10

News from the World

2018年12月の10大ニュース

編集部からのニュース

ミクシィグループ、
コンディショニングスタジオ「ココサイズ」を出店

2019 IHRSAコンベンション＆
米国クラブビジネス視察研修ツアー
申し込み受付中！

同グループのスマートヘルス社は、1月「ココサイズ」女性専用スタジオを東京・桜新町にオープン。月会
費は、7,000円と手ごろながら、スマートデバイスとAIを活用して身体の動きなどを多角的にチェックし、
個々(ココ)人に最適化したコンディショニングエクササイズをグループ形式で提供していく。

長友佑都選手がCEOを務めるCuore、
プライベートジムを開業
Cuore(代表取締役社長兼CEO:長友佑都）は、会員制プライベートジム「CUORE ONE」を1月28日に
開業。フィジカルトレーナーによるマンツーマントレーニングサポートを提供する。プロアスリートからア
マチュアアスリートまで、すべてのアスリートにサービスを提供していく。

「エクササイズコーチ」、東日本初の旗艦店含む2店舗を開業

世界最大のフィットネス産業展示会。最新トレーニングマシン、
エクササイズプログラム、トレーニングギア、クラブ運営ソリュー
ションまで最新動向がつかめます。
米国3都市で、注目業態、注目クラブを視察します。

アメリカ・シカゴ発、AI主導のパーソナルトレーニングジム「エクササイズコーチ」
（本社：大阪府大阪市
代表取締役社長：椿本健太）は、2018年12月22日に「宇都宮店」、12月23日には東日本初の旗艦店
となる「池袋店」を開業。 “1回20分”という短時間、かつ低価格な料金設定で利用できる。

東京メトロ、
アウトドアフィットネスクラブ「greener」
を高架下にオープン
東京地下鉄は、会員制アウトドアフィットネスクラブ「greener（グリーナー）」を2019年4月11日、妙典
駅近くの高架下にオープンする予定。
「greener」は、ヨガスタジオ、ボルダリングジム、アウトドアを備
え、人と人、人と自然をつなぐプログラムを楽しむアウトドアフィットネスクラブ。

厚生労働省、特定健診などで自治体を支援

行程：シアトル、サンフランシスコ、サンディエゴ
日程：2019年3月10日（日）〜17日（日）
申し込み締切：2019年2月5日（火）
詳細：フィットネスビジネス公式サイト
www.fitnessclub.jp/business/
「セミナー・ツアー情報」にて
問：株式会社クラブビジネスジャパン 03-5459-2841

フィットネス・スポーツ業界
合同リクルートフェア2020
2019年3月に、3都市で開催決定。
エントリー受付中！

同省は、生活習慣病の予防対策を大幅に見直す。医師の指導に沿って運動したら医療費として費用を控
除できるジムを増やすほか、特定健診（メタボ健診）の実施率引き上げなど予防事業に力を入れる自治体
に今より多く交付金が渡るようにする。

LIFE CREATE、Forbes JAPAN WOMEN AWARDに入賞

株式会社クラブビジネスジャパンは、東京、大阪、名古屋の3
会場にて、
「フィットネス・スポーツ業界 合同リクルートフェア
2020」を開催します。また、同イベントで配布および大学・専門
学校にて販売する「フィットネス・スポーツ業界リクルートマガジ
ン2020」を2月（予定）に発行します。

サーフエクササイズ専門スタジオ「Surf Fit Studio」、ホットヨガスタジオ「ロイブ」、
マシンピラティス専
門スタジオ「pilates K」を運営するLIFE CREATEが、Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2018 の
企業部門 第5位に入賞。フィットネス施設の運営者としては、初めての受賞となる。

オージースポーツ、高地トレーニング施設を3月下旬開業予定
「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ等を運営するオージースポーツは、2019年3月下旬、
「高地トレーニングスタジオ 30peak 芦屋」を開業予定。標高2,500mの高地に相当する酸素濃度空
間を実現し、その中でランニングやウォーキング等を実施。30分で2時間分の運動効果が期待できる。

「和太鼓FITNESS STUDIO MATSURI」、福岡・久留米に開業
株式会社システムステーションは、伝統的な和太鼓を使ったフィットネス「和太鼓FITNESS STUDIO
M AT S U R I」を12月、福岡市久留米市にオープンした。
「心感覚の和太鼓フィットネス」を中心とした
フィットネススタジオで、24時間レンタルスタジオも併設した施設となっている。

ベンチャーバンク、
「PLAYGROUND高田馬場」、
「同大宮」開業

東京会場

開催日：2019年3月6日（水）
出展予定企業数：20企業
会場：TKPガーデンシティプレミアム京橋
参加予定人数：500名

大阪会場

開催日：2019年3月21日（木・祝）
出展予定企業数：13企業
会場：TKPガーデンシティプレミアム心斎橋
参加予定人数：200名

名古屋会場

開催日：2019年3月23日（土）
出展予定企業数：9企業
会場：TKPガーデンシティ栄駅前
参加予定人数：150名

同 社 は 、N Y 発 の 筋トレを 遊 び 感 覚 で するアミューズメント 型 の日 本 初 最 新フィットネス
「PLAYGROUND(プレイグラウンド)高田馬場」、
「同大宮」を2018年12月22日に2店舗同時開業。
FUNCTIONAL TRAININGとH.I.I.T TRAININGを組み合わせたプログラムを提供する。

ミズノ、大阪に1月、24時間ジム「MIZUNO GYM」1号店をオープン
同社は、新業態「M IZU N O GY M」1号店となる扇町店を大阪府大阪市北区天神橋に1月1日にオープ
ン。月額4,500円で、24時間365日使える会員制ジムとして、顔認証のカードレスチェックインをはじめ
とした利便性と、最新マシンをいつでも自由にリーズナブルな料金で利用できる施設となっている。
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Key Word

7

ニュースなことば、
ニュースな数字
Key Word

Key Number

スポーツエール
カンパニー

腹・尻

9%

スポーツ庁が、運動不足である働き盛り世
代のスポーツの実施を促進し、スポーツに
対する社会的機運の醸成を図ることを目
的として、社員の健康増進のためにスポー
ツの実施に向けた積極的な取組を行って
いる企業を認定するのが「スポーツエール
カンパニー」制度。

ジャストシステムが、20歳～39歳のフィッ
トネスクラブに通っている男女2,000名
を対象にフィットネスジム利用実態に関
してアンケート調査したところ、意識して
鍛えている部位は、
「腹の筋肉」と答えた
人が最も多く（45.5％）、女性は「尻の筋
肉」
（36.0％）が多かった。

ジャストシステムが、2 0 歳～3 9 歳の
フィットネスクラブに通っている男女
2 , 0 0 0 名を対象にフィットネスジム利
用実態に関してアンケート調査したとこ
ろ、
「睡眠管理アプリ」を利用している人
は8 . 8％で、うち男性は11.1％、女性は
6.5％だった。

Februar y, 2019 www.fitnessjob.jp

Key Number

2倍

ヘルスケア＆フィットネスアプリ市場に注目
し、3 万モニターを対象とした実態調査
の結果、フィットネスアプリの利用率はこ
の 2 年で 5％から 10％へと約２倍に伸
びた。一方、1 人あたりのフィットネスア
プリ利用個数は 1.1 個と大きな変化はな
かった。

2019 IHRSAコンベンション＆
米国クラブビジネス視察研修ツアー
2019年3月10日（日）〜３月17日（日）6泊8日
企画主催：株式会社クラブビジネスジャパン

旅行主催：未定

企画協力：ブラボーグループ

2019 年 3 月シアトル・サンフランシスコ・サンディエゴで開催される IHRSA コンベンションへの
参加と、米国の優良クラブを一遍に視察するツアーを企画します。例年好評のクラブ視察では、
経済不況の中でも、力強く好業績を上げているクラブを中心に、新しい業態や経営手法で成長
しているクラブなど 10 施設以上を訪問します。経営者や経営幹部の方から直接話が聞ける機会
もご用意しています。業界世界最大規模のトレードショーでは、サプライヤー各社が最新の機器
やプログラムを展示します。コンベンションでは本ツアーご参加者のための日本語通訳付特別セ
ッションをご用意しています。クラブ運営に役立つ先進の情報が豊富に収集できます。フィット
ネスビジネス編集部が企画するツアーならではのベストな内容になっています。

クラブ視察
【ジム・スタジオ】

【総合クラブ】
アクティブスポーツクラブ：サンフランシスコのユニオンスクエアから数ブロッ

バシラインフィットネス：シアトルを含む西ワシントンエリアで、ナンバーワン

クの場所に立地する総合クラブ。マーケティングや運営にテクノロジーを駆使

ジムとしてユーザーに支持されるクラブ。クラスパスユーザー
（18,439 レビュー）

している。全米に 45 の地域密着型クラブを展開するアクティブスポーツ傘下

の評価でも 5 点満点中 4.9 という高い評価を得ている。HIIT 系で、インストラ

のクラブとして 2015 年にオープンした。アクティブスポーツの経営・運営には、

クターの個性を活かしたグループフィットネスが人気を得ている。

前クラブワンの経営者をはじめ、フィットネス業界での経験豊富な３人の経営

ZUM フィットネス：元オリンピック選手のピーター・シモック氏が「ライフタイ

者の知見が活かされている。

ムアスリート」をコンセプトに創ったファンクショナルトレーニングジム。日常

フィットアスレティッククラブ：ライフスタイルブランドとして、メンバーにベ

生活に役立つようにトレーニングメニューや、ジムレイアウトも工夫されている。

ストなものだけを提供するラグジュアリーな総合クラブ。2004 年にヒュースト

サイクルバー：世界的に急成長しているプレミアムサイクルスタジオチェーン。

ンに１店舗目をオープンし、2008 年にサンディエゴ店をオープンした。施設も
プログラムも質にこだわり、カントリークラブのような雰囲気でウェルネスに
つながる顧客体験を提供し、毎年「ベストジム」に選ばれている。

上質な空間とプログラムが人気を集め、フランチャイズ方式で、これまでに
350 スタジオの契約が結ばれ、150 スタジオが既にオープンしている。フィッ
トネス専門フランチャイズ企業 Xpotential が展開するブランドの１つ。

イクイノックス：クールなフィットネスクラブとしてブランディングに成功して
おり、中高級総合クラブチェーンを核に、業態開発も進めて複数ブランドでシェ
アを拡大している。以前からグループエクササイズのクオリティにもこだわり
があり、近年ブティックスタジオとの競争力を維持するべく、シグネチャープロ
グラムと呼ばれるオリジナルプログラムを開発し、インストラクターへの教育
機会も提供している。

ベースキャンプフィットネス：ザッポスの創業者が創ったジム。Air AssultBike
と呼ばれる、
速くこぐほど負荷がかかるバイクを使った35分のサーキットトレー
ニングプログラムが特徴。現在までにエニタイムフィットネスの親会社セルフ
エスティームブランド社に買収され、フランチャイズ展開が計画されている。
現在サンフランシスコエリアに 5 クラブを展開している。
F45：急成長しているチームトレーニング専門スタジオチェーン。オーストラリ

【バジェットクラブ】

アで現在40 店舗を展開しており、
さらに40 店舗の契約が決まっている。ニュー

チャズフィットネス：カリフォルニア州、アリゾナ州、コロラド州に合計 23 店

ジーランドにも進出し、今後アジアやイギリスへの展開も計画している。チー

舗を展開するバジェットタイプのクラブチェーン。低価格を実現するために、

ム形式でのファンクショナルトレーニングで、モチベーション、イノベーション、

ローコストの出店、設備やマシンのセレクション、人材採用・育成、運営に至

リゾルトの３つの鍵となる要素を重視している。10 のトレーニングシステムと、

るまで、運営効率と顧客にとってのコストパフォーマンスを追求。その一方で、

10 のサーキット動作パターン、
15 のタイミングモジュールを組み合わせた 1,000

キッズクラブやパーソナルトレーングなど付加的サービスも備えて、フィットネ

以上のエクササイズのなかから日々違う内容のクラスが構成される。

スライフを継続してもらえることを目指している。

※先方の都合などにより、視察クラブが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

基調講演も、同時通訳！

IHRSA コンベンション
日本語同時通訳付特別セミナー

トレードショー（展示会）

IHRSA トップスピーカーのセッションを日本
語通訳付きで提供します。今年は基調講演も
同時通訳で聞くことができます。

最新のトレーニング機器でのエクササイズや
最新のグループエクササイズクラスに参加で
きます。

IHRSAコンベンション

プラネットIHRSA（パーティー）

米国のクラブをリードする講師のセッション
が 70 以上の中から自由に選んで受けられます
（英語）。

IHRSA トップスピーカーや世界数十カ国から
集まる業界リーダーたちとのネットワークが
広げられます。
2019.3 IHRSA コンベンション＆米国視察研修ツアー資料請求フォーム

※旅行代金ほか、詳細は「フィットネスビジネ
ス」HPにて。またはお電話ください。

貴社名（クラブ名）

※最少催行人数15名

ご住所

※参加ご希望の方は2月5日（火）までにご連
絡ください。

TEL

※延泊や、行程の特別アレンジなどもお気軽
にご相談ください。

FAX.03-3770-8744

ご担当者名

〒
FAX

※上記個人情報は資料送付のみに使用させていただきます。

E-mail

株式会社クラブビジネスジャパン
担当：岩井
TEL.03-5459-2841

詳細はインターネットでもご覧いただけます▶www.fitnessclub.jp/business/service/study.html

F
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FOOD

編集部が厳選した、
インストラクター・
トレーナーに
オススメの最新情報をご紹介！

PRESENT

ダイエット・筋トレ中の 願 いを叶えるギルトフリーな豆パスタ

PASTAYURI 枝豆フェトチーネ

原材料は枝豆と水のみ！味、食感、栄養ともに圧倒的な完全グルテンフリーパス
タの登場。
一般的な小麦パスタ100ｇあたりと比較して、タンパク質は 3.5 倍、糖質は 78%
オフ、食物繊維は 7 倍と驚きの栄養分。枝豆本来の風味と自然な甘みが感じられ、
和洋中エスニック、どんな味付けとも合うだけでなく、良質なオリーブオイルと塩、
トリュフオイルとパルミジャーノチーズなど、シンプルな味付けでも美味しく召し上
がっていただける、心も体もハッピーになれるギルトフリーパスタ。満足感たっぷり
で減量中の方にも大好評。今回は抽選で枝豆フェトチーネを含む 3 食セットを3 名
様にプレゼント。ご応募は上記 QRコードから。
問 PASTAYURI hello@pastayuri.com

3

ITEM

ランナーをサポートするキット

RUN INJURY FREEキット

プロティア・ジャパンが、パワープレート ®と組み合わせて使用することでランナ
ーの怪我の予防をサポートするキット「RUN INJURY FREEキット」を発売する（２
月中旬予定）
。パワープレートは三次元ハーモニック振動 ® により全身の運動を短時
間で行うことができるマシーン。
「RUN INJURY FREE」は、医師で足病医・人間の
動作についての専門家でもあるEMILY SPLICHAL 氏が開発した、パワープレート®
を活用したランナー向けプログラムであり、身体が走る際に地面より受ける衝撃にう
まく対応できるよう導く。
※キット内にパワープレートは含まれません。
問 プロティア・ジャパン パワープレートコール 03-6361-1502

9
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！
読者プレゼント
▲ プレゼント応募は
コチラから！

FOOD

PRESENT

アメリカ４大プロスポーツ界でも採用のスポーツサプリ

サン・クロレラAパウダー

健康食品として日本で初めてNSFスポーツ認証（アンチドーピング認証）を取得し
たスポーツタイプのサプリメントが登場。クロレラは淡水産の緑藻類（植物）であり
ながら、タンパク質が約 60%含まれ、９種類の必須アミノ酸をはじめ（アミノ酸スコ
アはなんと100 ！）その他のアミノ酸を含めると計 18 種類。その他にも葉酸をはじ
めとするビタミン類、鉄やカルシウムなどのミネラル、葉緑素や食物繊維など多様な
栄養素も豊富に含まれています。プロ・アマを問わず、スポーツに関わるすべての人
たちの食事トレーニングのサポートとして最適です。手軽な個包装のパウダータイプ
で他のプロテインとの相性もバッチリ。ぜひ１度お試しください！今回は抽選でサン･
クロレラA パウダーを3 名様にプレゼント。ご応募は上記 QRコードから。
問 株式会社サン･クロレラ https://sunchlorellashop.jp/

4

FOOD

ボディメイクに特化したメニューがそろう、筋肉をつくる食堂

筋肉食堂 銀座コリドー店オープン

昨年多くのトレーニングユーザーに絶大な人気を博した筋肉食堂が 11月 30 日、
銀座コリドー店をオープンした。高タンパク低カロリー食を提供するレストランとして、
六本木、渋谷、丸の内、水道橋に店舗を展開。今回の銀座コリドー店が 5 店舗目と
なる。
「カラダづくりの源が食事であるからこそ、カラダに良くて美味しいことが何よりも大
事だと考えています。これからも、日々トレーニングしている方はもちろん、本格的に
ダイエットをしたい方やボディーラインをキープしたい方など、カラダづくりを志す全て
の人たちを美味しい食事でサポートしていきたいです。」と、マネージャーの谷川さん
は語る。歓送迎会なども多いこの時期も同店であれば、食事制限を気にすることもな
く、より楽しいひと時を過ごせるのではないだろうか。
問 03-6280-6829

知識と

テクノロジーやICTの進化で、様々な業界に革新がおこり始めている。
フィットネス業界でもIoTやAIをはじめとした最新のテクノロジーが、革新的
な商品やサービスとして、実際に一般生活者のフィットネスライフをサポート
し始めている。
2020には、5Gの通信環境となり、デジタルサービスも大きく拡充することが
予想される。
急速に進む環境変化を可能性にかえるうえで、トレーナーとして知っておくべ
き基礎知識とは。

F e b r u a r y, 2 0 1 9 ww w. f i t n e s s job . jp
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デジタル時代の基礎
トレーナーの可能性
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トレーナー、クラブ運営を経て、
世界一のヘルスケアプラットフォーム開発に挑む
溝口勇児さんに訊く

人工知能（AI）／
深層学習
（Deep Learning）

デジタル時代の注目キーワード

ここ数年テクノロジーの世界で話題のAI
は急速に進化を遂げ、現在はディープラー

ブロックチェーン

ニング（深層学習）ができることが注目さ
れている。これまでの「機械学習」のAIで
は人間が着目点を指定しなければならなか
ったのに対して、
「深層学習」ができるAIは、
人間の着目点、目のつけどころを自動的に見
つけ出して分析し、適切な解を判断できるよ
うになっている。人間の知識・知恵にあた
る部分は、人間の力を超える性能を持ち始
めている。これにより、2019年からは、各
業種の専門家の知識や知恵のAI化と、サー
ビスへの実装が進むことが予想されている。
フィットネス分野では、これまでトレーナ
ーがペーパーで管理しているクライアント
のカルテを見直して状態を評価し、考えら
れる不具合を予測して、各クライアントの
要望に合わせたメニューを作成していたが、
この一連の履歴の確認や分析、メニュー作
成はAIが瞬時に行なえることになる。現状
では食事指導のAI化が進んでおり、遺伝子
データや食事、活動量データと自動的に連
携して、リアルタイムのフィードバックや
アドバイスが可能になっている。

ブロックチェーンは“インターネット以来

チェーン技術を活用して、個人情報を個人が

の革命的な技術”として、これまで解決で

判断し管理できるようにすることで、自身

きなかった課題を解決できる可能性がある

の個人情報を価値化することが可能になる。

と注目されている。その基本的価値として

例えば、糖尿病の人がいれば、製薬メーカー

①非中央集権、
②トラストレス（信用の分散）
、 はその人にアプローチしたいと考える。自社
③自律的の3つがハマったのは仮想通貨であ

の薬を使ってもらい、その効果についての情

る。通貨の世界でこの技術が発展した理由

報が得られるとすれば、その製薬メーカーに

の一つに、
これまでお金は中央集権的「国家」 とって価値の高い情報となる。ここで個人
が信用を担保して、紙として流通させてい

が情報開示の権限を持つことで、その個人

たが、この状況に違和感を持ち始めている

情報への対価を相応に得られることになる。

人が増えたことがある。ブロックチェーン

ブロックチェーンでは、データの改ざんな

により、分散型ネットワークでの価値づく

どができないため、情報の信用度が高いと

りが可能になることで、無数の人々に数多

いう点でも、情報価値が守られることになる。
ブロックチェーンを活用することで、これ

くの機会が提供されることになる。
現状では、ブロックチェーンをヘルスケア

まで治療法が確立されていない難病などの、

の分野で活用している事例は、世界を見渡し

治療や薬品開発の可能性も広がることにな

てもないものの、FiNCでは、個人情報の中

る。これまで難病は症例数が少なく、研究

でも機密性が高いヘルスデータの管理にブ

者やメーカーにとっては症例数が少ないた

ロックチェーンを活用することで、課題解

め市場が小さく患者を探すためのコストが

決の可能性が広がるとの仮説を持っている。

かかることから見放されがちだったが、ヘ

現状、様々な個人情報は、グーグルやフ

ルスケアプラットフォームにブロックチェ

ェイスブックなどの巨大企業が中央集権的

ーンが活用されることで、研究者や薬品メ

に流通させている現状がある。1人あたり年

ーカーも、低コストで課題を持つ患者にア

間5,000 ～ 10,000 円で広告取引に活用さ

クセスすることができる可能性が高まる。

れているといわれるが、この状況に違和感を

情報を開示する側も相応の対価を得なが

持ち始めている企業・個人・国家が増えてき

ら治療法や薬品が開発されるなど、課題解決

ており、今後個人情報の取扱いへの規制が強

という大きな価値が手にできることになる。

化される方向にある。そうした中、ブロック

ヴァーチャルリアリティ（VR）は、現状

VR

を、リアルタイムで見ることができる。

ではヘッドマウントディスプレイ型が主流

フィットネスの指導にも VR が活用され

で、画質が荒く感じられることで、違和感

るようになることで、離れた場所にいても、

を感じている人も多い。これは、通信速度

あたかも対面にいる感覚を得ることができ

が原因で、2020 年から本格化する 5G の通

るようになり、時間と場所を超越した指導

信環境になることで、時間と場所を超えた

が可能になる。グループレッスンでも、一

コミュニケーションツールとしての開発が

体感を感じるところまではいけることが予

進み、浸透する可能性がある。

想されている。これにより、トレーナーや

人間の肉眼で見ている光景の画質は、解

インストラクターにとっては時間を有効に

像度でいうと片目で４ K（3840 × 2160 ピ

活用できるとともに、指導コンテンツの拡

クセル）と言われているが、5G環境になる

散力が格段に高められる可能性がある。

ことで、VRでもこれと同等の解像度で動画

F e b r u a r y, 2 0 1 9 ww w. f i t n e s s job . jp

12

デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
AIが進化し、AIのトレーナーとしての知
識や最適な運動メニュー作成力が、現状のト

そのメニューに向き合うことができて結果

や悩み、ニーズを持っている人をグルーピ

に繋げられたという経験があります。

ングし、コミュニティをつくることで、よ
り安価に、個人に最適化した情報やサポー

ップトレーナーの力量を超えるのは時間の

今後は、トレーナーが、AIやbotとチーム

問題です。各個人のデータや履歴に関する膨

を組んで、クライアントをサポートしていく

大な情報から、最適な健康習慣に向けたレ

ことが、最も有効な指導のあり方だと思っ

このように、今後トレーナーに求められる

コメンドや、運動メニューの作成はAIにと

ています。また、トレーナーがAIやbotを活

のは、コミュニティをいかに作れるか。コ

っては得意分野。現状FiNCのサービスでは、 用することで、トレーナーとしての価値提

ミュニティマネジメント力は、将来益々活

遺伝子検査の結果、姿勢分析、歩数・体重・

供が効果的に行なえることになり、収入も

きると思います。トレーナーとして注力す

睡眠などのライフログは体組成計やスマホ

格段に高めることが可能になると思います。

べきは、知識や知恵の習得だけではなく、人

から自動でデータの取り込みを実現してい

もし私が今トレーナーとして活動してい

間への理解力を高めること。コミュニケー

ますが、今後様々に開発されるウェアラブル

たら、まずやるのは、オンラインでのサロン

ション力、コンパッション力を磨きましょ

デバイスから、活動量や食事、睡眠の情報は、 やコミュニティの運営です。これまでは、ト

う。そのためには、まずリアルの場でこう

人々が意識しなくても自動的にとり込まれ

レーナーとしての価値提供は対面指導によ

した力を磨きつつ、テクノロジーの力も柔

るようになります。さらに、スマホカメラや

る、1時間6,000円を基本としたビジネスモ

軟に借りてみてください。トレーナーとし

各種センサーの精度が上がると、心電図や肌

デルが中心でした。力をつけて1時間あたり

ての仕事をサポートしてくれる存在になる

の状態をはじめ、多種多様なデータの取得

の単価を高め、クライアントを増やせたとし

はずです。FiNCでは、健康サポートに強い

が可能になっていきます。AIはそうしたデ

ても、年収は数千万円が限界でした。ですが、 AIとbotの開発を進めて、新時代のトレーナ

ータをすべて統合して分析し、個人に最適

テクノロジーを活用することで、年収を数

ーの仕事を強力にサポートするプラットフ

化した提案ができるので、この部分ではト

億円にできる可能性があります。サロンや

ォームになることも目指しています。

トを提供することが可能になります。

レーナーの力は到底AIにかなわなくなります。 コミュニティで、1人1 ヶ月1,000円程度の
その一方で、AIがまだしばらくトレーナ

価格設定で、1万人集められれば、年収は軽

ーに追いつけない部分もあります。それは、 く1億円を超えます。オンラインサロンやコ
コンパッションです。つまり、相手への思

ミュニティの運営は、時間や場所を問わず

いやりや、相手の気持ちに寄り添うことで

行えるので、普段は世界中を飛び回りなが

す。これはフィットネス指導において、ク

ら、著名人やセレブのパーソナルトレーニ

ライアントやお客さまの行動変容の実現を

ングをして、自分のブランド力を高めるこ

サポートするうえで、トレーナーとしての

とで、さらにトレーナーとしての影響力や

力が活かせる部分で、とても重要です。

収入を高めることができます。

例えば、私もトレーナーをしていた頃、知

また、さらに安価なトレーニングサービス

識と経験を総動員して、あるトップアスリ

の提供も可能になり、多くのフィットネス

ートに完璧なトレーニングメニューを作成

関係者が目指している97%の人へのサービ

しました。トップを目指すが故に相応にハ

ス提供にも可能性が広がります。日本のフ

ードなトレーニングです。でも、いくら完

ィットネス人口が3 ～ 4％に留まっている一

璧なメニューだとしても、そのまま強制す

つの原因に、世帯収入に対するフィットネ

れば逆に反発心を持たれてしまうでしょう。 スサービスの価格の高さがあります。トレ
そこで最初の3回は、同じキツいトレーニン

ーナーの本質的価値である健康サポートを

グメニューを一緒にやるようにしました。そ

必要としている人は貧困層に多く、最もフ

うすることで、アスリートも、自分の気持

ィットネスを必要としている人にサービス

ちを理解したうえでこのプランを提案して

を届けられていない現状があります。ここ

いると感じられ、信頼関係が築けたことで

でもテクノロジーを活用すれば、似た属性

お話を聞いた方

溝口勇児さん
株式会社FiNC Technologies
代表取締役CEO
高校在学中からトレーナーとして活動。支配人として、店舗閉鎖
業務も経験後、業界コンサルタントとして、数多の新規事業の立
ち上げや業績不振企業の再建を担う。2012年4月にFiNCを創業。
日経ビジネス「若手社長が選ぶベスト社長」
、
「ニッポンの明日を創
る30人」
、
「WIRED Audi INNOVATION AWARD 2018 イノヴェイ
ター 20人」に選出。

FiNC Technologiesが開発するヘルスケアプラットフォームを使ってみよう！
ヘルスケアプラットフォーム
「FiNC」アプリ
App Store / Google Play「FiNC」で

①リアルの専門家への相談が無制限で利用できる。

検索 &ダウンロード

トレーニングだけでなく、栄養士やドクターはじめ

▶無料会員のオススメ機能

様々な領域の専門家のアドバイスが受けられる。
②スマホを持ち歩くだけで歩数に応じてポイントが

歩数・体重・睡眠・食事などのライフログの記録はもち

たまり、FiNCモールでお買い物ができる。継続モ

ろん家族、仲間とグループをつくって、それぞれの歩数

チベーションのサポートに。

をリアルタイムで確認できる。声がけしたい人の名前を

③ 体組 成計の無料レンタルで、体重・体脂肪・

タップすれば、そのままオンラインチャットもできる。
（
「マイページ」で、
コンテンツの
「グループ」をタップ。
「グ
ループを作成」
）
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▶プレミアム会員（月960円/税込）の
オススメ機能
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①

②

BMIなど11項目のデータを自動取り込み。フィー
ドバックとプラン修正がより的確に行える。
③

日本におけるSNSの草分け、
「コミュニケーション創出カンパニー」を
標榜するミクシィが、フィットネス事業に参入。事業開発を率いる
荻野泰弘さんに訊く
デジタル時代の注目キーワード

GitHub
ソフトウェア開発のプラットフォーム。様々なエンジニア

第3世代AI

が共同でソフトウェアの開発に携わることができる。また、
技術を公開して、エンジニア同士で意見交換できる場にもな
っている。
フィットネス分野でも、今後身体の評価がデジタル化され
てオンラインで共有できるようになることで、トレーナー
版GitHub的プラットフォームが誕生する可能性がある。ト
レーナーが自ら開発したメソッドや指導ノウハウを公開した
り、クライアントの課題解決にチームで携わることができた
り、若いトレーナーにとっては勉強できる場にもなる。指導
におけるテクノロジーの活用法も共有されれば、デジタル時
代のトレーニング指導技術の革新と生産性の向上が加速する
ことも期待される。

AIは、1980年頃から進化してきており、現在は、第3世代として、
深層学習ができることが注目されている。第1世代はルールベースの
人工知能で、将棋や囲碁の練習など、知的作業を支援するもの。第2
世代は、
「これを買う人は、これも買う」といった統計の手法をベース
に最適解を発見するAI。そして第3世代のテクノロジーである深層学
習は、人間の脳神経回路を参考にしたアルゴリズムで、AI自身が膨大
なデータを読み解き、そこに隠れているルールや相関関係などの特徴
を発見する。例えば、膨大な画像データを入れていくだけで、
「これは
猫です」
といった解が得られる。この第3世代AIは、
「自然言語処理」
「音
声解析」
「画像動画解析」の3分野で特に注目されている。
フィットネス分野では、画像動画解析技術が進むことで、これまで
トレーナーが目視で行ってきた姿勢評価や動作評価をAIが行えるよう
になってきた。AIに動作評価の動画データを入れていくことで、関節
の位置や、可動域などが認識され、機能不全の原因が特定できるとと
もに、どのエクササイズでどんな効果が得られたかというデータも蓄
積されることで、機能不全に応じた適切なエクササイズが導かれるよ
うになっていく。
高度化

第3世代AI

深層学習
第2世代AI

統計／探索モデル

GitHubは登録無料。現在世界3,100万人のエンジニアが登録し
ている。

・自動言語処理
・音声解析
・画像動画解析

第1世代AI

ルールベース

1980

2000

2020

リアルタイム姿勢動画解析
2018年5月頃にグーグルがリリースした
「PoseNet」
は、オープンソースとして公開されている機械学習
ライブラリ「TensorFlow.js」を利用して、Webブラ
ウザでリアルタイムに人の姿勢を解析する技術(写真
上）
。
その約１ヶ月後にフェイスブックが公開したのが、
2Dの映像から、人間の3D表面モデルを抽出するこ
とができる「Dense Pose」
（写真下）
。
ICT の巨大企業が、膨大な費用を投じて、研究開
発を進め、ほぼ同時にリリースしたことは、時代が
変わる象徴的な動向として注目されている。
海外では、スポーツにおけるフォーム解析などに
も活用され始めており、今後フィットネスや運動療
法での姿勢や動作評価への活用が進むことが予想さ
れる。
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デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
スマートデバイスが浸透して、今では、 なる「身体の機能不全」の解消をめざして
ほぼすべての人の 30cm 圏内の手が届くと

います。そのうえで重視したのが、テクノ

ころに常にスマートデバイスがある状態

ロジーの活用による動作評価と、一人ひと

になっています。その一方で、AI（人工知

りに適正化された運動メニューの提示、そ

能）が3世代目を迎えて、人知を超えた解

して、ミクシィが企業理念として大切にし

析が可能になってきています。このスマー

ているコミュニケーション機会の創出です。

トデバイスとAIの機能を掛け合わせること

コーチと呼ばれるトレーナーと、参加者の

で、これまでトレーナーが目視で行ってき

コミュニケーションとともに、参加者同士

た動作評価の標準化が可能になり、その履

のコミュニケーションが生まれる施設レイ

歴と運動履歴、再評価時のデータ解析など

アウトと運営、会話のきっかけとなるお薬

を行うことで、AIによるエクササイズメニ

手帳のような「ココパスポート」などを介

ューの最適化も可能になります。これによ

して、一人ひとりの行動変容をサポートし

り、ファンクショナルトレーニング効果の

ていきます。

形式知化が可能になり、エビデンスもとれ

トレーナーの価値はその専門性にあると

るようになります。エビデンスが得られる

思います。ICTやAIの進化によって、専門性

ことで、より運動療法や予防医療領域での

の高い指導力が活かされるとともに、成果が

トレーニングやコンディショニングの価値

形式知化されることで、トレーナー同士で指

が認められるようになるはずです。

導ノウハウを共有でき、トレーナーとしての

今回ミクシィの新規事業として開発した

専門性をアップデートできる機会も増える

コンディショニングスタジオ「ココサイズ」 はずです。ICTやAIを活用することで、参加
は、日本の超高齢社会を背景にした社会課

者ともトレーナー同士も、本質的なコミュニ

題を解決すべく、健康寿命の延伸に着目し

ケーションが可能になり、指導力や影響力

て、人が寝たきりになってしまう原因と

も高められるチャンスが広がっていきます。

お話を聞いた方

荻野泰弘さん
株式会社ミクシィ執行役員
株式会社スマートヘルス代表取締役
2005年、株式会社マクロミル入社。財務経理本部担当執行
役員として、東証一部上場企業の財務全般(財務・経理・IR)
に携わる。2008年、ジェイマジック株式会社に入社し、取
締役CFO経営管理本部長に就任。2009年12月、株式会社
ミクシィに入社し、企業買収、合弁会社設立等、投資全般(戦
略投資・純投資)の担当を経て、2011年11月より、経営推
進本部長に就任。2012年6月、取締役に就任。2018年4月、
当社執行役員スマートヘルス事業部長（現任）
。

ミクシィの新規事業、コンディショニングスタジオ「ココサイズ」を使ってみよう！
女性専用コンディショニングスタジオ「ココサイズ」
2019 年1月23日 東京都世田谷区桜新町にオープン
月会費7,000 円

▶カラダチェック
独自開発のテクノロジーを
利用した、5 分間のカラダ
状 態測定プログラム。体
組成計や歩行分析に加え
て、5つのポーズを撮影し
て、関節の動きから画像解
析技術と AI が弱点を判定
し、100 種類以上のメニュ
ーから最適なコンディショ
ニングプログラムを生成。

▶コンディショニング
プログラム
タブレットに表示された自
分専用のエクササイズを2
分、参加者 全員で行う一
体感が得られるエクササイ
ズ1分をコーチの指導のも
とにサーキット的に繰り返
す。8セットで全 24分のプ
ログラム。

▶カウンセリング

▶ココパスポート

コーチと一緒にカラダの課

自分のメニューや実施ログ

題を確認し、生成されたコ

が確認できる、紙の手帳。

ンディショニングプログラ

参加者同士や、お友だち同

ムのポイントをアドバイス。

士で見せ合うことで、話が
盛り上がり、新たな気づき
も得られる。
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世界No.1と評されるヘルスケアアプリ「noom」を、日本で展開する

濱嵜有理さんに訊くデジタル時代の注目キーワード

ヘルスケアプラットフォーム

ICE

プラットフォームとは「関連する情報やサービス・商品を展開す
る土台となる環境」のこと。ヘルスケアプラットフォームとは、ヘ

「Impact」
「Conﬁdent」
「Easy」の頭文字をとった、事業の成長を加
速するための優先順位を決めるフレームワーク。プロジェクト成功
への影響（Impact）を数値化し、成功する可能性（Conﬁdent）
、実
装のしやすさ（Easy）を点数化して、その合計点の高いものから優
先してテストしていくという手法。米国のスタートアップ企業には、
Growthチームと呼ばれる部署が存在して、事業成長のための仮説検
証を早いスピードで行なうことで、サービスの改善に繋げている。
ヘルスケアアプリ開発においても、基本情報の入力を促したり、
カウンセリングの中でも現状や目的、志向などアンケート形式で行
なえる内容など、自動化しやすい部分から優先的に自動化／デジタ
ル化を進めている。

ルスケアに関わるサービスやデータがやりとりされる環境のこと。
ICTの進化で、健康関連のIoTデバイスやアプリなどが多種多様に
発売されているが、プラットフォームがあることで、それぞれのデ
バイスで収集した情報を連携させることが可能になる。
現状、世界的なヘルスケアプラットフォームとして、
「アップルヘ
ルスケア」と「Validic」の2つがあり、
「Validic」はAPIを公開して、
175以上のデバイスやアプリで収集されるデータをクラウドで統合
している。アプリ開発者は、こうした世界的プラットフォームと連
携することで、それぞれのデバイスやアプリと連携せずとも、個人
の生体データや活動量データにアクセスし、連携してソリューショ
ンが提供できることになる。

デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
noomでは、テクノロジーと専門家の役割
を分けています。
テクノロジーはお客さまのデータをAIが

提に、その手間を軽減するべく、入力の選択

効率的に指導業務を行うことができ、トレ

肢を用意して、タップするだけで入力が完了

ーナーとしての影響力を高められることも

できたり、その方の入力履歴をAIが学習して、 魅力だと思います。現在ヌームジャパンで

解析して適切な情報やコンテンツを表示し

入力頻度の多い選択肢を優先的に表示する

は、コーチ1人あたり約100人のユーザーを

たり、お客さまのアプリ利用動向から、継

などの開発をしてきています。

担当していますが、近い将来1人のコーチが
500人担当できるようになることを目標に、

続や成果に繋がるコミュニケーションのタ

トレーナーにとっては、今後ICTリテラ

イミングや内容を、トレーナーに情報とし

シーを高めて活用していくことで、働き方

テクノロジーによるサポート体制を強化し

て提供して、タイムリーなサポートを提供

やキャリアの選択肢が増えることは確実で

ています。

することなどに活用しています。

す。当社が契約させていただいている栄養

一方で、お客さまとの対話はすべてリアル

士やトレーナーなどの専門家約70人のうち、

な専門家が行なっています。対話を、専門家

9割は在宅からの参画で、居住地も日本全国

であるコーチが担当するのは、お客さまとコ

に広がっています。契約の面接もオンライ

ーチの信頼関係ができると、継続率が確実に

ンで行い、自己紹介動画を作ってもらうな

高くなるという過去の実績があるからです。

ど、専門性を活かした指導力と同じくらい、

また、noomアプリでは、ユーザーの体重

デジタル環境への対応力を重視しています。

や食事、活動量の、自動入力化への施策は、

デジタル環境の進化もとても速いので、そ

優先順位としては低く置いています。ダイエ

の時にはできないこと、知らないことでも、

ット初心者の方々は、特に日本ではテクノロ

自分で調べたり、創造して対応できる力の

ジーのリテラシーもあまり高くなく、アプリ

必要性は今後ますます高まっていきます。

とデバイスの連携作業で苦労するよりも、自

デジタル環境で仕事ができるようになると、

分で入力する方法をとる人が意外に多いの

AIやアルゴリズムによる顧客リレーション

です。そのため、noomでは、画面入力を前

面でのサポートが強力に得られることから、

お話を聞いた方

濱嵜有理さん

ヌームジャパン株式会社代表取締役
モバイルベンチャーから、大手企業
でのデジタル領域の新規事業開発担
当を経て、2014年にNY発のダイエ
ットアプリを運営するヌームの日本
拠点第1号社員として参画。日本にお
けるパートナー企業の開拓からマー
ケティング全般を推進し、現職。

濱嵜さんが日本での事業展開を進める米国発ヘルスケアアプリを使ってみよう！
「noom」

公式サイト（noom.com）で目的に合わせたオンライン診断（アンケート形式）
からスタート。そのままアプリをダウンロード。

▶ noom coach（基本料金5,000円/月 ※時期や条件により変動あり）のオススメ機能
・ダウンロード後、14日間のトライアル期間を経て、有料会員に。基本情報と初期カウンセリングはアンケ
ート式で行い、AIが個人に最適化した日々の読み物コンテンツをスマホ画面上に表示。食事やエクササイズ
のログ入力もシンプルで、ダイエット初心者、テクノロジー初心者でも利用しやすいUXとなっている。
・属性や目的に合った専任コーチがチャットで呼びかけ。チャット上で何でも相談できる。
・専任コーチから、似た属性や目的を持ったグループへのお誘いがあり、ユーザー同士もオンラインでコミュ
ニケーションしながら継続できる。
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東急スポーツオアシスと、アプリ「ウェブジム」を連携したサービスを開発する

竹尾賢二さんに訊くデジタル時代の注目キーワード

GAFA
GAFAとは、Google、Apple、Facebook、Amazonの頭文字をとった、世界的に影響

VUI

力をもつ巨大テクノロジー企業の代名詞。こうした巨大企業が、巨大な資金をもとに
最高のエンジニアと開発する新しい技術やサービスが、今後の人々の生活とビジネス
ルールを根本から変えつつあることから、その動向が注目されている。
こ のGAFAもヘルスケア×IoT市場に着目しており、特にアップルはiPhoneのiOS8
からヘルスケアアプリを標準アプリとしてインストールし、アップルウォッチと連携
させてジムのトレーニングマシンとデータを連携できるサービス「GymKit」をはじ
め様々な独自アプリを開発する他、アップルヘルスケアは、APIを公開しているため、
そのデータを活用するアプリが多数登場している。グーグルも、アンドロイドユーザ
ー向けに「Google Fit」をリリースして、スマホに活動量計の機能を持たせている。

VUIは、音声ユーザーインターフェース
（Voice User Interface）の頭文字をとった
もの。音声認識とAIにより、声で検索など
が行える。iPhoneのSiriや、
「オッケーグー
グル」と話しかけるスマートスピーカーな
どは、このテクノロジーを活用した新しい
サービス。現在プラットフォームは主に３
つで、Apple の Siri、Google の提供するグ
ーグルアシスタントと、アマゾンのアレク

5G
第5世代移動通信システムのこと。Gはジェネレーション（世代）
の頭文字。1Gはアナログ携帯電話、2Gでデジタル化とデータ通信
がスタート、3Gで国際基準となり、4Gでデータ通信の高速化が進み、
この5Gに至る。5Gで実現することとして、
「超高速」
「超大容量」
「超
大量接続」
「超低遅延」の4つが注目されている。
フィットネスコンテンツは動画との相性が良いため、5G環境では
新しいフィットネスサービスが拡充することが予想されている。

サスキルがある。うち、アレクサスキルは、
APIが公開されており、連携した開発をす
ることで、数多くのユーザーに独自の機能
を提供することが可能になる。声による検
索は欧米では既に日常になってきている。
健康やフィットネス関連のVUI対応コン
テンツは現状少なく、フィットネス関係者
にとってはブルーオーシャン市場と言える。
VUI対応コンテンツの開発は、アプリの開
発のように、特定の開発技術を持つエンジ
ニアの協力が必要。

デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
日本でもデジタル環境が浸透して、日常生

提供できる準備が必要です。

の生活のすきま時間での接点と、オアシス
でのフィットネス体験を連携させることで、

活にもスマホやIoT電化製品など、デジタル

トレーナーのサービスは、これまでジムに

デバイスが入り込んできていますが、アメリ

来てもらったり、どこかの場所でリアルな接

多くの方々の活動的な生活をサポートして

カでは音声や動画でのコミュニケーション

点を持ったうえで、時間あたりの料金で提

いきたいと考えています。トレーナーの仕

もデジタル化が進み、日常生活に溶け込ん

供することが一般的でした。今後は、24時間、 事も、デジタル環境の中で、その概念をど

でいます。例えば自動車の運転をしながら、 どこにいても顧客との接点が得られること

う置き換え、どのような顧客接点とビジネ

窓からキレイな山が見えたとき、スマホや

になり、時間や場所の制約を超えた新たな

スモデルをつくることができるのか。2020

スマートスピーカーに
「前方に見える山は？」 価値提案が可能になります。また生体情報

年に本格化する5G環境を前に、今から準備

と話しかけると音声で情報を得ることがで

や生活習慣、活動量や内容まで得られる情

しておくことが大切かと思います。

きます。腰痛が気になるときは「腰痛にいい

報が格段に増え、これまで見えずらかった

エクササイズを教えて」と話しかければ画

状態の見える化が進んで、トレーナーとし

像で腰痛体操のやり方が分かる。つまり人々

ての専門性もより活かせるようになります。

の情報収集やコミュニケーションスタイル

スポーツオアシスでも、これまでの「オア

が大きく変わってきており、フィットネス

シスに通う」から、これからは「オアシスを

サービスも、人々の行動の変化に合わせて

使う」
という概念への移行を進めており、
人々

お話を聞いた方

竹尾賢二さん

株式会社東急スポーツオアシス
ホームフィットネス事業本部
プラットフォーム事業グループゼネ
ラルマネージャー。2000年入社。店
舗運営、広告宣伝、経営企画、新規
事業開発を経て、2016年より現職。

東急スポーツオアシスが開発を進めるオンラインフィットネスクラブアプリを使ってみよう！
2017年グーグルアワード「グーグルプレイベストオブ2017」受賞

「WEBGYM」

Appストアで「WEBGYM」で検索＆ダウンロード。

▶無料会員のオススメ機能

・アプリ内のエクササイズコンテンツ、
スタジオコンテンツ
（時間毎）をいつでも好きな時間に使う事ができる
（①②）
。
・登録者同士の投稿が閲覧できる。

▶有料会員（月180円）のオススメ機能

・マイセットメニュー（自分用のエクササイズメニュー）の作成が可能。東急スポーツオアシスに行けば、
トレーナーによるエクササイズメニューの作成が可能（③）
。
・日常でのエクササイズ履歴が残せる。オアシス会員になればクラブの利用記録が残る「オアシスリンク」の
アプリと連携できる。
・自宅や屋外で、スマホ、タブレットを通じて、好きなレッスンを好きな時間でスタジオレッスンが受けられる。
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①

②

③

数々のテクノロジー企業とコラボして新しいフィットネスサービスを開発する

齊藤邦秀さんに訊くデジタル時代の注目キーワード

インフルエンサー

体内埋め込み
マイクロチップ

インターネット上の消費者発信型メディア(ブログやSNS）の中で、他のユ
ーザーの購買意思決定に大きな影響を与える人のこと。SNS時代以前からの

スウェーデンをはじめ、テクノロジー先進各国では体
内へのマイクロチップ埋め込みが広がっている。体内に
マイクロチップが埋め込まれれば、デバイスがいらなく
なり、そのデータに、病歴などのヘルスケアデータはも
とより、個人の各種決済データや、あらゆる個人情報が
連携することで、さまざまなソリューション開発が可能
になっていく。

ブロガーや、既に若年層の人気職種になっているユーチューバー、インスタグ
ラム上で人気を博するインスタグラマーなど、多くの読者やフォロワーを抱え
ている情報発信者は、企業の告知や新商品紹介を仕事にすることができるよう
になってきている。ヒカキンなど人気ユーチューバーの年収は億を超えるとも
言われている。
インフルエンサーによるオンラインサロンも市場が拡大しており、月会費制
のウェブ上コミュニティで、2014年に堀江貴文氏がサービス開始後、作家や
アスリート、各種専門家が月会費1,000円～ 10,000円で運営して、人気サロ
ンでは数千人の会員を擁している。絵本作家としても活動しているお笑いタレ
ントの西野亮廣氏のサロンは会員10,000人を超したとして注目されている。

遺伝子情報

フィットネスやトレーニングのインフルエンサーとしては、モデルのAYA
さんをはじめ肉体美を持つ有名人だけでなく、ヨガやピラティスインストラク

遺伝子情報は、代謝のタイプや、筋組成などまで分か
るようになってきており、遺伝子情報とデジタル環境で
収集される情報を連携することで、個人の課題や目的に
応じた、より最適化された食事や運動のレコメンドが可
能になる。

ターも活躍している。1万人以上フォロワーがいれば、マイクロインフルエン
サーとしての仕事が可能。SNSの世界では動画でのコミュニケーションが広
がってきており、フィットネスは動画とも相性が良く、トレーナーやインスト
ラクターは専門性と影響力を活かして、インフルエンサーとしても仕事ができ
る機会が広がっている。

デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
トレーナーとしてのデジタルデバイスの
活用は、1999年にポラールの心拍計を使っ

法をまとめ、JINS MEME RUNの指導者養

活もデジタル情報として一元管理されると、
ICTを介して、すべての業界が繋がっていき

成コースを実施しました。

て、運動時のエネルギー代謝システムを効果

そして2018年には、音楽を軸にしたフィ

ます。活動的な生活を続けることによるデ

的に行なう方法を開発しようと、自分やアス

ットネスプログラム配信のBeat Fitの開発も

ータやエビデンスも増えれば、トレーニン

リートのトレーニングに採り入れたのが始

お手伝い。その後、ミクシィの新規事業で

グの価値も高まり、トレーナーが持つ専門

まりでした。2012年にブルートゥースで無

あるコンディショニングジム「ココサイズ」 性へのニーズは多方面に広がっていきます。

線通信が可能になり、同時期に活動量計に心

の動作評価システムと運動プログラム監修

最近、地方創生の仕事などにも携わり始

拍計測機能も搭載され、トレーニングでの

もしました。最近はSNSマーケティングの

めています。ICTやSNSで繋がれる人や業

活用を啓発する
「ハートレートトレーニング」 研究もして、インスタやインターネットラジ

界にトレーニングの価値を伝え、それぞれ

のセミナーなども始めました。

オを通じてフィットネス関連の商品やサー

が持つ課題解決への活用法を提案していく

2009年には、auが「スマートスポーツ」 ビスを紹介するインフルエンサーの仕事も

ことで、ビジネスチャンスはどんどん広が

として当時ガラケーのユーザー向けにフィ

しています。SNSを通じてトレーナー個人

ットネス動画配信をはじめ、そのエクササ

が、何万人という人と継続的に繋がれる環境

イズ監修を務めました。それと同時に、フ

があり、インフルエンサーの仕事だけで月々

ィットネスシーンでのカウンセリングをア

数十万円の収入が得られています。

ルゴリズム化したコンシェルジュサービス
の開発にも携わりました。

今後、Society5.0の時代に入ると、トレー
ナー個人が様々業種の企業と仕事をするこ

2016年になると眼鏡メーカーのJINSが、 とも可能になります。今や各種のセンサーや
メガネをIoT化して、加速度センサーやジャ

血液情報、遺伝子情報などで、あらゆる生

イロセンサーで身体の動きを評価するJINS

体情報が得られるようになり、一元管理でき

MEMEを開発し、トレーナー向けに活用方

るところに近づいてきています。人々の生

っていきます。
お話を聞いた方

齊藤邦秀さん

有限会社ウェルネススポーツ代表取締役
ランニングフィットネスラボ代表、
FitArc Japan vice president、日本メデ
ィカルフィットネス研究会常任理事、
くにらぼ.com主宰、渋谷ポジラジパ
ーソナリティの肩書きも持つ。1998
年からトレーナー派遣会社でパー
ソナルトレーナーとして活動後、後、
2004年に独立以来、数々の団体立ち
上げや、多くの企業の新規事業のコ
ンテンツ監修などに携わる。メディ
アの出演や監修、書籍も多数。

齊藤さんのインフルエンサーとしての活動を見てみよう！
（①②）
▶インスタグラム「kuni_labo」

▶ラジオ「渋谷ポジラジ」パーソナリティ（③）
▶オンラインサロン（④）
「セルフボディメンテナンスエクササイズ」

①

②

③

④
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デジタル時代に対応するフィットネス指導者育成を進める

中山敬二さんに訊くデジタル時代の注目キーワード

Society5.0
内閣府が、国が目指すべき未来社会として提唱。狩猟社会（Society 1.0）
、農耕社会（Society
2.0）
、工業社会（Society 3.0）
、情報社会（Society 4.0）に続く、サイバー空間（仮想空間）と
フィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決
を両立しようとするもの。Society5.0では、プラットフォーム上で各種のデータが統合され、ビ
ッグデータとしてAIによる解析などを経て、一人ひとりに最適化した付加価値の高い情報がふ
りそそいでくるイメージ。専門家が経験や勘でやってきたこともAI化されていく。
フィットネスや健康づくりについては、PHR（Personal Health Record）として、個人の健康
情報の一元管理に向けて、経済産業省や厚生労働省が実証実験などを進めている。個人の意識に
関わらず、個人に最適化した健康情報に自然に触れられるようになっていく。

リカレント教育
社会人になったあと、あらためて就労
に活かすため学び直し、また就労すると
いうサイクルを繰り返すこと。高齢化社
会を迎えるとともに、ITの進化による大
きな環境変化が予想される中、日本政府
も施策を推進しており、今後、助成金な
どや、ICTリテラシーを高められる教育
を受けられるチャンスが広がっていく。

プログラミング思考
テクノロジーの進化で、自分の視点や判

の投資が必要だったが、マゼランブロック

るために、必要なインプットが何か、イン

断を AI で分析することも可能になっている。 スでは、月に十万円からの利用が可能となる。 プットとアウトプット間で行うべき手順を
株式会社グルーヴノーツのマゼランブロック

ここで重要になるのが、プログラミング

スは、自分が持つデータを入力することで、 思考。データを集めて分析する習慣のこと
低コスト・短期間で機械学習 AI によるデー

案出する力が必要となる。
トレーナーやインストラクターとしても、

で、データを、①順次構造、②選択構造、 今後、こうした力は必要とされ、必ずしも

タの分析・予測が可能なクラウドサービス。 ③反復構造の 3 つの軸でインプットしてい

IT を活用しなくても、お客さまの属性やデ

売上予測や来店者数予測、分析結果をすぐに

くことで、解決のための適切なアウトプッ

ータを整理して、成果に繋がる構造などを

業務で利用できる環境が提供される。

トを得られる。

整理することから始められる。

これまで AI 開発といえば、数百万円以上

逆に考えれば、必要なアウトプットを得

デジタル時代の、トレーナーにとってのチャンスとは
テクノロジーや通信環境が進化して、ト

ドバイスをリアルタイムでフィードバック

えます。トレーナーが力をつける部分は、問

レーナーにとってもICTに親しみやすい時代

しながら成果に繋げていくという試みです。

題を解決しようとしている人にふりそそが

になっています。発想さえあれば、無料で

また、理事を務めさせていただいている日

れる情報が、本当にその人にとって適切か判

使えるサービスも多く、新しいサービスを

本メディカルフィットネス研究会では、ト

断すること、それぞれの人の性格や心理状態

実現する資源も手に入れられます。たとえ

レーナーの保護者にウェアラブルを配布し

に合わせて行動変容を促せること、そして、

ば、お金が必要であればクラウドファンデ

て、そのトレーナーが「ホームトレーナー」 何より継続のためのコミュニティづくりが

ィング、仲間が必要であればSNSやクラウ

として保護者の健康増進をサポートすると

ドのマッチングサービス、会議はスラック

いう実験も行ないました。結果的にはウェ

また、人々の健康や生産性の向上をサポ

などのオンラインチャットサービスが活用

アラブルの充電や防水の問題で、想定した

ートするトレーナーの価値は、Society5.0の

できます。今後ICTやAIを活用してトレーナ

サービス価値を提供しきれませんでしたが、 時代には、フィットネス業界だけでなくあ

ー個人でも実現できることは大きく広がり

そうした課題を知ることも含め、今後トレ

らゆる業界で活かせることになるでしょう。

ますので、今のうちからまずは積極的に活

ーナーとしてICTやSNSをいかに活用でき

トレーナーとしての仕事を再定義してキャ

用してみることです。

るかを見出すヒントが得られます。

リアプランを描くと、活躍の場は大きく世

専門学校の日本工学院スポーツカレッジ

ICTの進化で、各種教育もオンラインで無

でもスポーツトレーナー科の学生と、テニス

料に学べるようになってきています。トレ

コースの選手、スポーツ栄養を学びたい栄

ーナーとしての知識も将来どこでも学べる

養士の方が、フェイスブックグループを作

ようになり、分析はAIが行なってくれるよ

って、選手のコンディショニングをサポート

うになることを考えると、トレーナーに求め

しています。トレーナーや栄養士によるア

られることは知識や技術だけではないと言

中山さんが携わる人材育成サービスを活用してみよう！
▶日本メディカルフィットネス研究会
テクノジムのクラウドシステムを活用したフィットネスサービスの開発やメディカルフィットネスフォーラムの開催な
ど。今後、テクノロジーの活用法も学べる指導者育成もスタートする。
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行えること、つまり人間力と言えるでしょう。

界が広がるはずです。
お話を聞いた方

中山敬二さん

日本工学院八王子専門学校
総轄カレッジ長
日本工学院スポーツカレッジ長、医
療・保育カレッジ長を経て、現職。
ICT社会に適応できるメディカルフィ
ットネス指導者を産学連携で育成。

奥野亜矢さんに訊く

と思います。流行り廃りの流れが早

いる読者の方も多くいらっしゃるか

の結果を踏まえ、新年の計画を練って

2018年のマーケティング施策

日本のフィットネスクラブ支配人から、米国でMBAを取得。
パーソナルトレーナー兼、コンサルタントとして活躍する

届くオンラインマーケティングは今後も変

ルできていることがとても重要になります。

の商品、サービスの強みがしっかりとアピー

の一つに、CEOが企業の広告塔となって

従来の手法から大きく変化しています。そ

シャルメディアの台頭によって広告宣伝も

オンラインマーケティングにおいて、ソー

より細やかなターゲティングは、2019

マーケティングに比べ、費用対効果の高い

信することができます。従来のオフライン

真やビデオを使用することで情報も多く発

ターゲット層へのリーチ率も高く、また写

ソーシャルメディアで日々目にする広告は、

スクリーンレスになると言われています

ボ イ ス・ ア シ ス タ ン ト に 取 っ て 代 わ ら れ

２ ０ ２ ０ 年 ま で に、

ン ド の 一 つ が ス マ ー ト・ ス ピ ー カ ー。

例えば、Googleアドワーズや各種

わらず拡大していくと考えられています。

表舞台で露出する機会が増えている事が挙

年以降も欠かすことの出来ないポイントと

CEOを表舞台に

げられます。例えば、マーク・ザッカーバ

なるでしょう。

スマートスピーカー
（AIスピーカー）対応

ーグといえばフェイスブック、という様に

アメリカで今顕著に伸びが見られるトレ

％のウェブ閲覧は

自社の商品、サービスをスマート・スピ

（Gartner2016より）
。

ーカーに最適化させることは、来年の大き

セージを送る様に、細分化された層に対し

マーケティングでは、「個人」に向けてメッ

けて発信しているのに対して、オンライン

ティングが広告をできる限り大勢の人に向

界では世界的にこの取り組みが与える影響

ッパですが、ボーダレスなオンラインの世

されています。施行されているのはヨーロ

め、企業の個人情報取り扱いの規制が強化

2018年 月に施行され、広告宣伝も含

EU一般データ保護規則（GDPR）が

「話しかけて検索する場合はどの言葉が最適

ます。キーボード検索のSEO対策のように

ドを認識させることが第一ステップとなり

ウェブサイトのターゲットとなるキーワー

があります。CEOが自社のミッションを

リティー対策をしっかり行っているので安

せる場合、そのサイトが安全である、セキュ

消費者にオンラインで個人情報を入力さ

サイト 作り方」とグーグルに入力すれば

い時、キーボード検索をする場合「Web

Siriといった音声対応ソフトに自社の

自分の言葉で発信することにより、受け取

心して自分の情報を預けられる、というこ

を考えている場合、まずアマゾンの商品レ

ていますか。アメリカでは、何か商品の購入

知らない人が書いたオンライン・レビュー

を知人から聞いた口コミ同様に信じる。
」と

つまり、自社のサイトにレビューがあるこ

言われています。

とはとても重要なことで、さらにそこで自社

例えば、Webサイトの作り方を調べた
る側は、信頼感や親近感、そして誠実さを

ときちんと消費者に伝える必要があります。

口コミパワーを
侮るなかれ
この流れは2019年も引続きトレンド

オンラインのレビューをしっかり管理し
として多くのウェブサイトで見られ、拡大

一般的な行動です。なんと「 ％の消費者は、

口コミサイト）をチェックする、というのは

ビューやYelp（サービス業を主とした

アイデアでしょう。

で消費者からの質問に直接答えるのもいい

をしたりする、またはソーシャルメディア

商品の使い方を見せたり、自社の近況報告

イトでLiveビデオをストリーミングし

その発信方法としては、自社のWebサ

感じることができるのです。

5

具 体 的 な 施 策 と し て は、 ア レ ク サ や

てアピールします。ですから、消費者は企

な課題と言えるでしょう。

業をより身近に感じ、自分の消費行動、投

か。
」を再考しなければなりません。

セキュリティー強化は
すぐに実施せよ

CEOがブランディングの一翼を担ってい
ると言えるでしょう。
オンラインマーケティングと従来のマス
マーケティングの大きな違いは、消費者へ

30
が懸念されています。

のアピール方法の違いです。マス・マーケ

5

資活動に意味付けしやすいというメリット

3

4
すると考えられます。

煌びやかなネオンで飾られた巨大広告、朝

より細分化した
ターゲティング
マーケティングにおいて、2019

から晩まで垂れ流されるように街中に溢れ
る広告に代わり、必要な人に必要な広告が

のトレ

年以降も要チェックすべき
ンドをご紹介します。
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お話を聞いた方

奥野亜矢さん

米カリフォルニア州サンディエゴ在住。ハイパーフィットネスでのクラブ
支配人経験後、フィットネス本場であるアメリカへ移住。カリフォルニア
大学サンディエゴ校でビジネスを学び、サンディエゴ総合大学にて首席で
MBAを取得。現在は、パーソナルトレーナー、米国オンラインマーケティ
ングやフィットネスに関する執筆活動、また日本のフィットネス企業との
業務提携、コンサルティング等、幅広く活動中。

候補がいくつか上がってくるでしょう。し
かし、音声検索の場合「ウェブサイトはど

年中無休の問い合わせ
対応はＡＩにお任せ

半に発表されたインスタグラムの

イントとなります。

ジ率を高めるという観点で非常に大切なポ

音声検索の場合、
Webサイトでいえば
「よ
ットでの問い合わせは、ほぼ１００％ＡＩ

ＡＩの問い合わせ対応。 時間対応のチャ

アメリカでは当たり前になってきている

の「 F a c e b o o k B u s i n e s s

と が で き ま す。 他 に も、 フ ェ イ ス ブ ッ ク

ビは、なんと１日では消えずに保存するこ

をアップロードできるインスタグラムテレ

はブランドをより身近に感じることができ

情報として提供したりすることで、利用者

ンとして残したり、または利用者の感想を

するにおいても、その舞台裏の一幕をシー

しょう。例えば一つのキャンペーンを発表

ドは、２０１９年も間違いなく加速するで

ソーシャルメディアにおけるこのトレン

「Instagram
＇s IGTV」がお

くある質問（ＦＡＱ）
」ページのように、特
により行われています。食料品のオンライ

Page」でもビデオの利用が可能です。こ

ます。自社のウェブサイトにインスタグラ

勧めです。最大１時間の長さのコンテンツ

定の情報を探している場合が通常の検索よ
ンオーダーから美容室の予約まで、私たち

こでヒット作を生み出し拡散すれば、その

うやって作るの？」というフレーズになる

り多いと考えられます。一度フレーズを考
の生活はオンラインに頼るところが非常に

かもしれません。

えたら、自社のページにその答えがあるよ

れることは、サービスアップのみならず、サ

いつでもオンラインで必要な情報を得ら

せるのみならず、新しいマーケットの獲得
にも有効と見られています。

もＡＩの活用はメリットが多くあります。利

今やインターネットは、何かを検索する、

によって、消費者との距離が縮まりブラン

ルを使ってより情報をオープンにすること

ェイスブックやYouTubeなどのツー

スナップチャット、インスタグラム、フ

ォロワー獲得にも繋がります。

ムなどのフィードを直接リンクさせるとフ

広告効果は絶大なものになるでしょう。

％のスマート・スピーカー利用

合、この音声検索対策の必要度は更に上が

このコンテンツは、既存の顧客を定着さ

大きく、またその利用時間帯は朝起きてか

ります。

イトの信頼感を高めてマーケットを広げる

ら夜寝るまでほぼフル稼働です。

者が週に一度以上店舗の場所を検索するの

上で必要不可欠な対応となってきています。

オフラインで店舗を構えるビジネスの場

うに誘導していくことが大切です。

に自分のデバイスを使っているという研究

用者の問い合わせに対して一件ずつ返答を

ドとの関係を強固にすることができます。

更に、この新しいプラットフォームに広

または目的を持って利用するだけではなく、

毎年、トレンドは新しく起こりまた過ぎ去

エンターテイメント的
価値を高めよ

告スペースを設けるという動きがテクノロ

作成して対応するのに掛かる時間を、ＡＩの

日常のストレス解消のためにも利用されて

って行くものです。自社の販促物をトレン

利用者のみならず、サイトオーナーとして

ジー業界で注目されています。近日中にも

自動返信機能では一瞬で対応することがで

いるのをご存知ですか。可愛い子猫や子犬

ドに上手く合わせて行くことは、マーケテ

結果もあります。

実施される予定ということです。準備をし

きます。もちろん個々に対応すべき問い合わ

の写真がネット上に溢れているのは、間違

前編の「スマートスピーカー対応」の項
目で、アメリカで顕著に伸びが見られるス
クリーンレス化についてご紹介しましたが、
同様の流れでソーシャルメディアのオーデ

になるほど計り知れないと言えるでしょう。

で効率化できる時間は大きなウェブサイト

た直接セールスには関係ないけれども楽し

思えるちょっとした遊び心溢れる演出、ま

同時に、消費者がふと「見てみたいな」
、と

に商品やサービスの宣伝方法を考えるのと

自社のブランディングを考える時に、実直

ルメディア、ポッドキャストなどで創造的

してその強みを、ウェブサイトやソーシャ

値あるブランドであり続けることです。そ

スにおける強みを磨き、消費者にとって価

かしそれよりも大切なことは、自分のビジネ

ィングにおいて非常に重要なことです。し

インターネットTVで
スターになろう

自社のブランディングメッセージを消費

が、２０１９年は、個人のインターネット

代わってきていることは明白だと思います

スそのものだと思います。

はノウハウやテクニックではなくビジネ

段であり、価値そのものを決定づけるの

ングは商品、サービスの価値を高める手

つと言えそうです。しかし、マーケティ

「ＡＩ」そして「スクリーンレス」の２

した。今後注目すべき旬のキーワードは

マーケティングのトレンドをご紹介しま

アメリカの２０１９年のオンライン

まとめ

くことができるでしょう。

に発信することで、更なる価値を高めて行

めるような情報を提供するのは、エンゲー

者に届けるために、忙しい現代人に対して

とテレビの平均利用時間が同じになる初め

インターネットが既存のテレビに取って

より便利で身近な方法の一つとして普及し

ての年だと言われています。そして、イン

消費者を惹きつけるビジネスであり続け

ているオーディオ化媒体。歩きながら、車

すき間時間を埋めるのに最適で、広告媒体

るためには、インターネットTVへの広告

ターネットの利用時間は、引き続き増加の

のリーチ率は通常のオンラインスクリーン

投資、また自社でビデオプラットフォーム

一途をたどる見込みです。

広告よりも高いと言われています。直接語

を作成するなど、このコンテンツは今後必

を運転しながら、通勤電車の中など、ポッ

りかけるオーディオ媒体は、自分で読む、

ス タ ー ト と し て は、 ２ ０ １ ８ 年 後

須のアイテムと言えるでしょう。

ドキャストや音声ブログが、ちょっとした

ィオ化も大きなトレンドの一つです。

強みを磨こう

ておいて損はないと思います。

せもあり、全てを自動返信機能に任せること

いなくそのためです。

10

オーディオ化により
リーチ率アップ

はできないかも知れません。しかしこの機能

9

24

目にする広告よりも身近に感じやすいのだ
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と考えられます。

参照：WIX Blog, The Top 10 Marketing Trends to Watch out for in 2019

7
8

6

2019
に見る

デジタルフィットネス

最新トレンド

2019年 月 日から 日間、ラスベガ
3

準医療機器の開発で急展開する

尿病や癌など、発症後に医師による経過観

察が必要な病気や、発症後の治療が長期化

したり、外出することが難しくなる患者へ

のサービス開発がいち早く進んでいる。入

医療としてのデジタルヘルスは、これま

こ の 分 野 で は、 2 0 1 7 年 か ら F D A

すいという調査結果も出てきているという。

院するよりも、医療費を抑えることができ

でも遠隔医療を実現するテクノロジーや通

各種のデバイスを「準医療機器」として認

（米国食品医薬品局）が、ウェアラブルや

るだけでなく、家庭で過ごせることで、患

信方法が開発されてきたが、近年各種セン

可するうえでの承認プロセスの構築プロジ

「デジタルヘルス」は、治療としてのデ

治療としての「デジタルヘルス」
、在宅医療

サーや画像解析技術の進化で、医療機器に

ーの利用が一般化する中、「デジタルヘルス」

や介護予防の「デジタルヘルス」
、データに

近い信頼性の高いデータが取得でき、AI

ェ ク ト が ス タ ー ト し て お り、 ア ッ プ ル や

者自身も安心して療養でき、回復が進みや

基づいて最適な商品やサービスが購入でき

フィットビットをはじめ

ジタルヘルスと、予防医療のデジタルヘル

る「スマート消費」
、パフォーマンスを高め

が状況をモニタリングしてフィードバック

て、品質管理と審査の効率化が進められた。

スが、それぞれに急展開してきている。

る「スポーツテクノロジー」
、5G環境で場

するデバイスの登場で「ホスピタル・アッ

2018年には製薬会社や医療機器メーカ

AI+ セルフケア

（月刊ネクスト編集部作成）

存在感を高めている。

ンなど歴史のある大手企業もこの分野での

ている。AT&Tやジョンソン＆ジョンソ

ーもこの分野に参入して、市場が急拡大し

9

開発されてきたテクノロジーやサービスは、

所や時間を超えたコミュニケーションを可

ト・ホーム」という在宅医療をコンセプト

デジタルエンター
テインメント
デジタルヘルス
&スマート消費

QOL 高

フィットネス

社が認定され

能にする「デジタルエンターテインメント」

デジタルヘルス

在宅医療の環境が整うことで、特に、糖

にしたサービス開発が進んでいる。

医療としての

気軽に、楽しく

4
在宅ケア・介護予防の

2

3

パフォーマンス向上の

1

デジタル

QOL低

スポーツ
テクノロジー

として新たな発展段階に入っている。それ

がCES2019の注目分野の一つとなっ

医療としてのデジタルヘルス

1

た。これまで「フィットネステック」として

ブルやスマートホーム、スマートスピーカ

ニクス・ショー）が開催された。ウェアラ

スでCES（コンシューマー・エレクトロ

7

AI+ 専門家
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1

ぞれの動向について解説する。

IoT（ウェアラブル／スマートホーム／スマートスピーカー）
+AI+５Gで発展する、デジタルフィットネス市場

CES2019では、デジタルヘルスエリアが急拡大

白物家電の展示会として発展。ここ数年は、IoT、AR/VR、AI、5Gへの進化から、車の自動運転テクノロジーが注目を集

CESとは

めていたが、2019年のCESは原点回帰し、スマートホーム市場が急進展。あらゆるものがIoTデバイス化され、人々の生
活をより便利にするとともに、家族の健康を守る場所としての機能も備え始めている。

スマートホーム市場とともに
浸透する

在宅ケア・介護予防としての
デジタルヘルス＆スマート消費
これまでウェアラブルによる活動量を中

解析して、基礎化粧品がレコメンドされた

り、姿見の鏡におすすめのエクササイズ動

画が流れたり、パーソナルトレーナーと通

信しながらオンライントレーニングを受け

ることができるようになっている。在宅で、

フィットネスを継続できる環境が整ってき

オンラインコーチング
機能付きサービスは

スポーツテクノロジー
として発展へ

これまで「フィットネステック」カテゴリ

ートホームデバイスの拡充で、食事や睡眠

してきた「フィットネステック」は、スマ

タを収集、AIが睡眠の質向上や、無呼吸

ており、センサーつきの枕やベッドがデー

ゴリーでのデバイスも多種多様に開発され

睡眠についても「スリープテック」カテ

をコンセプトとした
「スポーツテクノロジー」

けサービスとなり、パフォーマンスアップ

りアスリートや専門性の高さを求める人向

付きアプリや、オンラインサービスは、よ

ーとして注目されていた、コーチング機能

などのトラッキングも可能となり、より安

ている。

価に、包括的に健康づくりをサポートする

にカテゴライズされる方向にある。

利 用 さ れ る ウ ェ ア ラ ブ ル も、 リ ス ト バ

症候群を予防するように環境を調整する機
能も搭載されている。

ウェラブル+スマートホームで、在宅で介護予防

この分野では、介護予防をはじめとした

を兼用してとれる胸や背中に装着するデ

ン ド 型 だ け で な く、 心 拍 と G P S デ ー タ

5G環境、VR・ARの進化で、

ニングに活用されるようになってきている。

ツとしてスポーツを楽しみたい人のトレー

ている。ジュニアアスリートや生涯スポー

ド機能を持たせることができるようになっ

ータに対してもコーチング機能やレコメン

開発される汎用的なデバイスで習得したデ

タを活用したAIを応用することで、近年

ンスが進んでいることから、そうしたデー

高価なデバイスを活用したスポーツサイエ

トップアスリート層では、これまで既に

を活用。

化できるアパレルタイプのウェアラブル

バ イ ス や、 フ ォ ー ム を よ り 正 確 に デ ー タ

シニア向けサービスが注目されている。ス
本人はテクノロジーが使えなくても、テク
ノロジーの恩恵が得られるようになってき
ている。AIが日常でタイムリーに薬を飲
むタイミングを知らせたり、生活習慣の維
持を音声でサポートするとともに、独居の
人でも、ウェアラブルやスマートホームデ
バイスを通じて、状況を外部から確認する
ことができ、スマートスピーカーを通じて、
家族や仲間とのコミュニケーションを維持
することも可能になる。
また、スマートホームデバイスからショ
ッピングサイトにアクセスでき、各種のデ
ータをもとにAIが最適な商品やサービス

家の鏡もデバイス化。自宅でビューティー＆フィットネス

マートスピーカーの機能が高まることで、

モニター付冷蔵庫で、スマートショッピング

サービス開発に移行してきている。

心としたトラッキング技術をベースに発展

3

今後に期待される。

ができるようになる。この分野での革新は

ル感や臨場感を楽しみながらエクササイズ

きるデータ容量が格段に大きくなり、リア

も登場している。5G環境になり、通信で

つでもどこでも楽しめるグループレッスン

を出したり、ストリーミングレッスンでい

サービスとしては、VRやARで非日常感

フィットネスを楽しく続けたい層への新

デジタルエンターテイメント
がフィットネス継続を後押し

4

をレコメンドし、そのまま注文できる「ス
今回のCESでも、モニター付きの冷蔵

マート消費」の動向も注目されている。
庫はほぼ定番になっていた。台所にいると
きのすきま時間に、自分に合った商品やサ
ービスにアクセスできる。食事に気をつけ
たい家庭であれば、それぞれの目的に応じ
たメニューやレシピもその場で検索して、
献立が考えられ、食材も購入できる。
家の鏡もデバイス化が進んできている。
鏡にモニター機能や通信機能がついていて、
AIが画像を解析して状態に合わせた商品
やサービスがレコメンドされる。鏡台の鏡
が肌の水分量や、シミ、しわの状態などを
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ジム、アウトドア、ホームフィットネスをシームレス
に繋ぐとともに、トレーナーの業務もサポートして、
メンバーのフィットネス体験価値を最大化

テクノジム mywellnessクラウド
https://www.technogym.com/jp/mywellness/

テクノジムが提供するオープンプラットフォーム「mywellness ク
ラウド」は、テクノジムのトレーニング製品や個人のモバイル端末と
専用ユーザーアプリ、オペレーター／トレーナーアプリ、さらにはサ
ードパーティーアプリをシームレスに連携させることで、トレーニン
グ体験を向上させると共に、施設スタッフの業務の簡素化をサポート
しつつ、メンバーとの関係を向上させて施設の収益に貢献する。
トレーナーはアプリや端末を通じてメンバーの現状やモチベーショ
ンを理解し、彼らの目標達成に向けて適切に実行可能なカスタマイズ
されたトレーニングプログラムを簡単に構築できる。また、メンバー
との関係を強化するための様々なアプリも用意されており、業務の煩
雑さを低減しながらメンバーの体験を高めるのに寄与できる。

姿勢評価と体組成を統合してデジタル化。
運動療法と成果をクラウドで管理できる
3Dボディスキャナーと体型・骨格が見えるアプリ

i-body

日本のフィットネス業界にも、
デジタル化が到来！

トレーナーの可能性を広げる
最新テクノロジー＆アプリ11選

3Dボディスキャナー。
身体を3Dイメージで分析、
トレーニングプランが立てられる

Styku（スタイク）

https://www.3dbodylab.co.jp/i-body/

styku.jp

これまで高価だった 3D ボディスキャナーが月々 25,000 円で利用
できるうえに、身体の 3D データと、体組成データを統合してスマホ
上に生成されるアバターで、身体の状態の分析や評価が可能に。アバ
ターは、体脂肪がついた状態、筋肉だけの状態、骨だけの状態で、自
分の身体を確認できる。これまでトレーナーが行っていた、身体の各
部位の周囲計や、骨格の左右差もデジタル測定できることから、トレ
ーニングの効果測定の標準化が可能になり、データによって客観的に
証明できることが増え、新たなトレーニングのエビデンスを示すこと
にも繋げられる。
標準骨格、標準体型、理想体型との比較や、トレーニング前後の比
較もアプリ上で簡単に行うことができ、運動履歴やトレーニングプラ
ンが確認できるカレンダーもあり、運動成果のフィードバックやプラ
ンの修正も適格に行える。

米国で 2012 年に発売を開始して以来、大手チェーンにも採用され、
これまでに世界 45 ヶ国 600 施設に導入、月平均 1 万回のスキャンが
実施されている3D ボディスキャナー「Styku（スタイク）
」
。省スペー
スかつ約 30 秒で計測が完了でき、ウェブアプリでの分析やトレーニ
ングプランが立てやすいことなどから、パーソナルトレーナーに支持
されている。
画面上で 3D イメージを回転させることで、これまで見られなかっ
たうしろ姿の確認や、任意の 2 回の測定データの断面図を重ねて表示
することでシルエットの変化を可視化でき、
「体形」という新たな測定
軸で、フィットネスに新たなモチベーションが提供できる。特に人気
なのがトレーニングの目標設定機能で、1 日の運動量や摂取カロリー
をアプリ上のスライダーで調整することで、目標体重や体脂肪率にい
つまでに達成できるかを簡単に正確に計算でき、無理のないトレーニ
ングプランが立てられる。過去のデータとの比較もできるため、トレ
ーニングの効果測定にも活用できる。
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インストラクターがスマホで手軽に始められる、
月額課金できるオンラインレッスン動画配信アプリ

BeneFitness

https://alfree.net/

BeneFitness は、フィットネスインストラクターがスマートフォン

ジムやトレーナーの空き時間を有効活用。
ユーザーも便利に利用できる
フィットネスシェアリングサービス

Nupp1 Fit（ナップワン フィット）

https://nupp1.io

のみで録画動画で授業を無料で開講できるアプリ。
動画は週 1 回 or 隔週で上書き更新するので、生徒はレッスンに通う
ようにオンラインでフィットネスを行える。フィットネスインストラ
クターが YouTube で収益をあげることは難しく PR 的に使用されてい
るのに対し、BeneFitness ではレッスンは月額課金の月謝制でインス
トラクターの空き時間を使って副収入が得られる。
実際のレッスンの予習、復習を動画配信することによりリアルなレ
ッスンの補完が可能になる。チャット機能もあるのでプラベートはチ
ャットツールとは別にインストラクターと生徒間のコミュニケーショ
ンが可能。フィットネススペースの省スペース化、コモディティー化
など時代に沿ったサービスになっている。
標準骨格、標準体型、理想体型との比較や、トレーニング前後の比
較もアプリ上で簡単に行うことができ、運動履歴やトレーニングプラ
ンが確認できるカレンダーもあり、運動成果のフィードバックやプラ
ンの修正も適格に行える。

「新たな時間の価値を生み出す。
」をミッションに掲げるロセオ株式
会社が、入会金・月会費・予約不要で好きな時間分を「1 分単位」で
ジムが利用できるスマホアプリ「Nupp1 Fit（ナップワン フィット）
」
iOS版 /Android 版を、2019 年春にリリースする。
「Nupp1 Fit」は誰もが好きな時に好きな場所で、気軽にワークアウ
トできるサービス。会員登録や予約などの手続きが不要で、好きな時
間分だけを 1 分単位で支払えるため、時間や場所に固定されずに無駄
なく利用できる。位置情報から近くのジムの検索、QR コード決済に
よるキャッシュレスでスムーズなチェックイン・チェックアウトをア
プリ内だけで行える。
Airbnb のようなシェアリングエコノミーが世界中で必要とされてい
る中で、ジムやスタジオの稼働が少ない時間帯を利用し、利用したい
ユーザーとのマッチン
グを行い、誰もがライ
フスタイルに合わせて
気軽に利用できる環境
を実現する。ジムへの
集客支援と新規会員の
獲得ツールとして本ア
プリを活用することで、
フィットネス人口の増
加や新規ユーザの集客
といった業界の課題を
解決し、新しいフィッ
トネス文化の創造を目
指す。

トレーナーに特化した予約マッチングサービス

スポーツチームやフィットネスクラブで
活用されているコンディション管理サービス

マイトレーナーズ

https://www.my-trainers.jp/

『マイトレーナーズ ( 通称マイトレ )』は、パーソナルトレーナー、ク
ライアントユーザー、場所 ( ジム等) を結びつける、シェアリングエコ
ノミーサービスのモデルで展開している、パーソナルトレーニングに
特化した予約マッチングサイト。現在、全国 400 名を超えるパーソナ
ルトレーナーの方にご登録頂いており、クライアントは自分で好きな
トレーナーを選択して、近所の個人ジムや提携している施設などでセ
ッションを受けることができ、予約からクレジットカード決済までワ
ンストップで行うことができ利便性が高い。
集客連動型のプラットフォームで、サイト内に個別ページをトレー
ナー自身で価格やコース・スケジュールが設定・編集が可能なので、
自由度高く活動できるのが特徴。収入の軸にしたり、隙間時間に活用
したり、多種多様な働き方をサポートしている。
また、提携施設 (FASTGYM24 や ANYTIME FITNESS 他 ) も充実し
ており、インフラとしてのサポート、企業提携によるイベントや企業
福利厚生などの案件も増えており、＋αの活動場所も提供している。

Atleta

http://www.climbfactory.com/sportsict/atleta/
全国700以上のスポーツチームや部活動チームに活用されているコ
ンディション管理のサービス。食事や睡眠、体の痛みなどをスマート
フォンを通じて入力しデータ化、その情報を監督やトレーナーと共有
することが可能。

S.O.A.Pシステム

http://www.climbfactory.com/sportsict/soap/
スポーツチームやフィットネスクラブにて活用されているコンディ
ション管理サービス。これまでトレーナーが顧客のコンディション
データを紙で管理していたお客様のコンディションデータを電子化し、
オンライン上で写真や動画を用いたコンディションメニューの共有な
ども行える。
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ボクシングエクササイズゲーム。
実施履歴や体重の推移も管理でき、
目的に合ったエクササイズ提案機能も充実。

現役トレーナーが音楽と音声で
トレーニングをナビゲートする

Nintendo Switch ソフト

https://www.beatfit.jp/

https://www.imagineer.co.jp/package_game/fitboxing/

フィットネス音声ガイドアプリ「BeatFit」は、国内唯一の音声に特
化した総合ヘルスケアコンテンツアプリで、トレーナーの音声ガイド
と人気の音楽を聴きながら新しいフィットネス体験ができる。レベル
は初級から上級まで。9 種目のトレーニングジャンルと 250 超のクラ
ス種類が毎週更新され、リスナーは飽きずにトレーニングできる。
BeatFit では”普段の運動をより楽しく効果的に”できるため、今ま
で運動習慣がなかった人やダイエットが続かなかった人が BeatFit を
使って運動をすることで運動の楽しさ感じ、続けるモチベーションを
作ることができている。
このユーザー体験を支えているのが現役のプロトレーナー。経験を
活かして、体の動かし方や効果的な運動の仕方などを収録している。
普段のレッスンでは実際にやってみせたり、直接触ることで修正がで
きるが、音声だとそれができない難しさがある。しかし、通常のレッ
スンでは届けられない程の大人数に、アプリを通して自分のレッスン
を届けられることで、経験値を高めることができ、他のジャンルを担
当しているトレーナー間との繋がりも生まれ、相乗的な価値を生んで
いる。

Fit Boxing

両手に Joy-Con を持ち、インストラクターのお手本を真似して身体
を動かすことで、誰でも簡単に本格的なボクシングエクササイズを体
験することができるゲームソフト。リズムゲームの感覚で、音楽と合
わせて少しずつエクササイズが進行していくため、誰でもボディバラ
ンスが整った、綺麗なシャドーボクシングを体感できる。
ゲーム内のインストラクターによるサポートも充実していて、
「ダ
イエット」や「体力強化」
、
「健
康維持」など、エクササイズ開
始前にプラン設定を行うことで、
自分の目的にあったエクササイ
ズプログラムを自動的に提案し
てくれるほか、
「トレーニングし
たい部位を集中的に」
「短時間で
手軽に」
「長時間じっくり」など、
詳しく設定することでより満足
度の高いエクササイズも可能。
さらに、消費カロリーや体重
の推移をグラフ化したり、プレ
イ状況がひと目で分かるカレン
ダーなど、管理機能も充実。効
果を目で見て実感でき、毎日の
モチベーション維持に役立てる
ことができる。

BeatFit

（C）Imagineer Co., Ltd.
Nintendo Switchは任天堂の商標です。

走ったデータでゲームが楽しめる。
子どもの運動能力進化をアシストするアプリ

ＶＲマシーンのゲームの楽しさを入り口に
フィットネス習慣が継続できる

UNLIMITIV（アンリミティブ）

ドリームフィット

UNLIMITIV（アンリミティブ）は「楽しんだヤツが、
いちばん速い。
」
をキャッチフレーズに、シューズとスマートフォンアプリと連動する
ことで、遊びながら子どもの運動能力の進化をアシストする、今まで
にないシューズ。
トレーニングの１つ、フィールドモードでは、毎日のウォーク・ラ
ン・ダッシュの歩数をポイント化。日常生活の運動量を可視化し、ユ
ーザー自身や保護者に分かり易い設計になっている。もう１つのトレ
ーニングであるアルティメットモードでは、簡単かつ本格的に出来る
６つのトレーニングメニューで運動能力を高めるサポートができ、親
子コミュニケーションにも最適。また、トレーニングのデータは様々
なランキングに表示されユーザー同士のフレンド登録により、ユーザ
ーの実力を比較することができる。さらに、２種類のトレーニングで
ためたポイントを使って、ゲームで遊ぶことが出来、ユーザーの継続
的なやる気を喚起する。

ダンベルや、バーベルを使ったフリーウエート中心のパーソナルト
レーニング後、フィットネスバイクやトレッドミルでの有酸素運動に
移行する際にＶＲマシンを使うことで、これまで有酸素運動を「めん
どくさい」と感じていた人にも、
「今日はイカロスとバイクで遊んで帰
ろう」といった、ゲームの遊び感覚で取り組むことができ、有酸素運
動へのモチベーションが高められる。また、パーソナルトレーニング
の予約が入っていない日も、ＶＲマシンなら楽しく運動が行えるため、
トレーナーがついていなくても、一時間以上、ＶＲマシンで遊んで行
くメンバーも多い。楽しく、中毒性があり、熱中できるワークアウト
に持ってこいのツールとなっている。
ドリームフィットネスのメンバーのほとんどが、トレーニング初心
者。最初はＶＲマシンに興味を持ってゲーム感覚で体を動かせたらと
体験に来られる方が多いものの、ＶＲマシン体験の最に栄養や運動の
話やカウンセリングで、パーソナルトレーニングの存在を知ることで、
リアルのパーソナルトレーニングを体験し、体を動かす事の楽しさ、
気持ちよさを知ることができる。フィットネスを始めよう、続けよう
と思う入り口となっている

http://www.unlimitiv.com/

http://dream-fit.co.jp/

F e b r u a r y, 2 0 1 9 ww w. f i t n e s s job . jp

26

運 動指導（自社）× 食事 指導（FiNC）ダイエットプログラム

リアルとITの融合で目標 達 成をサポート

FiNC ダイエット家庭教師
フィットネスチーフ

木村昌広氏

ムの魅力を次のように述べる。

た運動指導を行うことで、お客

業されても『自分で体重をコン

栄養指導においてはアプリを通

グが８回受けられるというもの。

さらにマンツーマントレーニン

トのもと、食事や運動に対する

家庭教師、トレーナーのサポー

甘い性格だったが、ダイエット

い て い ま す。な か に は『自 分 に

くなった』というお声をいただ

高収益のプログラム販売も可能に

い み ず ス ポ ー ツ ク ラ ブ で は、

さま自身が正しいダイエットや

指導と、一人ひとりの方に合っ

下、F i N C）が 提 供 す る ダ イ
トレーニングについて知識を身

「２ヶ月間にわたる徹底した食事

エットプログラム「FiNC ダ
に付けることができるように

2 0 1 3 年 ９ 月、F i N C

イエット家庭教師－ボディデザ
な っ て い ま す。こ れ に よ り、卒

Technologies（以

日間の

イ ン プ ロ グ ラ ム」を 導 入 し た。

ト ロ ー ル で き る よ う に な っ た』

こ の プ ロ グ ラ ム は、
のプログラム期間中、栄養指導

「FiNC ダイエット家庭教師」

してFiNCに登録するダイ

を毎食受けられ（日曜日は除く）
、 『姿勢がよくなった』
『腰痛がな

エット家庭教師が、トレーニン

気持ちが驚くほど変わった』と

そ の 健 康 に 通 じ る「知 識」を 提

グについてはいみずスポーツク

供できることも、このプログラ

「知識は財産」ともいわれるが、

FiNCが推奨する食事パター

ムの大きな特徴といえるだろう。

いうお声もありました」

ンなどについて直接同社より研

さらに、クラブ側にとってうれ

ラ ブ の ト レ ー ナ ー が 提 供 す る。

修を受けているため、栄養指導

しいのは、新規顧客開拓やリテ

しかし、同クラブのスタッフも

においても高いレベルでアドバ

は 会 員 外（外 部）の 方 で し た。

込みされたお客さまの半数以上

だ。木 村 氏 も「こ れ ま で お 申 し

ンションにも寄与していること

イスできるようになっている。

代 と、

名（男 性９ 名、女 性

これまで参加されたお客さま
は合計

〜

まさに健康や体型が気になりだ

http://ﬁncﬁt.com/

こちらにお問い合わせ下さい

名）
。平 均 年 齢 は、

い満足度を提供するプログラム

担当：高正

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル 5F
TEL: 0120-970-839 ( 共通番号 ) MAIL: info@ﬁnc-ﬁt.com

株式会社 FiNC Fit

ご興味のある方は

ウェルネス・ヘルスケアに特化したサポートグッズ。遺伝子検査やパー
ソナルサプリメント、椅子代わりに使えるバランスボールなど健康を
サポートするこだわりの品揃え。ジムに通うお客様のニーズに沿った
アイテムを取り揃えています。ダイエットからフィットネスアイテムま
で、足りないアイテムの導入が可能です。

FiNC オリジナル商品

ニーズに沿ったラインナップ

2

日の間に、トレーナーやクラ
ブに対して信頼感が芽生え、卒

す年齢が中心となっている。お

ブに戻ってきてくれます」とそ

業しても６割が会員としてクラ
％ と高い。平

申し込みの理由は「結婚式があ

目標達成率は

れぞれだ。

は、プログラム期間終了後にも

お 客 さ ま、ク ラ ブ、双 方 に 高

の効果を喜ぶ。
も痩せた方は女性で９㎏ 、男性

効果を波及させていく。

では ㎏ もの減量に成功したと
い う。木 村 氏 は、こ の プ ロ グ ラ

ダイエット家庭教師

栄養の専門家がマンツーマンでサポートするオンライン完結型の食
事指導サービス。時間や人の制約があり、食事指導を導入していな
いジムにピッタリ。御社のパーソナルトレーニングと合わせて、高
収 益 のプログラム 販 売も可能です。いみずスポーツクラブでは
198,000 円（税抜）の価格でダイエットプログラムを販売しています。

1

32

るため」
「水着を着たい」などそ

60

40

均 減 量 体 重 は 6・3㎏ 、も っ と

85

運営に役 立つ
サービス・
アイテムのみ
FiNC
サービス提 携
募 集開始

60

30

41
12

ボディデザインプログラム
いみずスポーツクラブ

声

現場の
からうまれた
マタニティフィットネスの
新講座が今春スタート！

2020 年に開催される東京オリンピックの効果もあり、フィットネスブー

いただき相乗効果で盛り上げていきたいです。

ムが再来。市場は拡大している。今春、日本マタニティフィットネス協

NEXT あまり市場参入のない妊婦さんを顧客として取り込むことが

会は新たな学びのコースとして『マタニティフィットネスアドバイザー講習

できれば、新しい市場を生み、さらに社会的貢献にもつながるので学

会』を新設。どのような内容か、リリースに至った経緯を一般社団法人

びたい方は多いのではないでしょうか。

日本マタニティフィットネス協会チーフディレクターの山口真澄さんに伺

山口 このコースは多くの現場の声から誕生しました。会社でマタニ

った。

ティプログラムを始めることになったけれど、今まで妊婦さんを相手

NEXT まず、今回新設された『マタニティフィットネスアドバイザ

に指導したことがなく困っている方や、これから先のインストラクタ

ー講習会』とはどういったものかを教えてください。

ー人生を考えたときに選択肢の一つとして習得したい、という方など

山口 今まで当協会では、
「マタニティビクス」
「マタニティヨガ」
「マ

理由は様々です。そして特に妊娠期の体の変化や妊娠中の運動につい

タニティアクア」の3つの認定インストラクター養成講習会に共通す

て、
「どこまでどんな運動をしていいの？」という声も多かったです。

る講義として「マタニティフィットネス講義」を行ってきましたが、

妊娠中に出産に必要な筋肉をしっかりとトレーニングすることで、産

このたび内容を一部リニューアルして「マタニティフィットネスアド

後の回復も早くなります。リスクを懸念して、マタニティプログラム

バイザー」資格取得のための講習会を行うことにしました。

を実施する店舗はまだまだ少ないですが、妊婦の高齢化や、共働き世

この講習会では、3つの柱（産科学・フィットネス基礎理論・マタニ

帯が増えたことにより、妊婦さん側の利用希望者は多くいらっしゃい

ティフィットネス講義＆実技）で、妊娠中の身体、運動の必要性や効

ます。座学だけではなく、ストレッチや指導の体験があったり、ディ

果を学び、簡単なストレッチ指導ができるアドバイザーとしての知識

スカッションを行い、人に伝える実技の練習も含まれていますので現

や指導法を身につけます。

場にすぐに役立てることが可能です。また、最近ではスマートフォン

NEXT どういった背景があったのでしょうか。

などの普及に伴い手軽に情報が得られるため、利用者の健康に対する

山口 これまで受講者の多くは、医師、助産師、看護師の方や、イン

意識が専門的になってきました。そういった方にも根拠ある説明がで

ストラクター経験のある方、そして自身の妊娠出産を機に『もっとこ

きるか、できないかでプロとしての差が開いてくるでしょう。この仕

のプログラムを広めたい』という方でした。しかし、需要に対してイ

事は社会貢献力も高く、やりがいのある仕事です。運動指導者同士で

ンストラクターがまだまだ足りていないというのが現状です。もちろ

サークルを作ったり、スタジオ経営したりと働き方が多様化する中、

ん妊婦さんの身体を熟知した医療関係者に学んでいただくことで、他

マタニティフィットネスは自治体の子育て支援や健康促進の場として

院との差別化を図ったり、妊婦さんとの関係性がより深められるとい

公共施設などを中心に盛り上がってきています。企業だけではなく地

ったメリットは大きいものの、人員不足が問題となっている医療現場

方自治体にプログラムを売り込むことで自身のキャリア育成が変化す

において本業の間を縫ってのレッスン指導は、簡単ではありません。

ることもあるでしょう。臨床データに基づいたエビデンスもあるので

現場にインストラクターが入ることにより、レッスンもさらに楽しく、

プレゼン自体もしやすいと思いますよ。今後は、従来の医療従事者・

継続率や集客アップのいい循環が見込めます。もっとたくさんの運動

運動指導者の方はもちろん、男性も含め、運動指導者・医療指導者を

指導者にマタニティフィットネスに対する興味や知識を持ってもらい

目指す学生や女性に関わるお仕事をお持ちの方にも是非チャレンジし

たいですね。そして、妊娠中の運動は必要と医療現場からも発信して

ていただきたいです。

マタニティフィットネスアドバイザー講習会
内

容

開 催 日
会
場

妊娠中の身体、運動の必要性や効果を学び、簡単なストレッチ指導ができるアドバイザーとしての知識
や指導法を身につけます。
※認定インストラクターの資格取得をご希望の方は、
同日開催の「マタニティビクス」または「マタニティヨガ」の実技講習会をお申込みください。
4月16 日（火）・17日（水）
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京・代々木）

山口真澄

一般社団法人
日本マタニティフィットネス協会
チーフディレクター

資格取得・講習会・
勉強会・施設登録に関する
お問い合わせは協会まで

〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1-4-6 ヒューマン・ハーバー 4 階
TEL: 03-3725-1103 FAX: 03-3725-1104 E-mail：info@j-m-f-a.jp
認定インストラクターは全国の商業スポーツ施設・医療施設等で活躍しています。
協会プログラムにご登録頂き指導することができます。

https://www.j-m-f-a.jp
お申込はコチラ▶︎

～健康と運動医科学最前線～

JAFA ハイクラスセミナー

健康に関する医科学や運動の情報が蔓延
する昨今、運動指導者には正しい専門知
識が求められています。このセミナーで
は、医科学分野やスポーツ科学分野で話
題になっているテーマや、運動指導者に
必要な医科学知識に関するテーマを、各
専門家から学べます。

運動指導者のための医科学と運動のアカデミックセミナー
日 程

2019年3月11日
（月）12日
（火）

講

勝川
田中
佐藤
石井
山本
八田
杉浦

師

取得可能単位
2日間の受講料（税込）

場

国立オリンピック記念青少年総合センター

（東京都渋谷区）

史憲（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 教授／内科医）
茂穂（国立健康・栄養研究所 栄養・代謝研究部 部長）
真治（大阪産業大学スポーツ健康学部 教授）
直方（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
利春（国際武道大学体育学科 教授／健康管理センター長）
秀雄（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
克己（立教大学コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科 教授） ほか
JAFA/GFI 12.0

ACSM 12.0

※ほかに健康運動指導士・実践指導者、
NSCA、JATIを予定。

定

員

60名

30,000円（JAFA会員20,000円・ACSM/EP-C有資格者25,000円）
内閣府認定

公益社団法人
〒136-0071

会

日本フィットネス協会

東京都江東区亀戸 1-8-7 飯野ビル 5F

TEL：03-5875-1035

FAX：03-5875-1057

お申し込みはこちら

➡

子どものココロと身体を育てる フィットネスプログラム
わたしたちキッドビクスのライセンスインストラクターです。
子どもたちへフィットネスやダンスの楽しさを伝えませんか？
日本中の子ども達を元気にする仲間として一緒に活動しませんか？
げんきプロジェクト2019始動中！

先生へのQuestion!
［Q1］勤務先は？
［Q2］役職・職種は？
［Q3］経歴など
［Q4］キッドビクスを取ったきっかけ。

キッドビクスは…

子ども達のハートを
掴む最強の
アクティビティ

キッドビクスは…

心とからだの可能性を
伸ばし輝かせる魔法

菊地未帆（28才・歴4年）
［A1］日本こどもフィットネス協会から

木田麻美（36才・歴5年）

の派遣先
［A2］インストラクター

［A1］ジョイフィット苫小牧 ほか

［A3］プロバスケット、社会人アメリカ

［A2］フリーインストラクター/パーソ
ナルトレーナー

ンフットボールのチアリーダーの経験

［A3］スタジオ経営/エクササイズプ

とキッドビクスの資格を活かし、関東

ログラムの開発など。

でチアダンスを指導中。

［A4］息子たちがスポーツを始めた

［A4］東京のチアチームに憧れて、
24
歳の時に上京することを決意。しかし

頃、
周りのこども達の運動能力の低さ

資格を持っていなければ東京で働け

や指導者の知識不足に驚き自分が伝

ないと思い、
情報収集の為に見ていた

える存在になろうと思ったからです。

のがこのＮＥＸＴでした。当時は資格を

それにマッチしたのが個性を活かし輝

取ろうにも費 用は親の援 助が 必 要

かせるキッドビクスでした。

だった為、大金はかけられないと思っ
ていた時に目に留まったのが養成コー
スの『若年層応援制度』
という文字。こ
キッドビクスは…

子どもの心と体を
育てる
キッズプログラム

んな有難い制度は他にはない！これし
かない！と思い受講するに至りました。
キッドビクスは…

元気・笑顔・楽しい
瀬川美枝子（45才・歴4年）

吉野明広（36才・歴1年）
［A1］株式会社CROWNエンターテ

シマウェルネスプラザ
［A2］フィットネスインストラクター・

インメント
［A2］代表取締役

［A1］カシマサッカースタジアム内カ

ダンススクール

経営

JPBA公認プロボディーボーダー
［A3］フィットネスインストラクター歴２

［A3］CROWN DANCE SCHOOL

３年。2006年に活動拠点を茨城県鹿

代表、
キッズインストラクター、立憲民

嶋市に変えて2013年JPBA公認プロ

主党市川市政策委員

資格取得。

［A4］幼児、
キッズダンス指導にあたり

［A4］小学生にダンスを指導していま

成長したい、指導者として幅を広げた

したが指導の幅を広げたいと考えまし

いと思ったからです。代表のみどり先

た。わたし自身が元気になれる、受講

生とのご縁、
お誘いもありキッドビクス

者さまとも笑顔で元気になれるプログ

を知りました。カリキュラムもとても魅

ラム。こどもの成長が著しい時期に

力的で、基礎から応用までこどもを楽

レッスンを通じて携われること。一つ

しませるプログラムカリキュラムの作り

一つが感動の連続です。スポーツクラ

方を学びました。協会や他の講習、
イ

ブでオープンクラス開催。児童館や単

ベントにも参加でき仕事の幅も増えま

発でマンション内のコミュニティルー

した。こどものことがより好きになり、

ムでレッスンを開催しています。シン

この仕事の素晴らしさを感じることが

プルで楽しいこと！楽しみながらしっか

できました。感謝致します。

りフィットネスの効果を得られること。

2019年最新

トレーニングアイテム

Fitness Ichiba

バーネットフーディー
￥4,200

ビンテージVネックTシャツ
￥4,200

ベーシックTシャツ ￥3,300

フレンチテリーショーツ ￥7,800
プロテインクッキーバー
（1箱12個入り）
￥3,960

リンガータンクX002 ￥3,300
フリースジョガー ￥7,800

ウエイトトレーニンググリップ ￥6,500

MILAN Tシャツ ￥3,704

REAL Tシャツ ￥4,500

MILAN
スリムフィットジョガー
￥6,019

ハレオバー宇治抹茶
（1箱12個入り） ￥5,400
パワーシェイカー
（880ml） ￥2,250

コスモクオーク
シルバースペース
（80g） ￥9,400
プロの現場で使用されているトップ
アスリート御用達の次世代コンディ
ショニングクリーム。
乱れた細胞の分子構造を正常化。

REALスリムフィットフーディー
￥8,200

MILANショーツ ￥4,444

2toms
グリップシールド（45g） ￥1,800
液状タイプの滑り止め。
15〜20秒で乾燥状態になり、防水・防汗効果を持続。
無色透明でバーベルやダンベルが汚れる心配も不要。

新商品

※表示はすべて税抜価格です

お問合せ先

こちらに掲載の全商品は
03-5459-2844
rakuten1@fitnessclub.jp 「フィットネス市場」で販売中！

フィットネス市場

検索

- ヒロイン -

HEROINE

インドネシアのバリ島で誕生し、現在もバリ島で生産を続けるブランド。
「なんだか今日はいい感じ」と鏡に映った自分にヒロイン性を見出せるよう、
ブランド名は「HEROINE」と名付けられました。

ホールフレンチトップス 5,200 円
バックロゴクロップパンツ 9,300 円

クロップ T シャツ 6,300 円

ホールフレンチトップス
5,200 円
スノープリントクロップパンツ
8,000 円

お問い合わせ

フィットネス市場
TEL：03-5459-2844

MAIL：ﬁtness-ichiba＠ﬁtnessclub.jp

クロップ T シャツ 6,300 円
メッシュポケットクロップパンツ 8,300 円

カットワークフーディートップス 5,900 円
レギンスパンツ 5,900 円
※表示はすべて税抜価格です

鍛え︑節制された肉体に︑濃紺のスー
ツをさらりと纏った精悍な佇まい︒爽

早いということだ︒それも一度たりと

ルーズな風潮がある業界のように感じ

﹁トレーナー間︑企業様も含め︑一部

状態で6m ㎝を跳んだんです﹂

出場したのですが︑殆ど練習もしない

ています﹂

も滞った事がない︒
﹁特にメールの返信については︑フィッ

断トツのトップで陸上部さえも圧倒

したという︒陸上をしていない方はこ

やかさの中に〝デキる男〟のオーラを

の記録がピンとこないと思うが︑昨年

トネスクラブの社員時代に 時間以内

私もそれには同感だ︒もちろんビジ

醸し出す彼︒フィットネスインストラ

の神奈川県高校陸上競技大会なら優に

決勝に進出できる記録である︒全く運

ネスコミュニケーションが抜群に素晴

動を行っていなかった島津君が︑これ

に必ず返信するよう上司に叩き込まれ

界は﹂と一括りにはできないが︑他業

だけの記録を出したことには︑友人や

クターというよりも︑意識の高い若手

種のビジネスマナーと比べて︑やはり

先生もびっくりしたというが︑一番びっ

らしい方も多く存在しているので︑﹁業

ルーズである事は否めないと思う︒原

くりしたのは本人であったという︒

たので︑その習慣が今でも身について
そんな島津君だが︑入社した当初は

因の一つに︑デスクワークが主業務で

起業家のようなエネルギーを発してい

ビジネスマナーの事で色々な方に叱責

はないと思っている方が多く存在する

います﹂

されたという︒

るが︑唯一︑手にした大きなドラムバッ
のそれらしい一面を覗かせていた︒

﹁入社間もない時などは︑クリーンス

トネスクラブの社員を 年経験し︑現

そう話してくれたのは︑大手フィッ

て︑必死で社会人としてのマナーやモ

タッフのパートさんにまで怒られてい

白だ︒幾ら指導スキルが高くても︑ビ

両者には密接な関係性があることは明

までもデスクワークは二の次︒しかし︑

事が考える︒主業務は運動指導︑あく

えるようになりました﹂

この身体能力を将来活かせないかと考

当にびっくりしましたが︑その瞬間︑

﹁運動からは数年間離れていたので本

在ではグループフィットネスのインス

本程度のグループエクササイズを指導

信することが大切だという事がわかる︒

それを踏まえると一分一秒でも早く返

じるビジネスマンは 割を超えており︑

メ ー ル 返 信 が な い 場 合︑﹁ 遅 い ﹂ と 感

ネスパーソンとしての価値を高める上

当たり前の事ではあるが︑これがビジ

ろう︒ビジネスメールは原則即返信︑

依頼したくないと思うのが世の常であ

ジネスマナーがルーズな人には仕事を

クラブに入社後は︑様々なカテゴリー

しての基礎を学び︑大手フィットネス

という︒その後 年間︑運動指導者と

ポーツ系の専門学校への進学を決めた

クトに伝える仕事がしたいと考え︑ス

考えたというが︑運動や健康をダイレ

自衛隊や海上保安庁も進路先として

トラクターやパーソナルトレーナーと

し︑ 名ほどのクライアントを持つ人

島津君は自身のクライアントへの連絡

で︑簡単でありながらも大切な事では

約企業様への連絡はなるべく早く行う
今ではやり取りに関してルーズな人

日だという︒彼には私が代表を務める

や企業が存在することを嘆かずにはい

ようにしています﹂

もあるが︑驚くべきはこれだけの過密

られないようだ︒

会社からも仕事の依頼をさせて頂く事

なる性格なので︑クライアント様や契

7

しても活躍している島津鉄平君だ︒若

気パーソナルトレーナーでもある︒ま

もこまめに行っているという︒

干 歳︑キャリア 年の彼は︑週に

た︑スポーツ系専門学校の非常勤講師
日程度授業を担当し︑

6

スケジュールにもかかわらず︑連絡に

つけていったという︒

の指導を経験し︑知識︑スキルを身に

モラルを大切にする島津君だが︑そも

ミング︑アクア指導︑ダイビング︑マ

ラソンやスキーなど各イベントへの同

﹁スタジオエクササイズ全般からスイ

行︑運営︑もちろんデスクワークも行い︑

そもこの業界で仕事をしようと思った

肘を壊してしまいまして⁝﹂

しかし︑ 年が経った頃︑もっとお

非常に濃い時間でした﹂

﹁肘を壊してからはスポーツから離れ︑

はどうやらそうではないらしい︒

る為に⁝︑と考えるのが普通だが︑彼

ろ︑﹃頑張ってこい！﹄と背中を押して

﹁フリーになる事を上司に伝えたとこ

リーへの転身を決意した︒

仕事がしたいと考えるようになり︑フ

客様一人ひとりとしっかり向き合って

今では当時の上司の期待に応えるべ

きました﹂

頂いた事で︑更にやる気がみなぎって

高校生の時は軽音楽部でドラムを叩い

﹁校内の陸上競技大会で走り幅跳びに

来事があったという︒

そんな時︑将来の可能性を考える出

ていました︵笑︶
﹂

悩みを持ったアスリートをサポートす

ここまで聞くと︑自分と同じような

﹁中学生まで野球をしていたのですが︑

きっかけは何だったのだろう︒

ビジネスパーソンとしてのマナーや

ないだろうか︒

あるデータによると︑ 時間以内に

ラル︑スキルを覚える毎日でした﹂

クが︑フィットネスインストラクター

くときはスーツを着る事が多いですね﹂

﹁スーツは好きで︑普段から仕事に行

24

24

3

﹁私自身が返信や連絡がないと心配に

としても週に

6

対するレスポンスがびっくりするほど

2

26

朝早くから夜遅くまで多忙を極める毎

3

界に生きる
フィットネス業
迫る！
ンのこだわりに
ソ
ー
パ
ス
ネ
ジ
ビ

有限会社スポーツゲイト 取締役社長
競技エアロビックで3年連続日本チャンピオンを獲得後、ナショナ
ルスポーツブランドや大手製薬会社など数社と
スポンサード契約を結び、業界内外でフィットネスインストラク
ターとしての活動に力を注ぐ。
現在は、数百名のインストラクター、トレーナーを抱える会社の
代表を務める傍ら、複数のフィットネスクラブのアドバイザーと
して精力的な活動を行っている。

30

3

Hiroshi Maruyama

丸山寛
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島津鉄平さん
Teppei Shimazu

流行に囚われない︑

真の意味での一生涯の健康

〝超健康〟を目指す！

﹁専門学校の生徒は本当に可愛くて︑

いという︒

終的には専門学校の先生を極めてみた

く︑多方面で活躍している彼だが︑最

ないかとも考えています﹂

めるフィットネステーマパークが作れ

性を全面に出した︑誰もが気楽に楽し

﹁漠然とした夢ですが︑テーマパーク

大な夢があるらしい︒

と思っています﹂

な日本を目指して活動をしていきたい

指導を心掛け︑
本当の意味での〝超健康〟

だから私は︑ひとり立ちできるような

そして更に大きな将来の目標として︑

高揚感のある口調で話してくれた︒最

を語る時のようなキラキラとした目と

想〟を語る時だけは︑子供が将来の夢

君だが︑〝フィットネステーマパーク構

終始穏やかな表情と語り口調の島津

らが病気に対して向き合い︑根治しよ

要な治療や薬の処方は行わず︑患者自

笑いを浮かべていた︒良い医者は不必

らしく︑なかなかうまくいかないと苦

と感情的に受け止められることもある

ライアントからすると﹁見放された﹂

ひとり立ちを促しているというが︑ク

既に島津君は︑クライアントに対し

この子達を一人前の健康運動指導者に

皆が〝超健康〟な毎日を送れる社会を

後に今後の展望を聞いてみた︒

育てることに︑全てを注いでみたいん

作りたいとも語ってくれた︒

﹁本当の意味で〝超健康〟な社会にす

諸国に負けない位の〝超健康大国〟に

がライフスタイルの一つとして︑欧米

ムで終わらせるのではなく︑多くの方々

あると思うのですが︑このブームをブー

き合わなくなる原因を私たちが作って

なってしまい︑健康について本気で向

トがいつまでも人任せの身体づくりに

と思います︒なぜならば︑クライアン

仕事に需要があり過ぎてはいけない

るには︑パーソナルトレーナーという

離せない︒

け︑今後の彼の一挙手一投足から目が

始めた︒〝超健康大国日本〟の実現に向

同じことをフィットネス業界で実行し

すという︒まさに島津君もこの考えと

うとする気持ちを高める環境を作り出

です﹂

トネスが盛んになってきている部分が

﹁今の日本は︑ある種ブーム的にフィッ

したいと本気で思っています﹂

February, 2019 www. fitnessjob.jp
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しまっているような気がするんです︒

夏はお休みができると、海でのんびりすることもしばしば。現在
のマイブームはNIKEのシューズ集めだが、写真のコレクションは
ほぼ未使用で観賞用とのこと（笑）
。また、無類のお酒好きで、自
宅には常に十数種類のお酒がストックされているが、コンテスト
期間に入ると禁酒の日々になり、トレーニングに励む毎日だという。

今回の取材の中で︑何度も〝超健康〟
という言葉を口にした島津君だが︑壮

島津鉄平こだわりの日常

MY POLICY
・日本赤十字救急法救命員
・健康運動実践指導者
・AFAA プライマリー・フィット
ネス・インストラクター (AFAAPC)
・ZUMBA® インストラクター
・2017 ベストボディジャパン
パーソナル部門 日本大会４位

Dai Uohara

魚原 大 の

世界 への 挑戦
本日の名言

Step by step. I can’t see any other way of
accomplishing anything.
一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。これ以外に方法はない。

皆さんこんにちは！
2019年がスタートし1 ヶ月が経ちました。
今年の目標は？
はたまた今年のなりたい自分は？？
などなど１年のスタートに様々な事を決め
て、始める方も多いのではないでしょうか。
スタートダッシュはゲームを明らかに優位
に進める事が出来ます。
但し『瞬発力』と『継続力』が大事です
皆さんも1年のスタートが心晴れやかに、
スムーズなスタートが切れるように今年のな
りたい自分を創造し行動してみてください。
さて本日の名言
『Step by step. I can t see any other
way of accomplishing anything.』
〜一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。これ
以外に方法はない。〜
世界的なスーパースターで世界最高峰のバ

インストラクターのための

心 身体
と

を磨くオススメ本

第

35回

日日是好日

著＝森下典子 新潮文庫

Proﬁle

魚原 大

2000年某フィットネスクラブに入社。高齢者や障害を
持っている方の機能改善、生活習慣病改善のプログラ
ムに携わる。ベビーやキッズのスイミングコーチなども
兼任し５年間勤務する。2007年・エアロビクス養成コ
ースを卒業後フリーランスとなる。2009 年・ＮＥＸＴ
インストラクター・オブ・ザ・イヤー受賞。国内や海外
でもプレゼンターを務める。ＦＩＣ代表・健康運動指導
士・ＪＡＦA ／ＡＤＩ・障害者スポーツ指導員・リトモス
オフィシャルトレーナー

スケットプレイヤーでもあるマイケル・ジョ
よりスピーディーに、よりスマートに運営
ーダンの名言です。
する為に一人でも多くの方の『なりたい自分
凄い人こそ着実に１歩ずつ進んで行き、そ になる』為のサポートをする為に、妥協する
の歩みは誰も止めることの出来ない頂まで突 ことなく着実な１歩を大事にしていきます。
き抜ける彼らしいシビレル言葉です。
私自身の今年の目標は会社の事業拡大です。
ゲスト（顧客）とクルー（従業員）を増やし、
弊社の経営理念に想いもってくれる人達と企
業使命を叶えるまで突き進んでいく事を決め
ました。
株式会社 D-Revolutions 全体総会
ホップもステップもジャンプをしたい所で
すが、着実な１歩の重要性を感じています。
2019年の弊社のフェーズにはこの名言に
ある言葉がピッタリとはまります。
その為に今年取り組むことは大きく３つ。
①マニュアルの作成
②ITソリューションの活用
③人財育成スキームの構築
家族で旅行へ

すでにこの本を読まれた方は多いかもしれま
せんね。それよりも昨年亡くなられた樹木希林
さんが出演された映画を観られた方もいるかも
しれません。
私はこの本を読んで久々に自分の心に静かな
時間が戻ってくるのを感じました。実は、20
代の頃、ほんの４年間ほどお茶を習っていたこ
ともあって、主人公の典子と同じように、あの
時わからなかったこと、気づけなかったことが、
時を重ねて本当に少しずつ自分の手の内に入っ
てくる感覚が最近あるからかもしれません。人
として成長するということは、大きな変化を求
めがちですが、そんなに簡単に大きな飛躍をす
ることはないのです。たとえ、その瞬間大きく
成長したと思ったとしても、長い年月の中では
ほんのささやかな一歩でしかないこともこの本
は教えてくれます。ただ、日々当たり前のこと
を丁寧に素直に積み重ねていく…小さな積み重
ねの先に成長というものがあるということです。
主人公の典子の25年間のお茶とのおつきあい
に、私の37年間のフィットネスとのおつきあい
をかぶせて読んでいました。私が、
「いつも何か
得よう！知ろう！学ぼう！」と必死で追い求め
ていた時は、手に入れた感覚がまるっきりなく
欲求不満の連続でした。ところが、50歳を過ぎ
た頃から、自分の周りの方々の死に触れる機会
が増えてきた頃から「今、生きている！」とい
うことを思うようになり、ささやかなことにで

も充足感を感じることが増えてきたのです。フ
ィットネス業界という場所で、新しいもの、他
にないもの、かっこいいもの…たくさん追い求
めてきましたが、人が運動をすることの目的は
常に変わらない！運動をした結果は人それぞれ
違っても、運動を通して感じたこと、気づいた
ことはかけがえのない経験になるからです。実
は、私も達成したことよりも、達成するまでの
過程、トライ＆エラーの繰り返しの方が記憶に
も残り、そこからたくさんの学びがあり、その
後に役に立った経験があるからです。
指導者としては、もちろんお客様の求める
結果に応じて運動指導をすることも大事ですが、
まずは体が動くことの喜び、体を動かした後の
感覚を精一杯楽しめるように寄り添っていきた
いと思います。ストレスの多い社会でがんじが
らめになる人が、運動の現場で「ここにいるだ
けでよい」という自由な場所を提供できる指導
者でいたいと思う本なのでした。
ストレスの多い指導者の皆さんが、自分を取
り戻すことを教えてくれる良本です。
Profile

尾陰由美子

有限会社アクトスペース企画代表取締役。
NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協
会会長。からだの学舎Re-ﬁtにて、パーソナ
ルからセミグループレッスン指導およびメン
タルコーチングも担当。ボディキネシス®
（機
能改善体操）の普及に邁進し、
「ゆめのたね放
送局」ラジオパーソナリティとしても活動中。

F e b r u a r y , 2 0 1 9 w w w . f i t n e ssj ob. j p

36

vo
l .3

マイクロジム成功の鍵

8

Key Factor of Success
次世代トレーナーのロールモデルとなるマイクロジムオーナーを
フェイスブック「スタジオ経営者コミュニティ」からシリーズでご紹介！
からだ改善トレーニングジム

アルアス

藤原一也
健康運動指導士 幼少年体育指導員 メンタルパワーパートナー
アンチエイジングプランナー

代表者名
設立年

2018年５月12日

所在地

岐阜県大垣市林町７-６５２-１-２F

会員・料金システム

入会金￥5,000 登録費￥5,000 レギュラー月会員￥6,500
シニア（65 歳以上）月会員￥5,000
レギュラー年会員￥65,000 シニア年会員￥50,000
土日年会員￥40,000 法人会員（小口・大口）

広さ

13.6 坪

マシン5台

主なマシン・使用ツール

運動指導２０年で培ってきたオーナーのスキルとリアクションレジスタンスマシ
ン「鍛錬」

開業資金と内訳

自己資金３００万(物件取得費70万円 内・外装費 60万円 運転資金その
他130万円)

マシン2台

オーナーのみ

スタッフ数

マシン3台

http://goodsun.id-house.com/

バイク2台

URL

マシン5台

事務所

更衣室

受付カウンター

ストレッチスペース

出入口

Q 開業するまでのトレーナーのキャリアは？

Q 集客方法と継続して通ってもらうための工夫は？

在に至る。
その間、中高年の健康維持向上のための教室を積極的に担当しつつ運動生理学

オープンから５ヶ月で退会者合計数は４名と少なく、ここは自慢できます。
思いやりと気遣いを念頭に、しつこくなくあっさりしない絶妙な接客の賜物で

や機能解剖学・機能改善に関する資格を取得し、セミナー・パーソナルトレーニ
ングを定期的に受講しスキルを向上させ続けている。

しょうか
（笑）身体のお悩みに関しての的確なアドバイス、確かな効果が出てい
る証拠だと自負しております。

Q 開業したきっかけを教えてください

Q やりがいを感じること、嬉しい事は何ですか？

東京の体育系専門学校を卒業後、岐阜県のスポーツクラブに入社。
フィットネスチーフを歴任しエアロビクスインストラクターとして独立し、現

独立当初から中高年者に向け
「手軽」
「効果的」
「即効性」を重視した指導を展開
してきましたが、それらを全て兼ね備えたマシン
「鍛錬」との出会いが、開業を
加速させました。

Q この立地にした理由を教えてください

北に 100メートルで主要国道 21号があり、それに交わる大通り沿いの信号のあ
る交差点のため。近隣には銀行や飲食店・コンビニなどがあり人が集まりやすい
と考えました。
コリ痛み改善目的の 20代から 80代までで、50歳代以上がほとんどを占めます。

スタジオ経営者コミュニティ主宰

高橋順彦さんの取材後記
グループでの運動指導を得意としていたが鍛錬マシン
に出会ったことで衝撃を受けジムを持つことになった
藤原さん。そんな藤原さんには地域に根差した「健康
発信基地」を増やしていって欲しいです。

Proﬁ le
株式会社nano代表取締役。パーソナルトレーニングス
タジオナノ代表。毎月、自身のスタジオで運動指導者向
けの『名古屋トレーナー勉強会』を開催。NEXTトレー
ナー・オブ・ザ・イヤー最優秀賞受賞。

スタジオ経営者コミュニティ

マイクロジム・スタジオ経営者同士の情報交換
ができます！下記のメンバー規定に該当する方
は誰でも参加できます。①スタジオ・ジム経営
者②スタッフを雇用しているまたは雇用したい
方③守秘義務を守れる方

これまで SNS、フリーペーパー、ポスティング、新聞折込を駆使して集客しま
したが、一番効果的だったのは新聞折込でした。

お客様の
「肩こりが治った」
「膝が調子が良い」
「姿勢が良くなってきた」など、
効果を実感している旨の反応をお聞きすることが、何より幸せです。
「お陰様で」
の一言が嬉しいですね。

Q 開業して苦労したこと、
これまでの失敗談を教えてください
今もですが
「集客」です。開業前に期待していたお客様の反応と違っていたり、
こんなはずじゃなかったということが多々ありました。不動産会社らともっと
しっかり運営の決め事について話し合っていけば良かったと後悔しています。

Q 今後のビジョン、これからやりたいことは何ですか？
先ずはこのジムをしっかりと軌道に乗せて、大垣の方の
「かかりつけジム」と
しての立場を確立する。そして信頼できる後輩を育て、地元瑞穂市へ二店舗目
を設立したいです。その後は岐阜市内へ三店舗目も考えております。また自社
以外への鍛錬マシンの導入コンサルティングも行いたいです。

スタジオオーナー

藤原一也さんから

これから開業したい人へのメッセージ
開業がゴールではなく、その後軌道に乗せ、いか
に継続的に運営していけるかの方が大切です。自
己資金や借入金を含め、安心できるくらいの十分
な運転資金の確保をお勧めします。
開業後は色々な意味で「期待しては振られ」
「希
望を持っては裏切られ」
「仕事がなければ孤独」
の繰り返しですが、それらに負けない強い心と未
来への前向きな志が必要です。しかしそれさえ備
わっていれば、間違いなく成功へ近づくはずです。

予防医療におけるピラティスの役 割 - 4
〜オンラインでのレッスン導入について〜

Profile

辻茜

合同会社Aulii代表
一般社団法人ウィメンズヘルス
協会 代表理事

ピラティスにおけるリハビリの
可能性を追求しています︒産前︑産
後のママに対するマタニティピラテ
ィスや︑乳がん患者さまへの乳癌術
後ケアピラティス︑ご高齢や︑遠方
の方︑お怪我をされている方へのリ
ハビリとしてのピラティス等︑医療
従事者の方との連携により︑様々な
方にお越しいただいています︒
しかし︑そういった方々は必ずし
もスタジオまで足を運べる状況では
ないのも現実です︒
例えば︑産後のママが赤ちゃんを
連れて一緒に通えるスタジオが近所
にどのくらいあるか？あったとして
も突然赤ちゃんが体調を崩してしま
ったら外出はできません︒しかし︑
産後の女性にとって産後の体のケア
は将来の整形外科的な疾患による寝
たきりのリスク回避にはとても重要
です︒
がん患者さまに対しても︑特に乳
がんについては検診率が上がったこ
ともあり︑初期の段階で治療をされ
ているかたも増加し︑治療中や治療
後に社会復帰されている方が沢山い
ます︒しかし︑治療によって術後の
痛みだけではなく︑筋力低下による
体力低下︑また婦人科系のがんに関
しては︑BMIと再発率の問題もあ
り︑運動の必要性は不可欠ですが︑
スタジオに行くにはハードルが高か
ったり︑治療段階によっては人が沢
山いる場所にはいけないこともあり
ます︒
そのような方々に︑連携している
医療従事者の方とももっと手軽に︑
継続して行える仕組みがないかと検
討してまいりました︒近年インター
ネット上でも自宅で手軽に行えるオ
ンラインレッスンのプログラムが増
えてきましたが︑リハビリとしての
オンラインレッスンがあれば１つハ
ードルを下げることができるのでは
ないか？ということで昨年より︑専
用のシステムを導入し︑スマートフ
ォンやタブレット︑パソコンを使っ
た双方間でのオンラインレッスンを
開始しました︒
ピラティスについては︑動きの正
確さや細かい動きを伝える難しさは
あるため︑まだまだ改良するべきこ
とは沢山ありますが︑ピラティスの
みではなく︑ヨガやフィットネスな
どを含めた運動が︑もっと短かで特
別なことではないものとして︑高齢
社会に対する課題としても︑元気な
高齢者を増やし︑介護問題も考える
取り組みになっていければと思って
います︒
そして︑病院とスタジオを繋ぐも
のとして︑医療従事者の方との連携
も深めながら︑インストラクターや
トレーナが活躍できる場所が増えて
いくことも期待したいと思っていま
す︒

グループインストラクター
として

生きる道
第 5 回 第一印象

最近、私の周りで「昔のエアロビクスを
復活させましょうよ！」という声をよく聞
きます。
先月号でも話したのですが舞踊の世界で
は古典舞踊と現代舞踊、ヨガの世界にも古
典ヨガと現代ヨガ（近年のヨガブームにな
ってから創設された流派）があります。ど
ちらをやるかはその方の好みでありどちら
にも良さがあります。
エアロビクスの世界も同じで古典エアロ
ビクスと現代エアロビクスがあります。現
代エアロビクスというのはダンスエアロや
スーパーシンメトリーのスタイルだと私は
思っています。これもそれぞれの良さがあ
り、どちらをやるのかは個人の自由です。
ただ、ベテランのエアロビクスのインスト
ラクターの口からよく聞かれるのは「私の
やっているエアロビクスは古いから…」と
いう自虐的なコメントです。いやいやいや
いや、違うでしょー！と思うのです。それ
を求めているお客様もいますから！何故そ

上田浩之
（一社）日本健康体操普及連盟代表理事
NEXTプログラムディレクター・オブ・ザ・
イヤー 2017最優秀賞
リフレッシュエクササイズ KAZE、フープエ
クササイズ HOOPBOON、キッズフープダ
ンスなどのプログラムを開発

んなに肩身が狭い気持ちに勝手になってい
るのか。
原因の１つはフィットネスクラブのエ
アロビクスのマニュアルはスーパシンメト
リーに構成しなければならない施設が多く、
現代エアロビクス寄りな事が考えられます。
古典エアロビクスはスーパーシンメトリー
でなく、左右の筋バランスをとる必要があ
るステップのみシンメトリーにします。タ
12月16日KAZE教育トレーナー育成研修
（関東）
ーンや面替えがないのが特徴です。
を開催しました。
私はエアロビクスという名前に全く拘
らないので今年から古典エアロビクスの
エッセンスをリフレッシュエクササイズ
KAZE® の中に取り込むことにしました。
リズムコーディネーションメソッドといい、
トレーナーやリズム取りが苦手なインスト
ラクターでも指導できる内容です。プログ
ラム開発者として、古き良きものはお客様
の為に残していかなければならないと強く
感じています。
12月9日KAZE教育トレーナー育成研修
（関西）
を開催しました。
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トレ ー ニ ン グ 指 導 者

Interview

トレーニング指導者によって、ケガをしない
身体づくりと輝く時間をサポートしたい
のですが、当時は慢性的な怪我に悩まされて

「学生時代にバレーボール部に所属していた

いたんです。靭帯の使いすぎによる炎症によ

って、いわゆるジャンパー膝で、思い切り踏

み込むことが出来なくなってしまいました。

病院に通っても薬を処方されるだけで、高校

生ながらも痛みの根本的な解決になっていな

いんだなと感じていました。でもキャプテン

だったのでチームから外れたくなかったし、

試合に出たいから、痛み止めを使いながら無
扌講習会の模様

上級資格

こう語るのは現在、宮城県の健康運動施設

特別上級トレーニング指導者
JATI-SATI

理してやっていました」

ているのも魅力だという。

最上級資格

扌会員専用名刺

■競技力スポーツ分野

にて介護予防教室や、運動指導を行なう橋場

方にケガとうまく付き合うというよりも、ケ

いますが、それぞれの指導現場に即した内容

「セミナーの担当講師の進め方にもよると思

資格保有者の主な職業

真生さん。学生時代にトレーニング指導者を

ガをしないような身体づくりとトレーニング

に置き換えて、明日から使える情報を会員同

JATI認定資格の種類と構成

目指したきっかけを伺った。

指導をしたいと思って、専門学校を選んだん

士で交換できる場がたくさんあります。名刺

J AT I - AT I

JATI認定トレーニング指導者（JATI-ATI）は、一般人からトップアスリートまで、
あらゆる対象や目的に応じて、科学的根拠に基づく
適切な運動プログラムの作成と指導ができる専門家です。

「学生時代のケガもあって、スポーツをする

です。そこでの実習先が、現 JATI 東北支

者とも今日角課題を意見交換しやすく、その

交換会も意識的に行なってくれるので、同業

後なかなかお会いできなくても、つながりを

部長の青島大輔さんの施設だったこともあり、

ました。地方なので、JATI の支部ワーク

年生の頃から JATI の資格に興味があり

ショップで、有名講師の講義を受けることが

感じることがとてもいいモチベーションにな

橋場さんは、訪ねてくださる方から、
「おか

っています」

げさまで、すごく楽に動けるようになった」

などという言葉を頂ける瞬間が一番やりがい

を感じると言う。最後に将来の夢を伺った。

もしたいです。公立校で費用がないからとい

「今後は、原点だったスポーツ現場での指導

った理由でトレーニング指導者に見てもらう

機会がない方にも指導をして、怪我なく、よ

り長くスポーツをしてもらいたいという気持

ちがあります。もしこの先、
子どもが出来たら、

部活動を見てあげられるようにもなりたいで

す」

日本のトレーニング指導者資格

出来るのも魅力でした」

Mao Hashiba
岩手県盛岡市出身。
仙台リゾート＆スポーツ専門学校スポ
ーツトレーナー科アスレティックトレ
ーナーコース卒業後、青森県のフィット
ネスクラブ勤務を経て、現在は株式会社
フクシ・エンタープライズにて宮城県下
の運動施設で運営とトレーニング指導
に携わる。JATI-ATI

トレーニング指導者同士のつながりと情報

の地域差がなくなるよう現場の声が活かされ

橋場真生 さん

1

主な会員メリット
・協会誌『JATI Express』
（年6回発行）
、協会ニュースを定期的に受け取ることができます

・プロ・社会人チームのトレーニング指導者

・公式ウエブサイトと連動した会員専用ページを利用できます

・学校部活動のトレーニング指導者 など

・指導者としての活動の場を広げ就業機会を増やすための情報提供や支援が受けられます

■フィットネス分野
・フィットネスクラブの指導者
・パーソナルトレーナー など

・JATIが開催する研修交流会・セミナー・ワークショップ・講習会等の催事への参加費が、会
員価格となります
・テキストをはじめとした本協会発行書籍等の出版物の購入において、会員価格が適用
されます

上級トレーニング指導者
JATI-AATI

・会員専用名刺の注文ができます

基礎資格

・
「トレーニング指導者のための保険」
（所得保障保険・賠償責任保険）
に団体加入できます

トレーニング指導者
JATI-ATI

・自身のトレーニング目的で株式会社THINKフィッ
トネス直営ゴールドジム及びスポーツクラブ

・弁護士の相談・紹介サービスを受けられます
NASを利用する際に特別割引価格が適用されます

お問合せ

日本トレーニング指導者協会

特定非営利活動法人
TEL：03-6277-7712

FAX：03-6277-7713

E-mail：info@jati.jp

東京都港区麻布台3-5-5-907

オフィシャルサイト
：http://www.jati.jp/

健康産業の変革者になろう！

フィットネス・スポーツ業界

だから私 たちフィットネス業界に就 職しました！
※このページは「2019 新卒向け スポーツ・健康ビジネスの就職ガイド リクルートマガジン」で掲載された記事を再編集したものです。
発行・編集：株式会社クラブビジネスジャパン

恩返しの夢を叶え
ステップアップのため転職
ことは全部覚えておいて損はありま
せん︒

身に付けていなかったことを後悔し
ています︒いつどこで何が役立つか

入社後︑インストラクター業務を
始めてから︑ピラティスやヨガの楽
しさも知りました︒当社では︑頑張
りたい夢を応援してくれる資格取得
のサポート制度があります︒当社主
催のヨガインストラクター認定講座
の受講など︑充実した環境が整って
います︒学生時代に解剖学や医学の
勉強をしたのに︑
﹁スイミングコーチ
になるので関係ない﹂と︑しっかり

社員の可能性を信じ︑
何でも挑戦させてくれる環境

年間水泳をずっと習わせても
らっていたので︑親に恩返しができ
る仕事がしたいという想いがあり︑
スイミングのコーチになると決心︒
専門学校を卒業後︑大手フィットネ
スクラブに入社し︑石川県で子ども
のスイミングコーチになりました︒
その会社では︑スタッフが担当業務
に集中するというスタンスでしたが︑
自分の思いやアイデアを活かしてみ
たいと考え︑転職を決意しました︒
実家から通える関西県内で展開して
いること︑
﹁０から１を作り出し︑健
康社会の実現に向けて走り続ける﹂
というコンセプトに惹かれて株式会
社サップスに入社しました︒

店舗を守る管理職や︑
多店舗をまわっ
て活躍するインストラクターの二択

今の目標は︑レッスンがたくさん
できる社員になることです︒将来は

普段走らない方や走るのが苦手な
方に向けたランニングイベントを初
めて企画しました︒お客さまからと
ても好評で︑また喜んでもらえるイ
ベントを企画したいと思いました︒
それ以降お客さまとの会話の中でヒ
ントを見つけ︑自分でも驚くぐらい
アイデアがポンポン出てきて︑次の
イベントにもつなげることができま
した︒

初企画イベントに挑戦で
意欲﹁先輩に追いつきたい﹂

入社の決め手にもなった会社の取
り組みのひとつに︑毎週役員にメー
ルで会社の繁栄につながる提案と報
告が出来る﹁三行提報﹂という制度
があります︒提案が通ると︑
プロジェ
クトとして企画に取り組めます︒ス
タッフ全員の提報内容も閲覧でき︑
それぞれの知恵が集結して︑いろい
ろな視点から会社をより良くするこ
とができます︒入社後すぐであって
もチャンスはあるので︑仕事に対し
てのモチベーションが格段に上がり
ました︒

で迷っています︒
何でもできる先輩方に憧れている
ので︑５年後・ 年後は先輩のよう
になっていたいと思います︒

1995年兵庫県生まれ。幼稚園から水泳を
始める。大阪リゾート＆スポーツ専門学校
卒業。スイミングコーチとして就職。2016
年７月より株式会社サップスに転職。神戸
北町スポーツクラブVivoを経て、2017年４
月よりホテルセトレスポーツクラブV ivo着
任。

毎週役員に提案報告できる
三行提報

わからないので︑将来様々な分野で
活躍するためにも︑学生時代に習う

田浦 里桜さん

やりたいことを役員に提案し、
スタッフ全員でつくり上げる会社

ホテルセトレスポーツクラブ Vivo
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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？

10

『フィットネス・スポーツ業界 合同リクルートフェア2020』
開催！

フィットネス業界は、世界でも日本でも成長余力の大きい分野です。
この就職活動の時期に、業界のことをもっと理解するためにも数多くのフィットネスクラブを見て下さい。

info@ﬁtnessclub.jp

ご出展・ご出稿・ご来場希望の学校関係者さま お問い合わせ

ネージャーに抜擢された︒

★フィットネス・スポーツ業界の就職ガイド「リクルートマガジン2020」2019 年 3月発行予定
★リクルートフェア出展企業およびリクルートマガジン出稿企業を募集致します。

スタッフに自信をつけ
モチベーションをアップ

おもてなしの心を大切にしており、トレーナーという専門職はもちろんフロ
ント業務という仕事にも喜びや感動を感じられる職場です。働くなかでは、
自分の不得意分野だと思っていることも、経験の中で克服し大きな自信に繋
げるチャンスがあります。
また、将来、結婚・出産をしても仕事を諦めたくない女性は多いと思います。
女性が安心して働ける環境が整っておりますので、少しでも不安のある方は、
ぜひ話を聞いてみてください。

お客さま一人ひとりと
よい関係を築く

学生へのメッセージ

大学卒業後5年ほど保育士として
働 き︑そ の 後 は エ ス テ 会 社 に 勤 務
し て い た 飯 塚 清 さ ん が︑フ ィ ッ ト
ネスクラブ広尾で働き始めたのは
2007年︒同社がエステの導入を
検討し始めたことがきっかけだった︒
入社後は主にフロント業務を担当︒
お客さまとの関係を築き︑質の高い
サービスを提供することに努めてい
る︒

1978年福島県生まれ。2001年帝京大学法学部卒業後、
保育士の資格を取得。2004〜2007年保育士として勤務。
2008年株式会社ラ・パレルに入社し、エステティシャンと
して勤務。2009年石橋産業開発株式会社に入社。１年間
の産前産後休業・育児休業を経て、2016年4月より現職。

﹁スタッフ皆に支えられて︑よい環
境のなかで仕事を続けられています︒
サブマネージャーとしてはまだ力不
足を感じることばかりですが︑結婚・
出産しても続けられるということを
体現し︑女性社員の道標となれたら
嬉しいです︒そしてスタッフ皆に長
く続けてもらえるよう︑育成を行っ
ていきたいです︒そうすることで︑
お客さまにも高レベルのサービスを
提供できると思うのです﹂
同社は﹁一人ひとりに最良の成果
と満足感を提供する﹂という企業理
念を掲げている︒飯塚さんも︑この
理念を実現するために︑お客さま一
人ひとりに興味をもち︑それぞれが
求めていることに応えていく︒

飯塚 清さん

仕事をしていてやりがいを感じる
のは︑お客さまから感謝の言葉をか
けてもらえたとき︒
﹁あなたに会うた
めに通っている﹂
﹁クラブへ来ること
が楽しい﹂などと言われると嬉しい
気持ちになるという︒
2012年にはフロントチーフと
なり︑フロントスタッフの採用や育
成を行っている︒スタッフが育って
いくのを見ると嬉しいが︑仕事に馴
染めず辞めてしまうスタッフがいる
と自身の力不足を感じる︒

﹁不特定多数の人と接することは得
意ではないのですが︑フィットネス
クラブでは時間をかけて関係を築い
ていけます︒入社当初は︑実は健康
や運動についてあまり興味をもって
いなかったのですが︑働くうちに︑
その大切さに気づき︑多くのお客さ
まに届けたいと思うようになりまし
た﹂

TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋（最大 20 社）
TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋（最大 15 社）
TKP ガーデンシティ栄駅前（最大 10 社）

東 京：2019 年 3月 6 日（水）
大 阪：2019 年 3月21日（木・祝）
名古屋：2019 年 3月23 日（土）

﹁フィットネスクラブで働きたいと
思う人の多くはトレーナーを希望し
ていますが︑フロントも大事な仕事
です︒特に当社は丁寧なおもてなし
を心掛けており︑言葉遣いやたたず
まいにも高い質が求められます︒フ
ロントスタッフのモチベーションを
高めるためには︑お客さまの笑顔や
感謝の言葉が一番だと思うので︑自
信をもって接客できるようにコミュ
ニケーションをとったり︑がんばっ
ていたら褒めたりするようにしてい
ます﹂

Februar y,2019 www.fitnessjob .jp
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社員が長く続けることで
お客さまに高レベルの
サービスを提供
飯塚さんは2015年7月に出産
し︑2016年3月までの約1年間︑
休職している︒復職後は︑勤務時間
を配慮してもらいながらも︑サブマ

石橋産業開発株式会社
フィットネスクラブ広尾 サブマネージャー

2
W
IN T E R V IE
マネージャー・支配人に聞いた、入社のきっかけや今後の目標とは？

女性スタッフが長く働くための
道標となりたい

期待の若手

ければ﹂と︑日々自身も学びの

そうした背中を部下にも見せな

さも感じているが︑
﹁お客さまか

に力をいれると同時にその難し

リーダーとしてスタッフの教育

しています﹂と語り︑昨年５月

てもだめ︒そこはコントロール

意識も大切ですが︑意識しすぎ

ジ ャ ー に な る こ と︒
﹁売り上げ

目標に向かって導けるマネー

とも触れ合える﹂と喜ぶ︒なかに

かしながら︑大好きな子どもたち

ついて﹁学生時代の運動経験を活

どもたちに指導する現在の仕事に

だ清原舞さん︒体育スクールで子

保育士と悩み︑今の進路を選ん

低下が懸念される子どもたちにか

す﹂と語る︒今後の目標は︑体力

一緒に学んでいくようにしていま

だくことで︑
﹁指導者任せでなく︑

ときには保護者さまにご協力いた

ついて指導することも忘れない︒

を意識しつつも︑しつけや礼儀に

ける清原さんは︑楽しいレッスン

http://www.ﬁtnessclub.jp/business/service/

高校〜大学はラグビー部に所

ら﹃スタッフが同じ方向を向い
にオープンしたばかりの店舗を︑

は 年以上指導する子もいるそう

つてのような元気さを取り戻して

以下より電子書籍のお試し版をご覧いただけます。

属し︑熾烈なレギュラー争いも
今 後 の 目 標 は︑ 部 下 を き ち

て動いているのがわかる﹄とい
齋藤さんはスタッフとともより

ダンロップスポーツクラブ水戸

経 験 し た 齋 藤 駿 さ ん︒ し か し︑ 精神を忘れない︒
チーム一丸となって取り組んだ

われたときはうれしかった﹂と
活性化させていきたいと考えて

で︑
﹁成長過程を見られるのは大

もらうこと︒
﹁自分が運動で培っ

TEL:03-5459-2841 E-MAIL：fb.customer@ﬁtnessclub.jp

株式会社クラブビジネスジャパン

経験は︑今に活きているようだ︒ ん と 褒 め︑ と き に 叱 り な が ら︑

笑顔で語る︒さらに︑
﹁私はプレ

きな喜び﹂と語るが︑その分︑転

た多くのことを伝えていきたい﹂

定期購読がお得！詳細は WEBをチェック！！
お申込み・お問い合わせはお気軽に

成長するフィットネス業界に就職したなら、必読の1冊！
現在、フィットネスクラブやスイミングスクール、介護予
防施設などで知的に働く多くの経営者・スタッフが毎号
熟読しているフィットネス業界唯一の経営情報誌です。

いる︒

流通経済大学スポーツ健康科学部卒。1989年8月19日生まれ、
青森県青森市出身。関東大学ラグビーリーグでは優勝を経験。リー
ダーとして決断の多い現在、読書が心身のよいリラックスになって
いるという。

イングマネージャー︒自分もト

齋藤駿さん Syun Saito

レーナーとしてしっかり指導し
な が ら マ ネ ジ メ ン ト も こ な す︒

居などやむを得ない理由で退会す

上げていこうとしている︒

ている体育スクールをさらに盛り

と︑キャンセル待ちの人気となっ

1989年9月16日生まれ、リリーこども＆スポーツ専門学校
（旧リリー保
育福祉専門学校）健康スポーツ学科卒、茨城県ひたちなか市出身。スノ
ボーを楽しむなど休日はアクティブに過ごす。２年前から始めたゴルフ
も、スキルアップを目指して練習中だ。

るときは非常に寂しく感じるとい

清原舞さん Mai Kiyohara
う︒
能力ですぐに子どもたちと打ち解

得意とするコミュニケーション

10

※このページはFittnessBusiness100 号で掲載された記事を再編集したものです。
発行・編集：株式会社クラブビジネスジャパン

茨城県
第9回

全国のフィットネスクラブで働く若手スタッフは、
何を志、日々どのような取り組みを行っているのかを紹介する新連載。
第9回目は茨城県のクラブを紹介する。

Hope

ゴールドジム牛久茨城

EVENT
R

E

P

O

R

T

The Genius Step vol.6
2018 年12 月16 日 ( 日 )
＠神奈川スポーツセンター (神奈川)

主催の飯尾亜希さん自身が過去実際にレッスンを受けて「こ
のインストラクター素晴らしい！」と感じた3 名をプレゼンタ
ーとしたステップレッスンのみのフィットネスイベント。神奈
川スポーツセンターさんの会場提供のもと今回で 6 回目の開
催となりました。実力確かな3 名のインストラクターが、時
間内で確実に最終形まで導く質の高いレッスンを披露。今
回も満足度の高いイベントとなりました。

プレゼンター
杦本 徳宏、木原啓貴、北川健太

Latin 1Day Workshop
2019&The 27th Fitness
Charity
2019 年1 月14 日 ( 月・祝 )
＠メガロスクロス三鷹 24( 東京 )

金子智恵さんが主催する1日ラテンフィットネスのみのイベン
トも今年で7 回目の開催。
今回も様々な要素のラテンを味わえたほか、パーカッショニ
スト遊唄さんのライブ演奏に合わせて踊るという貴重なレッ
スンも。
ラストレッスンのフィナーレでは今年も各インストラクターが
趣向を凝らした仮装を見せ、大盛り上がりとなりました。

プレゼンター
三浦栄紀、中島範子、菊池良子、和田節子、関川太一、
三井俊一、鈴木水鳥、光枝、石関みどり、亀田直之、
高山英士、金子智恵
パーカッション：遊唄

イベントの詳細なレポートは
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ホットヨガ カルド
人気のホットヨガスタジオが、各地で続々OPENします！！
ヨガ、ピラティスなどのインストラクターのオーディションを開催致します。

ヨガインストラクター大募集！
！

募集要項
勤務時間
休 日・休 暇
報
酬
待
遇
応募資格
応募方法

オーディション開催日時
レッスンスケジュールによる
※店舗により営業時間・定休日など異なる。
レッスンスケジュールによる
オーディションにより決定
交通費支給
ヨガに興味のある方、人が好きな方、ご応募下さい。
FitnessJobまたは下記アドレスまでお問い合わせください。
※ご応募される際はご希望のオーディション日時と場所を
ご入力ください。

勤務地
【北海道・東北エリア】北 海 道

宮
【関東エリア】千
東

城
葉
京

神奈川
埼

【東海エリア】愛

静

【関西エリア】兵

大
京
奈
滋
【中国・四国エリア】岡
徳
【九州エリア】福
宮
【沖縄エリア】沖

応募方法

（株）

玉
知
岡
庫
阪
都
良
賀
山
島
岡
崎
縄

札幌・琴似
仙台中央
★津田沼 2019年1月OPEN★ 成田･柏・千葉中央
★亀戸 2019年1月OPEN★
★綱島 2019年2月OPEN★
★中河原 2019年2月OPEN★
★久米川 2019年3月OPEN★
★戸塚 2019年4月OPEN★
銀座・新宿・渋谷・三軒茶屋・池袋・上野・吉祥寺・
錦糸町・大森・蒲田・神楽坂・茗荷谷・府中・清瀬・
成増・石神井公園・船堀・西葛西・八王子・南大沢・
下北沢・東高円寺沢・東高円寺
都筑横浜・溝の口・たまプラーザ・新横浜・本厚木・
藤沢・三ツ境・相模大野・鶴見
川口・川越・所沢・浦和・志木
★豊川コロナワールド 2019年1月OPEN★
金山・栄・今池
静岡
伊丹・湊川
天六・高槻・堀江・江坂・蒲生四丁目
★四條河原町2019年2月OPEN★ 四条大宮
西大寺
草津滋賀・守山
岡山
徳島
中洲･天神･大橋
★宮崎 2019年1月OPEN★
★豊見城 2019年3月OPEN★ 那覇新都心

● 北海道・東北エリア
開催日

場所

時間

2月10日
（日）

カルド琴似店

11：00～

2月11日
（月）

カルド札幌店

18：00～

担当
山田

● 関東エリア 新店インストラクターオーディション
（募集店舗：津田沼・亀戸・中河原・久米川・戸塚 ）

開催日

場所

時間

担当

2月3日（日）

カルド府中店

19：00～21：30

髙津

2月11日
（月）

カルド藤沢店

10：00～13：00

基常

2月15日
（金）

カルド池袋店

15：00～18：00

濵渦

2月20日
（水）

カルド府中店

10：00～13：00

髙津

2月21日
（木）

カルド相模大野店

10：00～13：00

基常

● 空中ヨガインストラクターオーディション

随時開催 会場：カルド石神井公園店（常温スタジオ）
日時応相談。担当者にご連絡下さい。

担当：木崎

● 東海エリア

随時開催：日時及び会場につきましては応相談。
担当へご連絡ください。

● 関西エリア

随時開催：日時及び会場につきましては応相談。
担当へご連絡ください。

● 中国・四国エリア

随時開催：日時及び会場につきましては応相談。
担当へご連絡ください。

● 九州エリア
開催日

場所

時間

担当

2月3日（日）

カルド天神店

19：00～

大野

新店宮崎★随時開催:日時及び会場につきましては応相談。担当へご連絡ください。

● 沖縄エリア
開催日
2月11日
（月）
2月22日
（金）
2月28日
（木）

場所

時間

担当

カルド
那覇新都心店

10：00～12：00
16：00～18：00

成相

※ご応募される際はご希望のオーディション日時と場所をご入力ください。

FitnessJobまたは、下記アドレスまでお問い合わせくださいませ。

MAIL:caldoaudition@gmail.com

カルド

検索
担当連絡先はコチラから

2019.February

応援します！
スキルアップ

求人特集
養成

情報

春に向けてキャリアアップを目指す方におススメの求人・養成情報が満載！
これまで培ってきた経験とスキルを、たくさんの企業が求めています。
「NEXT」と連動した求人・養成サイト「FitnessJob」も併せてご活用ください。

P46～

求人

P53～

養成

求人・養成情報はPC・スマホ・モバイルからも
ご覧いただくことができ、応募ができます。
パソコン・スマホで
ご覧になる方は…
www.fitnessjob.jp
へアクセス、
または

フィットネスジョブ

メールマガジンで求人情報、養成コース等の

最新情報を配信中です
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検索

スマホの方は
まずはQRコードで
お試しください

2019年4月、ジョイフルアスレティッククラブ土浦店新館オープン！
新たに、茨城初！マグマスパスタジオを新設！
フリーインストラクターオーディション開催、

全店舗合計

1

20 名以上の大募集！！

マグマスパスタジオ
インストラクター
オーディション開催！！

快適にレッスンができるホットスタジオ
マグマスパスタジオについて詳しくはこちら→
勤務地：土浦店
オーディション募集種目：ヨガ、
ピラティス、
その他有酸素系プログラム
などあなたのできる事をまずはお聞かせください！

スタジオ
インストラクター

オーディション随時開催 !!
運動の楽しさを伝えてくれる
エネルギッシュなインストラクター大募集！！

2

勤務地：土浦店・守谷店・千葉ＮＴ店
オーディション募集種目：ホットヨガ（千葉NT店のみ）、レズミルズ、
その他スタジオプログラム、
あなたのお持ちの資格を教えてください！

3

オレンジセオリー
フィットネス
フィットネスコーチ

昨年オープンしたばかりの綺麗なスタジオ！
ライセンスをお持ちの方優遇！（NSCA-CPT、NESTA-PETなど）
勤務地：オレンジセオリーフィットネス本八幡店

募集要項

勤務時間
休 日・休 暇
報
酬
待
遇
応募資格
応募方法

各店営業時間内（レッスンスケジュールによる）
レッスンスケジュールによる
１レッスン3，000円～6，000円
施設利用無料、家族施設割引、スポーツ用品社員割引
インストラクター経験者、養成コース修了者
希望店舗にお電話にてお問い合わせください

応募連絡先
土浦店 029-842-8833

守谷店 0297-48-8838

千葉NT店 0476-46-8844

茨城県土浦市中村南4-11-7
担当：大内

茨城県守谷市松ヶ丘3-21-1
担当：奥山

千葉県印西市牧の原2-4
担当：佐藤

株式会社ジョイフルアスレティッククラブ

オレンジセオリーフィットネス
本八幡店 047-316-2877
千葉県市川市八幡2-5-8
担当：張替(ハリガエ)

〒30 0 - 08 43 茨城県土浦市中村南4 -11-7
http://www.joyful-athleticclub.co.jp/

求人

求人

東京

パソナグループ 東京本社（JOB HUB SQUARE）社内トレーニングジム
養成

スポーツインストラクター募集！
トレーニング指導に加えて、社員向けセミナーや会員促進キャンペーン等の
企画にも携われるので、幅広い経験を積みたい方におすすめです。
20代のスタッフがメインで活躍しています！

土日祝休み！年間休日123日！
スポーツジム
について

アクセス抜群！東京駅徒歩4分！

☆東証一部上場のパソナグループ 東京本社内のジム施設
☆利用者は、パソナグループの社員が対象で20代～60代までの社員が
仕事の合間にトレーニングやエクササイズに取り組んでいます。

仕事内容 トレーニングサポート、エクササイズレッスン、社員向けイベント・セミナー企画・実施、施設運営など
勤 務 地 〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2
（土日祝休）1日7.5H勤務 例）
9:00～17:30 / 12:00～20:30
勤務時間 9:00～21:00のシフト制 週5日勤務
（土日祝休み）
年末年始休暇・年次有給休暇 ※年間休日123日
休日・休暇 完全週休2日制
給
与 時給1,200円以上（交通費全額支給）
・定期健康診断・ベネフィットステーション・ネイルサロン・リラクゼーション
待
遇 社会保険完備・社員食堂（1食500円）
ルーム等
インストラクタ―経験
応募資格 【必須】
【歓迎】
グループレッスン経験、
ダンベルなどを利用したウェイトトレーニング指導経験
【こんな方をお待ちしています】
◎新しいスポーツジムの指導・運営に携わりたい方
◎チャレンジ精神が旺盛な方
◎トレーニング指導スキルだけでなく、企画力やビジネススキルを身に着けたい方
応募方法 FitnessJob または記載のメールアドレスからご応募下さい！ 採用担当 instructor@pasona.co.jp

株式会社パソナ
求人

〒100-8228東京都千代田区 大手町2-6-2
https://www.pasona.co.jp/index.html

東京

新店舗オープンのため
マシンピラティスインストラクター募集！！
フロントスタッフも同時募集
B ROADWAY DANCE CENTERが 運営するマシンピラティス専門スタジオ。
本質的に身 体の改善をしたい方を対 象に、
身 体に関する深い知 識と経 験を持つインストラクターを募 集します。
月収40万円以上も可能！ 成長の機会もたくさん！
募集職種
仕事内容
勤 務 地
勤務時間
休日・休暇
給
与
待
遇
応募資格
応募方法

①マシンピラティスインストラクター ②フロントスタッフ
①ピラティス指導
②入会手続き/会員の方の予約管理/TELの対応/スタジオの利用手続き etc.
BDC PILATES各店
（表参道 A Studio／表参道 B Studio／吉祥寺）
①営業時間内の担当クラスシフトによる ※週１日(２時間)～ 勤務可能
②週3日以上、
1日4時間～
応相談
①当社規定による※月収40万円以上も可能（経験・シフトによる）
②時給1,100円～※研修中
（40ｈ）は時給1,000円
社保完備・研修制度あり、社員登用あり、
昇給あり、
スタッフ割引あり
①マシンピラティス指導者資格保持者に限る（リフォーマー・キャデラック・
チェア・バレル含む）※１年以内に取得予定の方も応募可能
②未経験者・フリーター大歓迎♪※学生不可
info@bdcpilates.com までご応募ください。
詳細について担当者よりご連絡いたします。

オープンロードアソシエイツ株式会社
〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-23-29 BDC 別館
https://bdcpilates.com/ MAIL:info@bdcpilates.com TEL:03-6279-1161
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応募締め切り
3月6日
（水）
まで

求人

求人

石川

2019年4月1日オープン！ ゴールドジム

ヴィテンののいち

養成

オープニングスタッフ(正社員)募集
世界30ヵ国・700ヵ所以上・300万人のメンバーを誇る世界最大級のフィットネスクラブのゴール
ドジムが2019年4月１日北陸に初上陸！ 私たちとともに活躍してくれるスタッフを大募集！ 特に
マネージャー経験者は優遇！ 私たちと一緒に、
北陸を盛り上げましょう！！
フロントスタッフ スイミングインストラクター クライミングインストラクターも同時募集中！
募集職種 施設スタッフ / ジムスタッフ / スイミング
スタッフ / インストラクター /トレーナー /
リーダー・アドバイザー
（候補）/ マネジャ
ー
（候補）
募集人員 5名
勤 務 地 石川県野々市市横宮町67-1
（シフト制）
勤務時間 1日8時間
リフレッシュ休暇
（6日間）
、
か
休日休暇 月6日～8日、
がやき休暇
（3日間）
他
給
与 175,000円～280,000円
※経験能力により変動あり
待
遇 各種保険完備、交通費15,000円まで、
昇給年1回、賞与年2回、家族特別優待
価格利用
応募資格 トレーニングが好きな方、継続的に運動さ
れている方
研修制度 他施設研修、海外研修、接遇研修など
応募方法 FittnessJob、お電話またはメールにてご
連絡下さい。
応募先TEL：076-294-3110
MAIL：takahisa@v10.co.jp

株式会社スポーツクラブ・ヴィテン 〒921-8817 石川県野々市市横宮町67-1
求人

http://v10.co.jp/

長野

北長野、松本庄内、甲府 正社員募集！
あなたの力で地域の皆さんの
健康を守り笑顔を増やしませんか？
地域の皆様に愛されて、
創立56年。
"日本一"倖せな企業を創る。
をモットーに活動してまいりました。
かかわる人々の喜びや豊かさに貢献することを目指し、
お客様や
地域社会の
“倖せづくり”
を使命として挑戦し続けていきます。
こ
のたび、
事業拡大につきスタッフの増員が決定！あなたも弊社の
一員になりませんか？
仕事内容
募集人員
勤 務 地
勤務時間
休日休暇
給
与

待

遇

応募資格
研修制度
応募方法

施設管理業務、
フロント受付業務、
ジムスタッフ業務、
インストラクター
3名程度
長野市・松本市・甲府市
6:00～24:00
（シフト制）
週休2日制
正社員／200,000円～350,000円
(年齢、経験により決定)
※契約社員ご希望の方はお問い合わせください。
各種保険完備・賞与年2回・昇給年1回・マイカー通勤OK・交通費月
25,000円
（上限）
社内研修制度あり・レッスン認定試験サポート
フィットネスに興味のある方、経験は問いません。
新入社員研修、
スキルアップ研修
お電話にてご連絡ください。

株式会社 シナノ・ウェルネス

〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧1607-5
TEL：026-214-5530(平日9:00～17:30/担当 関)
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求人

求人

求人

東京

佐賀

養成

医療法人が運営する
【佐賀県】
クリニック併設のメディカルフィットネス
メディカルフィットネスでの
『TAKEO POWER』
トレーナー大募集！
インストラクター・トレーナー同時募集！
今回は併設するスタジオでZUMBA/ダンスエアロなどのインストラクター指導
が出来る方又はフィットネスジムでのトレーナーとして各専門職と連携し医学
的根拠に基づいた運動指導が出来る方を募集いたします。
仕事内容

①フィットネス常勤トレーナー
② スタジオインストラクター
（ZUMBA、
エアロビクスorダンス
エアロ）
③フィットネス非常勤トレーナー
：千
勤 務 地 ①②シンワメディカルリゾート
葉県八千代市米本2167-8
③江東メディカルタワー：江東区
亀戸6-41-10
勤務時間 ①実働8H ※シフト制
②11:00～12:00月・木・金・土曜
日
19:00～22:00月・水曜日のいず
れか１コマ

③週3日～
（応相談）
①月給 200,000円～
②1コマ 3,500円／h～
③時給 1,050円～
他福利厚生制度有
待
遇 交通費支給、
応募資格 ①:健康運動指導士
②：ZUMBA・エアロビクスインス
トラクターとして勤務経験のある
方、
グループレッスン指導経験者
歓迎
③：明るく元気に会員様とコミュニ
ケーションが出来る方
またはお電話にて
応募方法 FitnessJob、
ご応募ください

給

与

2019年4月オープンの医療法人が開設する総合型メディカルフィットネス。
クリニックと連携し、
医療の面からもサポートしていきます。
地域のみなさま
の健康増進に役立つ仕事を一緒にしてみませんか。

レッスン、
仕事内容 ・マシンの運動指導、
個別トレーニング等
・インストラクター業務 （ヨガ、
ホットヨガ、
スタジオでのプログ
ラム）
・フロント受付、会員管理業務
※資格取得のサポートにも力
を入れています。
※2月末頃～3月の採用予定で
す
（勤務開始日は相談可能）
※正社員登用制度あり
（採用１
年後以降）
勤務時間 シフト制 9：00～22：00の間
休
日 水曜日休館、盆、年末年始
給
与 当社規定による

Shinwa medical resort

関東

インストラクターオーディション
随時開催中！
あなたの予定を聞かせてください
大泉学園のみ正社員も募集！
！

ホットヨガ・ヨガ・ピラティス・ステップ・フラダンス・エアロビクス・コンディショ
ニング・太極拳・ベリーダンス などなどカルチャー系積極採用中！
仕事内容

勤 務 地
勤務時間
給

与

①フリーインストラクター／レッス
ン指導
②正社員／フロントでの受付業
務、簡単な運動指導、施設や器
具の説明等
JOYFIT熊谷 048-577-6030
JOYFIT深谷 048-570-5551
JOYFIT大泉学園 03-3922-3100
①応相談
②5:30～24:30
（シフト制）
①最低保証+歩合※プログラム

に応じ、
応相談
②月給21.7万円～
待
遇 ①交通費支給 車通勤可
②昇給有、交通費支給、各種社
会保険、ユニフォーム貸与、
グル
ープ会社施設利用可、
退職金制
度、
賞与年2回
応募方法 FitnessJobまたは各店舗に電
話にてご応募ください。
各店舗担当者よりご連絡致し
ます。

株式会社カゴハラゴルフ
（ジョイフィット熊谷・深谷・大泉学園）
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交通費支給、ボーナス、社会保
険完備、精勤、資格、管理者等
の手当て有り。
応募資格 おもてなし心を持って人とのコ
ミュニケーションをとるのが得
意な方
運動指導経験、健康運動指導
士等に準ずる資格を有する方、
歓迎。
研修制度 トレーナーのみ入社後、約1か
月間の研修あり
（テクノジム・
ジャパンの研修による）
応募方法 FitnessJobからご応募くださ
い。

POWER

〒843-0024佐賀県武雄市武雄町富岡大字富岡12624-5

求人

ジョイフィット熊谷・深谷・大泉学園

遇

医療法人なごみといやし TAKEO

〒276-0021 千葉県八千代市下高野549
医療法人社団心和会人事部
（八千代病院内）
採用担当
MAIL:recruit@harmonichearts.or.jp TEL:047-488-1511

求人

待

新潟・長野・富山・千葉

運動指導員（正職員）募集！
私たちは公益法人として国民の保健と福祉の向上のため、
スポーツや運動
等を通して50年間に亘り活動してきました。
そんな歴史ある団体で働いてみ
ませんか？
老若男女問わず利用されるお客様へ、明るく元気におもてなしができる
スタッフ大募集！
仕事内容
勤 務 地
勤務時間
休
給

日
与

プール指導員・
トレーニングジム
指導員
新潟県十日町市・長野県塩尻
市・富山県滑川市・千葉県君津
市・千葉県袖ケ浦市
9：00～22：00
（シフト制）
※勤務
地により異なる
１年単位の変形労働時間制
206,000円～

待

遇

応募資格
応募方法

他各種手当※経験・能力を考
慮し、規定に準じ決定
社保完備・交通費支給・住宅手
当・資格手当・扶養手当・昇給
年１回・賞与年２回・退職金制
度あり
専門学校・短大卒以上
履歴書および職務経歴書を下
記連絡先までご郵送ください

公益財団法人 体力つくり指導協会

〒136-0072東京都江東区大島1-2-1
ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー１階
TEL：03-5858-2111 担当：飯島

求人

求人

東京・埼玉

養成

『地域の健康に貢献する仕事』
メディカルフィットネス事業部
スタッフを大募集！
！
医療によるサポートおよびリスク管理と運動・栄養・休養の観点から、ご利用者様
の健康に関する悩みを解決し、健康で豊かな人生の実現に貢献するためのサービス
を提供しています。
◎健康を提供する仕事に覚悟と熱意をもって挑戦出来る方
◎タバコを吸わない方
◎自ら健康習慣を実践できる方
★メディカルフィットネスを通じて、人と社会の健康に貢献する仕事がしたい方は
ぜひご応募ください！
！
仕事内容

勤 務 地
勤務時間

①正社員／健康関連指導全
般、施設運営業務、営業、
マネジ
メント業務、新規事業所の立ち
上げ、
メディカルフィットネス事業
業務全般
②パート／地域での介護予防指
導／各種指導全般など
◎看護師、管理栄養士の方で
介護予防に興味がある方大歓
迎！
！
東京都青梅市、
武蔵野市
埼玉県所沢市
（予定）
他、
出張指導先など
各事業所の勤務シフトによる
正社員：
（実働7時間）

休日休暇

年間休日114日
（夏季、年末年始
休暇を含む）
給
与 ①資格、経験、面談より、法人規
定により決定
②時給1,000円～
（資格、経験に
より決定）
応募資格 ①②共通／健康運動指導士、
健康運動実践指導者資格保有
者歓迎
※②上記以外に看護師、保健
師、
管理栄養士の方も歓迎
応募方法 FitnessJobよりエントリーいただ
くか、
電話連絡後、
下記連絡先ま
で履歴書、職務経歴書をご送付
ください。

医療法人社団和風会メディカルフィットネス事業部

〒198-0052 東京都青梅市長渕9-1412-4 TEL：0428-24-3798

求人

全国

求人

ティップネス各店舗でパーソナルトレーナー募集！

★オーダーメイドのトレーニングで、
お客様の目標達成をサポート
★実務未経験でもOK！資格を活かしてティップネスでトレーナーデビュー！
★報酬は売上の最大85％ ※年収800万円以上も可能です。
☆ティップ．
クロスTOKYO渋谷でも募集受付中
募集職種
仕事内容
募集人員
勤 務 地

給

与

トレーナー
パーソナルトレーニング指導
加圧トレーニング指導
各店舗ごと数名予定
ティップネス各店舗
（東京・神奈
川・埼玉・千葉・群馬・静岡・愛
知・大阪・兵庫）
、
ティップ.クロス
渋 谷 ※ テ ィッ プ . ク ロ ス
TOKYO、新宿、池袋および
ティップネス丸の内スタイルは
募集しておりません。
売上歩合制70～85％
（半年毎
に見直しを行います）
※料金設

定は店舗とご相談の上、決定と
なります。
応募資格 パーソナルトレーナー資格保有
者および賠償責任保険加入さ
れている方
応募方法 履 歴 書（ 写 真 貼 付 ）の上 、経
歴、活動希望店舗上位3店、活
動 曜日・活 動 時 間を明 記し、
パーソナル資格と賠償責任保
険証書写しを同封しご郵送くだ
さい。担当者より面接日の連絡
をいたします。

埼玉

ヒューマンスイミングスクール・みさと
正社員・フリーインストラクター募集!!
2019年秋、
新座市に新店オープン！入社日応相談！
見学・質問・体験も受付中！あなたのスキル当社で活かしてください！
◎2019年新卒も同時募集活躍の場を広げたい方・好きなことを
仕事にしたい方などご応募をお待ちしております。
仕事内容

①スイミングスタッフ
（正社員）
：
ベビーから成人までを対象とし
た水泳指導・会員管理業務を
担当します。
②フロント受付（正社員）
：手続
きやショップ販売、サービス説
明、見学者の方の対応など人
と接することが好きな方歓迎し
ます。
③フリーインストラクター
【募集ジャンル】
アクア：アクアビクス
スタジオ：ZUMBA・エアロビクス
・ステップ

募集人員
勤 務 地
休日・休暇
給
与
待

遇

研修制度
応募方法

若干名
埼玉県三郷市
①②週休2日
（年間112日）
①②20万～35万円（年齢、経
験により優遇します）
③経験、能力に応じて優遇します
①②賞与年2回、昇給年１回、
社会保険、厚生年金、雇用保険
完備、制服貸与、交通費支給
③交通費支給
導入研修、
スキルアップ研修
FitnessJobまたはお電話にてご
連絡ください。

KAATSU JAPAN 株式会社

株式会社ティップネス

人材開発部 担当：結城
〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル14F
TEL：03-3769-8717 HP：http://www.tipness.co.jp/

株式会社ヒューマンスポーツ

〒341-0004 埼玉県三郷市上彦名232 TEL：048-949-7227
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求人

求人

東京

求人

ロンドフィットネスクラブ東村山店・東大和店
養成

2店舗合同インストラクター
オーディション開催

◎日時／2019年2月3日
（日）
18：00～ ※2月2日(土)締切
◎会場／ロンドフィットネスクラブ東大和
あらゆる世代の方が楽しめる地域密着型生涯スポーツクラブです！
私達と一緒にお客様を笑顔にしていきましょう
！
種

目 エアロビクス/ズンバ・メガダンス 給
与
/各種ダンス/ヨガ・ピラティス/ア
クアビクス/その他オールジャン 待
遇
ル募集
応募方法
勤 務 地 東村山店（久米川駅徒歩5分）
東大和店
（東大和駅徒歩8分）
勤務時間 担当レッスンによる
休日休暇 担当レッスンによる

能力・結果等により決定
※フィーの昇給あり
交通費支給※当社規定による
FitnessJobよりエントリー後当日
は履歴書をご持参ください。
日程の都合が合わない場合応
相談

『ディーバスポーツクラブ』
クラブ運営スタッフ

スイミング/ジム・スタジオ/
フロントスタッフ大募集！
！

新世代のディーバをめざし、チャレンジ精神あるスタッフを大募集！
私たちは人と人とのふれあいを大切にする
“ ハイタッチ ”なコミュニケーションを基本としています。
スイミング／ジム・スタ
仕事内容 【スタッフ】
ジオ運動指導、
フロント接客業
務他
【チーフ】
スイミング／ジム・スタ
ジオ指導管理、
フロント業務管
理、
スタッフ管理他
募集人員 若干名
勤 務 地 東京都世田谷区
（実働8時間）
勤務時間 変形労働シフト制
9：00～23：00
（シフト制）夏季・冬
休日休暇 月8～11日
季、有給、特別休暇
月給200,000円～
給
与 【スタッフ】
【チーフ】
月給270,000円～
＊経験・能力・実績に応じて考慮

株式会社ロンド・スポーツ

〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2丁目143 担当:丸井
TEL：042-563-1760 MAIL：marui@rondo-sports.co.jp

フィットネスの知識を生かしてフレキシブルに在宅ワーク！

ライフスタイルコーチ募集
働く時間や場所にとらわれず、
お客様の健康をサポート☆
【在宅から活躍してくださるライフスタイルコーチ募集！】
スポーツが好き、
人をサポートすることが大好きな方なら資格は問いません。
副業もOK！今のお仕事と両立しながら続けていける環境です。
空いた時間を使い、
１日3～4時間からできるお仕事！
仕事内容
勤 務 地
勤務時間
休日休暇
給
与
待

遇

アプリを通じた運 動 指 導・サ
ポート
自宅、
カフェなど
朝6時から夜12時までの間で
好きな時間
基本的には土日のどちらか
時給1,100～2,000円（試用期
間中は1,000円）
交通費支給のみ

応募資格
研修制度
応募方法

Noom Japan株式会社

運動が好きな方、健康的なライ
フスタイルに興味がある方なら
問いません
2日～5日間の新人研修および
継続研修
FitnessJobよりエントリー後、
こちらから詳しい提出書類をご
案内いたします。

〒106-0032 東京都港区六本木5-9-20 六本木イグノポールビル702号
https://www.noom.com/jp/#/ MAIL: jp-recruit@noom.com
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遇

応募資格

研修制度
応募方法

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-10-7 ウエルネス事業部
担当：採用係 TEL：03-3420-0505 MAIL：gokoh@estate.ocn.ne.jp

求人

全国

待

の上、
当社規定により優遇。
【正社員】
昇給1・賞与2回・退職
金制度
【正社員・契約社員】交通費3万
円まで支給・社会保険完備
【スタッフ】
スイミング指導/運動
指導経験者、
フロント業務経験
者
＊未経験者可
（研修制度あり）
【チーフ】スポーツクラブでの
チーフ経験者
あり
FitnessJobよりご応募ください。
ご応募後採用担当者よりご連
絡させていただきます。

五光株式会社

ロンドフィットネスクラブ東大和

求人

東京

東京・千葉・埼玉

スタジオ・アクア
インストラクター募集!!

明るく！楽しく！元気よく！ユアーであなたのスキルを活かしませんか！！
夜・土日出来る方を歓迎します！！

●オーディション募集種目
●オーディション日時
募集職種
勤 務 地

給

与

インストラクター
東京都（船堀店）、千葉県（我
孫子店・習志野店・新松戸店・
南流山店・北国分店・勝田台
店）
、埼玉県
（戸田店・蕨店）
当社規定による

オールジャンル
詳細はお問い合わせ下さい
待
遇
応募方法

交通費支給
FitnessJobにてお申し込み・お
問い合わせ下さい。
エントリー後、オーディションの
詳細について追ってご連絡差
し上げます。

スパ＆スポーツユアー我孫子店

（株式会社ユアースポーツ）
TEL：04-7183-0505 担当：渡邊 https://yoursports.co.jp/

千葉

求人

フィットネスガーデン馬橋 スタッフ募集

業務拡大につきホットヨガ、
スイミングインストラクター・
パーソナルトレーナー・正社員・契約社員・アルバイトスタッフ募集！

【パーソナルトレーナー】
応相談
フィットネスク
応募資格 【社員・アルバイト】
ラブの仕事に興味のある方
（経
験者優遇）
【インストラクター・パーソナルト
レーナー】
指導経験のある方
応募方法 FitnessJobまたは下記へ履歴
書をご郵送ください。

ウェルビィ・ジャパン株式会社

シニア向けパーソナルトレーナー、
フィットネスインストラクター募集！

業務拡大にともない登録スタッフ募集中！長く運動指導に携わりたい方、スキル
アップしたい方、ぜひお待ちしています。埼玉・千葉在住の方大歓迎
募集職種 トレーナー／インストラクター
仕事内容 ①トレーナー／機能訓練指導、
パーソナルトレーニング②インス
トラクター／グループ体操指導
勤務時間 ①シフト制
②10：00〜12：00、14：00〜16：00
応募資格 ①パーソナルトレーニング経験
者②グループ指導経験者

岐阜

大垣駅直結！ヨガインストラクター大募集！

週1レッスンだけの方も、
長期勤務もニーズに合わせて働けます。
日

時

勤務時間

オーディション
●1/28
（月）
,2/4
（月）
10:00〜17:00
会場/LooP 栄NOVA 6F
● 1/29
（火）
, 2/5
（火）
14:00〜応相談
会場/LooP新栄
※上記以外は応相談
10：00〜22：00の中で可能な時

給

与

待
遇
応募方法

間でOK※レッスンとフロントの
連動勤務も可。
1レッスン
（60分）
：3,500円〜
※交通費込み、昇給あり
長期勤務
（3か月以上）
:固定制
※給与は経験・能力・レッスンの
時間により変動あり
昇給あり、実務研修制度有
FitnessJobよりご応募ください。

ホットヨガラウンジ LooP大垣

〒503-0901岐阜県大垣市高屋町1丁目145番地アスティ大垣3階
http://www.hotyoga-loop.com/

求人

東京

★フリーインストラクターも同時募集！ ★独立を目指す方も歓迎！
★加圧インストラクター資格習得希望者も募集しています！
仕事内容
勤 務 地
勤務時間
給

与

加圧トレーニングの指導
エスエスリライフ
（東池袋）
営業時間内で勤務できる時間
帯
フリー：当社規定による
アルバイト：時給1,000円＋指
導給
（指導給は当社規定により

応募資格
応募方法

決定）
加圧トレーニング有資格者
※資格習得希望の方はご相談
ください！
FitnessJobまたは電話でご応
募ください。

SSReLife

〒170-0013東京都豊島区 東池袋4-23-17 田村ビルB1F
http://www.ss-relife.com/index.html TEL: 03-6907-3916

求人

京都

マンションや大学内の施設でアットホームな雰囲気です。
人と接することが好きな方、
親身になってお客様をサポートできる方を募集します。
勤 務 地
勤務時間

日
時
ジャン ル

報

酬

日本リコメンド株式会社

遇

応募資格
応募方法

〒105-0014東京都港区芝二丁目8番18号202 担当：鈴木
MAIL：saiyo1@n-reco.co.jp TEL：03-5765-6363 http://www.n-reco.co.jp/

待

遇

応募方法

⑤12：00〜21：00
（月・木休館）
時給1,050円〜
※経験などを考慮します
研修有、昇給有、交通費支給、
ユニフォーム貸与
FitnessJobまたはお電話にてご
応募ください。

埼玉

2月以降随時実施
（2月末〆切）
エアロ全般、
ヨガ、
ピラティス、
ズ
ンバ、
リトモス、
ダンス系、
ラディ
カルパワー、
メガダンス等種目は
問いませんあなたのできる事を
お聞かせください！
1レッスン/3,500円〜5,400円
※能力により変動あり

待

遇

交通費支給・施設利用可・社割
あり
応募方法 下記住所に履歴書をお送りくだ
さい。
履歴書送付⇒オーディション⇒
合否⇒契約⇒デビューとなりま
す。
アクセス JR久喜駅 西口より徒歩1分

株式会社ヒカリ フィットネスクラブレフコクッキープラザ店

〒346-0003埼玉県久喜市久喜中央1-1-20 クッキープラザ4F
TEL：048-048-5541 http://www.hikari-c.co.jp/

神奈川

トレーナー（正社員・アルバイト）募集！
！
病院併設のフィットネスクラブ。
その一員として勤務していただける方を募集いたします。

仕事内容

待

与

2019年4月プログラム改定のため
フリーインストラクターオーディション開催！

職 種 名

与

給

株式会社ヒューマンハート

仕事内容 トレーニング指導・スイミングス
タッフ
勤 務 地 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ
街道町91 ラクトB5F・6F
ラクトスポーツプラザ
勤務時間 平日9:00〜22:30、土日祝9：00
〜21：30
※実働8時間のシフト制
（年間社内カレ
休日休暇 完全週休二日制
ンダーに基づきシフト制）

給

①東京都港区②横浜市戸塚区
③横浜市南区④横浜市旭区
⑤東京都中央区
①9：30〜20：00
（土・日休館）
②12：00〜20：30
（土・日休館）
③14：30〜23：30
（休館なし）
④16：00〜22：00
（月休館）

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-20若葉ビル4階
TEL：045-534-9243 担当：井口・内田

駅前勤務・年間休日123日・地域の健康を守るやりがい充実のお仕事！
※実績年間123日
20万円以上※経験を考慮し決
定いたします。
社会保険等完備、有給休暇、交
通費支給
ジムトレーニング指導、水泳指
導のいずれかとフィットネスクラ
ブでの勤務経験者
FitnessJob、
メール、
または電話
にてご応募ください。

東京・神奈川

居住者専用クラブのジムトレーナー大募集！
！

求人

京都市行政施設での
スイミング・ジムトレーナー大募集！

待
遇
勤 務 地
応募方法

①パーソナル1h／5,000円
機能訓練／時給1,500円〜
②1レッスン概ね2h／5,000円
①②交通費往復2,000円迄支給
関東中心に100施設以上
FitnessJobまたはお電話にて連
絡の上、履歴書をご郵送くださ
い。

◎ジムトレーナー急募◎未経験者歓迎◎やる気のある方大歓迎
週一勤務OK／女性歓迎／経験者優遇

求人

SSReLife 加圧トレーニング
インストラクター募集

与

株式会社KEEP UP

求人

ホットヨガラウンジLooP大垣 2019年4月下旬OPEN予定！

給

http://www.keepup.co.jp/
〒251-0044 神奈川県藤沢市辻堂太平台1-17-23 担当:西澤
TEL:0466-38-6077 MAIL:info@keepup.co.jp

〒271-0051千葉県松戸市馬橋1890-1 ウェルネス馬橋2F
フィッ
トネスガーデン馬橋 担当:中村、
石川
http://www.fg-mabashi.com/ TEL：047-712-1234

求人

東京・神奈川・埼玉・千葉

養成

勤 務 地 フィットネスガーデン馬橋
勤務時間 9:00〜23：30
休日休暇 年間109日
給
与 【正・契約社員】180,000円〜
（年齢・経験により変動）
【アルバイト】
900円〜
【インストラクター】
カテゴリー・経
験により変動

求人

求人

応募資格

勤務時間

①正職員
②トレーナーアルバイト
①②トレーニング指導及びレッ
スン指導（水泳、アクアビクス、
スカッシュ、
スタジオなど）
、
その
他運営業務
①②健康運動指導士、ATC、
NSCA等の有資格者優遇
②週3日、1日4時間以上勤務で
きる方
営業時間内でのシフト制

病院併設健康増進施設

休

日

給 与など
待

遇

応募方法

①4週8休、夏季、年末年始
②シフトによる
①当社規定による
②時給990〜円
（研修期間983
円）
①賞与年2回、昇給有、社保完、
交費支給、制服貸与、施設利用
可その他②交費支給、制服貸
与、施設利用可
FitnessJob、お電話にてご連
絡下さい。

ライフ メディカルフィットネス

〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉2345
（一般財団法人同友会藤沢湘南台病院）
TEL:0466-46-3000 MAIL:life@fj-shounandai.or.jp 担当:柳沼

F e b r u a r y, 2 0 1 9 w w w. f i t n e s s job . jp
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求人
養成

3月号特集予告
特集1

ヨガ・ピラティス特集（仮）
ヨガ・ピラティスの市場が拡大する要因の一つに、ヨガ・ピラティスが、柔
軟にコンセプトを変えながらより広い顧客層の課題解決に活用されていること
が挙げられます。
新しい顧客層に向けた新しいコンセプトのヨガ・ピラティスを中心に、指導や
プログラム開発にあたるインストラクターの方々に取材し、最新動向をまとめ
ます。

特集2

スイミング・アクアビクス特集（仮）

NEXT・Fitness Job 広告掲載のご案内
お申込締日
誌面校了日

2月 8日
2月13日

FitnessJob掲載期間 1月25日以降ご希望日～3月24日まで
※2月8日までのお申込が、ご掲載条件となります。

TEL:03-5459-2841

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町20-25 神泉QSビル8F
FAX:03-3770-8744 e-mail:info@ﬁtnessclub.jp
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2019年新店OPEN！
フィットネス&スパあすウェル小田急相模 原・茅ヶ崎・三軒茶屋 他既存6店舗

インストラクター大募集！
2019年新規出店続々決定！
既存6店舗含め、各店舗で活動いただけるインストラクターを募集します！
インストラクターオーディション情報

2 月28 日（木） 1部10 : 0 0 ～12 : 3 0
② 2019年 3 月
4 日（月） 1部10 : 0 0 ～12 : 3 0
③2019年 3 月 7 日（木） 1部10 : 0 0 ～12 : 3 0
①2019年

オーディション日時

①フィットネス＆スパあすウェル中央林間店
②ハイパーフィットネスクラブ 新 百合ヶ丘 店
③フィットネス＆スパあすウェル 青 葉 台店

会場

ヨガ、スピニングバイク、ボクシング、ピラ
ティス、ダンス系、アクアビクス、筋コン
ディショニング、エアロビクス

募集
カテゴリー
オーディション
内容

1次審 査

正社 員募 集
勤

務

地

勤務時間
休日・休 暇
給
与
待
遇
応募資格
応募方法

お問合せ
お申込み

書 類 選 考、2次審 査

実技

※1次審 査 の 結 果は2月20日（水）頃までに連 絡

応募方法

2 部13 : 0 0 ～15 : 3 0
2 部13 : 0 0 ～15 : 3 0
2 部13 : 0 0 ～15 : 3 0

電話連 絡 後、履 歴書に下記 項目をご記 入の上、下
記住 所まで郵送してください。
※【指 導歴、指 導 可能プログラム、志 望 動 機、オーディション
希望日時】をご記 入ください。

詳 細はこちら！

［締切期日］2月16日（土）必着

お問い合せ
送 付先

フィットネス&スパココカラ辻 堂
（送 付 先）〒251- 00 41
神奈 川県 藤 沢市辻 堂神 台1- 6 - 5
（連 絡 先）T EL:0 466 - 37- 3353

採 用担 当

いよいよ成長ステージ！事業拡大につき多様な人材を募集！

■本社スタッフ
（経営企画、新店開発・開業、人事、総務、経理等）
：新百合ヶ丘本部
■クラブマネージャー及びマネージャー候補（フィットネスクラブの統括・運営管理）、クラブスタッフ
（トレーニング・レッスン指導・フロント
接客・広告宣伝・人員の管理等クラブ運営に関する業務全般）
：各店舗（新百合ヶ丘、港南台、青葉台、中央林間、辻堂、長津田、小田急相模
原、三軒茶屋、茅ヶ崎）
本社スタッフ ：9:30～18:30
各店舗スタッフ：8:00～24:30（シフト制による交代制：実働8時間） ※一部店舗は7:30より始業
年間休日120日（交代制による完全週休2日制、夏季休暇、年末年始休暇ほか）有給･慶弔･出産育児･介護･特別休暇
経験・能力・実績を考慮の上、当社規定により決定 ※基準年齢等級モデルによる支給例：31歳 537万円
住宅手当（上限40,000円）、子供手当（20,000円）、交通費全額支給、各種社会保険完備、施設利用料無料、社員旅行、定期健康診断
トレーナーからクラブマネージメントまでフィットネスビジネス全般に興味のある方
FitnessJobまたはお電話にてご応募の上、履歴書を下記までご送付ください。

株式会社ハイパーフィットネス
〒215- 0004 神奈川県 川崎市麻生区 万福寺1-15-15

詳 細はこちら！

http://hyper-ﬁtness.com/
TEL

044-966-8746

正社 員 採 用係

東急スポーツオアシス

アクアエクササイズ指導者養成コース 開催
水中運動は水の特性の恩恵を受け、陸上運動よりも幅広い年齢層、様々な体力
レベルの方が共に楽しむことが可能なエクササイズです。
自信をもってプロとしての第一歩を踏み出せるよう、第一線で活躍している優秀
な講師陣が皆様をサポートします！
日時

2019年

4月10日（水）～ 5月29日（水）全6回

毎週水曜日

10:30～17:30

雪谷店

※5月1日
（水）
は休講、5月22日は補講となります。
※5月22日(水)の補講に参加する場合は別途参加費を頂きます。
※最終日5月29日
（水）
は卒業レッスンとなります。

会場

東急スポーツオアシス雪谷店 （スタジオ・プール）

対象

一般／登録インストラクター

参加費

メイン講師

一般価格：￥70,200（税込）
登録インストラクター価格：￥48,600（税込）
コース再受講者価格：￥24,300（税込）
①別途テキスト代 ￥2,160（税込）/使用テキスト：アクアエクササイズ指導理論

茂木伸江
(モギ ノブエ)AQS
（アクアエクササイズスペシャリスト）/
健康運動指導士

※アクアエクササイズ指導理論をお持ち方は購入不要です。

②5月22日補講参加価格：￥5,400（税込）

定員

サブ講師

12 名（最少遂行人数4名）

櫛引晶子

※3月31日
（日）時点で最少遂行人数に満たない場合は開催を中止する場合がございます。

カリキュラム概要

(クシビキ

アキコ)

JAFA/AQI

≪講義≫フィットネス概論／機能解剖学／アクアエクササイズ概論／水の特性／流体力学
≪実技≫アクアダンス／コンディショニングの指導技術の習得

特 典
お申込み方法

・養成コース期間中は、自己啓発のため、オアシス首都圏店舗（恵比寿、南越谷、相模原を除く）
をご利用頂けます。
・全カリキュラムを受講された方には「OASIS FITNESS COLLEGE」修了証を発行致します。
・最終日オーディションに合格された方は、オアシス登録インストラクターとして採用致します。

オアシスコネクトにてお申込みください。
オアシスコネクトTOPページ→「研修・申込情報」→
【首都圏2019.4～】アクアビクス指導者養成コースよりお申込みいただけます。

オアシスコネクト
登録はこちら

新店 上大岡（初夏 OPEN）
インストラクターオーディション開催！
3月21日
（木祝） オアシス港北店
①18：15～19：15 ②20：15～21：15
★土曜・日曜・18：00以降担当出来る方優遇
★HOTヨガ・太極拳・STRONG by ZUMBA®募集

お問合せ

株式会社 東急スポーツオアシス

詳細はHPを
ご覧ください

〒107-0062 東京都港区南青山2-6-21 TK南青山ビル TEL：03-5413-5829
担当：グループエクササイズ企画 担当 井上
受付時間 10:00～17:00 （月～金/土日祝日除く）
※オアシスコネクトメッセージ
【グループEX企画首都】へ連絡可

インストラクター・
トレーナーのキャリアマガジン
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