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新型コロナウイルス 対策シリーズ パート3

1. はじめに
　新型コロナウイルス感染が広がって
から 1 年以上が経ち、未だに予断を許
さない状況が続いている。新型コロナ
ウイルスはフィットネス業界にも大き
な影響を及ぼした。多くのジムでマス
クを着用してのトレーニングや消毒の
徹底など、対策を行ないながら営業を
続けていることと拝察する。
　 筆 者 が 経 営 す る『A SIDE 
STRENGTH&CONDITIONING』（ 以
下、当施設）は2019 年 6 月にオープン
した。営業開始から 1 年が経過する前
に新型コロナウイルス感染の影響を受
けたが、幸いにして会員数は徐々にで
はあるが増え続けており、現在も対策
をしながら営業を続けている。この度、

「S＆Cジムにおける感染症対策ならび
にトレーニング指導」というテーマで
執筆の依頼を頂戴した。そこで、まだ
トレーニングジムとしては成長の最中
ではあるが当施設の現状をお伝えし、
そこから考えられる新型コロナウイル
ス感染対策とトレーニングジム運営に
ついてまとめてみたい。今回の内容の
中で読者の皆様の参考になることがひ
とつでも多くあれば幸いである。

2. コロナ禍におけるジム運営
　新型コロナウイルスが蔓延し、ジム
を運営する上で様々な工夫を強いられ
た。その中でも「ジムにおけるコロナ
対策」と「集客」が大きな課題になると
考えられる。そこで当施設が行なった
施設面でのコロナ対策を紹介するとと
もに、コロナ禍における集客について
お話ししたい。

施設の特性
　まずはじめに、当施設について簡単
にご紹介したい。当施設は目黒区駒場
にあるS＆Cトレーニングの提供をし
ている会員制トレーニングジムであ
る。施設は 2 フロアあり、1 階がパー
ソナルトレーニング専用のスペース、
2 階は会員が自由にトレーニングでき
るセルフ利用スペースとなっている

本連載は、新型コロナウイルスの感染拡大により、各種スポーツチームやトレーニング施設、またこれらの関係者などがどのような影響を受け、
またそれらに対し、様々な対応をどのように工夫・実践しているかを報告いただき、読者の皆様にご参考いただくことを目的としています。

写真 1　1 階：パーソナル
トレーニング専用スペース

写真 2　2 階：セルフ利用
スペース
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（写真1、2）（会員プランについては後
述）。
　1 階にはプラットフォームを全部で
5ヵ所設けており、床は耐振動となって
いるため全面でウェイトをドロップす
ることができる。また、ハーフラック
を 4 つ設けており、パーソナルトレー
ニングだけでなくグループでのトレー
ニングも可能となっている。
　2 階にはトレッドミルやハーフラッ
ク、ラットプルマシーンなどを設けて
いる。また、人工芝のスペースもあり、
プライオメトリックスやアジリティの
トレーニングが可能となっている。加
えて、天井には防球ネットを設置して
おり、メディスンボールを頭上に投げ
ることも可能である。両フロアには
wattbikeを 1 台ずつ設けており、コン
ディショニング系のトレーニングも可
能となっている。

会員プラン
　一般向けの会員プランとしてスタン
ダード会員とパーソナルトレーニング
会員の 2 つを設けている。スタンダー
ド会員は月会費制で月に 1 回 60 分の
パーソナルトレーニングを受けること
ができる。また、トレーナーがつかな
いセルフ利用（ 2 階のみ）は回数制限な
く可能となっている。一方、パーソナ
ルトレーニング会員は、セッションご
とに料金をお支払いいただくプランと
なっている（回数券あり）。
　当施設では、所定の条件（競技成績
等）を有する選手に向け、一般会員とは
別にアスリートサポートプログラムを
設けている。アスリートサポートプロ
グラムに参加した選手は、当施設がト
レーニング費用の一部をスポンサーす
るという形で前述の 2 つのプランより
ディスカウントした料金でトレーニン
グを受けることができる。その他ジュ
ニア向けプランがある。
　会員の比率は一般：アスリートが概
ね 1：1 の割合となっている。アスリー

トは試合や合宿、傷害など様々な要因
で来館頻度が異なることが多く、来館
いただいている割合は時期によっても
異なる。

ジムで行なったコロナ対策
　特にコロナ禍においては、お客様に
安心してトレーニングをしていただく
環境を整えることが重要であろうと考
えられる。当施設ではコロナ対策とし
て主に以下の内容を行なった（写真 3、
4）。
・基本的な 3 密を避ける
・スタッフのマスク着用
・お客様の入館、退館時および施設移動
時のマスク着用

・スタッフの出勤前における体温報告
・マスク着用や行なっている対策に関
する館内掲示

・除菌シート設置
・手指消毒用アルコールスプレー設置
・希望に応じて、同時間帯の予約の重複
を避ける

・セッション終了後の用具除菌清掃
・定期的な専門業者による館内除菌の
依頼

・お客様へのマスク無料提供
・当日のキャンセルチャージなし
　行なった対策として、お客様同士の
距離を確保することを重視した。前述
のとおり、当方では同時に最大 4 基の

ラックを使ってトレーニングをするこ
とができるが、特に緊急事態宣言発出
時にはパーソナルトレーニングの枠を
最大 2 枠までとした。写真 1 の通り、
片面 1 組ずつトレーニングを実施すれ
ば、お客様同士の距離はもちろん、ト
レーナーとお客様の距離も十分確保で
き、3 密を避けることができる。
　新型コロナウイルスに対する不安感
は人によって様々であるため、特にご
希望があるお客様にはそれに合わせ
た対応をした。具体的には、予約の重
複を避け、お一人でのトレーニングを
希望する場合は、予約をお一人のみに
制限した。また、屋内でのトレーニン
グ実施を避けるご希望があった場合
は、テラスにトレーニング器具を運び
屋外でのトレーニングを実施した（写
真 5 ）。
　2 階におけるセルフ利用においては、
混雑を避けるため一度にトレーニング
できる人数を 3 人までとした。お客様
にはご来館いただく際にお電話でご確
認いただくことを促し、混雑した状況
でトレーニングを行なうことがないよ
う工夫した。幸いにして施設の特性上、
窓が多く換気がしやすいこともあり、
3 密を防ぐことのできる環境にあるこ
とでお客様にも安心感を与えることに
繋がった。ジムオープン当初は新型コ
ロナウイルスが蔓延することなど予想

写真 3、4　基本的な感染対策
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はできていなかったが、今後ジムを運
営する上で換気ができる施設であるこ
とは、重要な要素になるといえるだろ
う。
　また、施設での対策を行なって環境
を整えるだけでなく、安心してトレー
ニングできる環境ということを認識い
ただくことも重要だといえる。のちに
詳しく述べるが、お客様との接点を設
け、コミュニケーションをとりやすい
仕組みや環境作りを行なうことが必要
である。スタッフとお客様のコミュ
ニケーションが円滑に行なわれるこ
とで、ジムとしてしっかりと対策を行
なっているということを認識していた
だくこともジムを運営していく上で重
要だと考える。

コロナ禍における集客
　サービスを提供する上でお客様にい
かに認知し来館いただくかという問題
は、ジムを運営する上できわめて重要
な問題である。そこで、当施設におけ
るセッション数の推移を概観し、コロ
ナ禍における集客について考えてみた
い。なお、セッション数の数値を用い
た理由として、当施設の会員システム
上の理由がある。その都度セッション
料をお支払いいただくパーソナルト
レーニング会員とアスリートに関して
は実質“退会”がない。したがって、会
員数の推移に関するデータを提示する
と現実と乖離がある。そこで今回は
セッション数のデータを提示すること
とした。

図は 2019 年 6 月にジムをオープン
してからこれまでの月別のセッション
数の合計を示したものである。グレー
の波線がアスリート、黒の波線が一般
会員、黒の実線が合計数を示している。
グラフを見ると 2020 年 6 月から 7 月に
かけてセッション数が増加しているこ
とがわかる。アスリートのセッション
数に大きな変化は見られないので、こ
の増加は一般会員のセッション数が増

えたことに起因している。その理由と
して、当施設が行なった広告活動があ
る。 2020 年 6 月に第 1 回目の緊急事態
宣言が解除されたタイミングで、ジム
周辺にポスティングを行なった。その
結果として会員数が増え、一般会員の
セッションを増やすことができた。
　ここで改めてトレーニングジムの価
値について整理しておきたい。一般の
方がトレーニングジムを選ぶ際の理由
として「ジムの雰囲気が良い」「トレー
ナーがよい」などが考えられるが、重要
な理由のひとつとして「通いやすい（＝
立地）」がある。新型コロナウイルスの
蔓延により、リモートワークが推奨さ
れ、在宅勤務をする方が圧倒的に増え
た。つまり、家から近い場所にジムが
あることにメリットを感じる方が増え

たといえる。事実、通っていただいて
いる一般会員のほとんどが徒歩圏内に
お住まいの方である。昨今、SNSが普
及し、広告活動の主軸をwebに置く方
も少なくない。ここで重要となること
は、短絡的にwebで広告を打つという
ことではなく、ジムの立地と地域性な
どを踏まえた上でターゲットを設定
し、そのターゲットにいかにして情報
を届けるかということになろう。我々
も手探りの段階ではあるが、ご自身の
ケースに置き換えていただき何かの参
考になれば幸いである。

アスリートの傾向とトレーニング状況
　多くの選手が新型コロナウイルスに
よって練習環境を制限された。当施設
は、緊急事態宣言下においても対策を

図　月別セッション数の推移

写真 5　屋外のテラス
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継続しながら営業をしていたこともあ
り、トレーニングを継続した選手もい
た。ここで、運営とは論点がずれるが、
コロナ禍におけるS＆Cプログラムに
留意した点についてまとめてみたい。
通常であれば多くの場合、目標とする
大会から逆算してプログラムを作成す
るが、コロナ禍においては大会が実施
されるかどうかの見通しが立たない。
したがって、急に試合が実施できるよ
うになっても対応できるようプログラ
ムを組む必要がある。また多くの選手
は練習頻度が減り、特に持久系トレー
ニングが不足する選手が多くいた。冒
頭でお伝えしたとおり、当施設には
wattbikeやバトルロープ、スレッドな
ど、コンディショニングトレーニング
を行なう環境が整っている。よって、
通常ではセッション時に持久系トレー
ニングを行なわない選手でも、競技特
性や選手のコンディションを把握し
た上で、特にwattbikeを活用したコン
ディショニングトレーニングを多く実
施した。また、練習頻度が限られる選
手においては、コンディションを維持・
向上できるように各選手が利用できる
環境（自宅近くに公園がある、空いてい
る施設があるなど）をヒアリングした
上で、ジム以外で実施できるトレーニ
ングについてメニューの作成やアドバ
イスをするなどした。さらに、多くの
選手がコロナ禍において練習頻度が
減った中で練習を再開することとなっ
た。選手によっては、自身で練習メ
ニューを作成し取り組んでいる。した
がって、特に練習頻度や強度が不足し
た中で練習を再開する上で注意すべき
点について、選手とコミュニケーショ
ンをとりながらアドバイスをした。練
習再開時は、練習が再開できるという
ことでモチベーションは高い一方で、
身体の準備ができていないという状況
にある。選手自身理解していても、練
習再開時に強度を上げてしまうケース
も多くあると考えられたため、その点

については特によくコミュニケーショ
ンを図るようにした。

既存会員の満足度を上げ、いかにして
継続していただくか
　話を運営に戻したい。コロナ禍に限
らず、トレーニングジムを運営してい
く上で、新規顧客を獲得すると同時に、
いかにして継続していただくか、つま
り退会率をいかに抑えるかということ
も重要となる。マクロ的になるが、ビ
ジネス関連の多くのメディアで機能的
な価値としての差別化が図りにくくな
り、機能ではなく別の価値を創造する
必要があるという文脈を耳にする。つ
まり、「トレーニングをして健康にな
る」「トレーニングでパフォーマンスが
上がる」ということはもはや提供でき
る最低限の価値であり、いかにしてク
ライアントにこれらとは異なる付加価
値を提供できるかということが重要に
なる。
　例えば、パーソナルトレーナーとし
てお客様にかかわる中で、提供できる
価値としてお客様との適度な距離感を
生かすということがある。アスリート
や一般の方を問わず、トレーニングで
かかわる頻度は週 1 〜 2 回程度であろ
う。そしてセッション時間は多くの場
合 60 〜 90 分であろう。トレーニング
中における時間の割合を整理すると、
場合にもよるだろうが、各トレーニン
グ種目を行なっている時間が 1 分、休
息をとっている時間が 2 〜 3 分だとす
ると、1：2 〜 3 の割合となるので圧倒
的に休んでいる時間が長い。つまり、
トレーニングセッションの中ではト
レーニングをしている時間よりも休ん
でいる時間のほうが長いわけである。
もちろん動作を修正したり、新しい種
目を導入したりするのであれば、デモ
ンストレーションをするなどトレーニ
ングに関して直接的な会話をすること
もあるだろうが、継続すればするほど
その割合は減る。したがって、いかに

休息時間に別の価値を作るかというこ
とが重要となる。
　例えば、ここでの会話で普段、職場や
家庭で言いにくい話を上手く聞いた
り、会話の中から引き出した悩み（例え
ば食事に関すること）に対して、実現可
能なアドバイスをしたりすることがで
きれば、トレーニング以外の価値を提
供することにも繋がる。週 1 回 60 分
会って話をするという関係は、お互い
のことを知りすぎず知らなすぎずとい
う距離感であり、その関係性を上手く
生かすことができれば、トレーニング
以外の価値提供の機会として休息時間
を活用することができるのである。
　パーソナルトレーナーはサービス業
である。トレーニングが指導できるの
はもちろんのこと、昨今の情勢を踏ま
えるとトレーニング以外でいかに付加
価値を提供し、クライアントとの関係
を築いていくかが重要になっているの
ではないだろうか。ここでの関係づく
りが結果的にコロナ禍であっても施設
を利用していただける大きな理由を作
ることになるのではないかと思う。

人と人の接点をいかに作るか
　前述した内容を踏まえると、退会率
を下げるためには、お客様と接点を作
り、機能的価値以外の付加価値をいか
にして作るかということが重要とな
る。特にスタンダード会員の多くがセ
ルフ利用として施設をご利用いただい
ている。この方々の特性として、ご自
身でトレーニングをしたい、もしくは
できるということが挙げられる。言い
換えると、スタンダード会員の方々は
パーソナルトレーニングのサービスと
いうよりも、場所に価値を感じていた
だいているお客様ということになる。
つまり、場所という機能的な面に価値
を感じていただいているということで
ある。この場合、意図的にトレーニン
グの機会を設けなければ、前述したコ
ミュニケーションの機会がなくなって
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しまい、付加価値の提供が難しくなる。
よってお客様と接点を作り、付加価値
の提供にいかに繋げるかということが
課題となる。
　スタンダード会員はセルフ利用の他
に月 1 回 60 分間のパーソナルトレー
ニングを受けられるサービスが含まれ
ている。ジム開設当初は、コロナ禍を
予測してプランを設計したわけではな
いが、このパーソナルトレーニングの
機会を設けておくことでお客様との接
点を作り出すことが可能となってい
る。また、当施設は一般のジムと違い、
マシーンが多くないので、トレーニン
グ初心者が一人でトレーニングする場
合にはやり方がわからないなど不便
を感じることが多い。そこで月 1 回の
パーソナルトレーニングの機会にト
レーニングプログラムをご提案した
り、継続しているトレーニングのフォ
ローをしたりすることで、不自由なく
トレーニングを行なっていただいてい
る。全くバーベルに触れたことがない
方でも、スタンダード会員でトレーニ
ングを継続され、慢性痛の解消や日々
のパフォーマンスを向上させている
会員の方もいる。また、月 1 回のセッ
ションの中で、施設を利用している中
で困っていることや変化をヒヤリング
しながら進めることで、前述した付加
価値を提供する機会を作り出すことが
できている。
　話をまとめると、トレーニングを適
切に指導できるという機能的価値だけ
ではなく、いかにして付加価値を提供
しお客様の満足度を高めていくかとい
うことが重要となる。お客様との接点
を作り、関係を築いておくことで新型
コロナウイルスの影響でトレーニング
が中断してしまったとしても、状況が
落ち着いたのちに再開していただく大
きな理由のとひつとなりえるのではな
いだろうか。

3. まとめにかえて
　乱筆ながら、コロナ禍においてA 
SIDE STRENGTH&CONDITIONING
が行なった対策や運営についてご紹介
した。新型コロナウイルスの有無にか
かわらず、ジムを運営していく上では
特にお客様とのコミュニケーションを
いかに図り、どのような付加価値を提
供していくことができるかが大きな課
題となると考えられる。特にパーソ
ナルトレーニングは 1 対 1 のコミュニ
ケーションを図ることができる点で集
団指導よりもより深くお客様とかかわ
ることができる。一般の方・選手問
わず、会話の中からクライアントの課
題を引き出し、トレーニングはもちろ
んのこと、その他の課題（食事、リカバ
リーなど）にもアプローチすることを
通していかにセッションの内容を充実
させていくかが重要であるといえる。
また、新規会員の獲得以上に、既存会員
の満足度を上げることに時間とコス
トをかけ、結果的に会員とのより深い
コミュニケーションをとる良い機会と
なった。新型コロナウイルスはまだ落
ち着きそうにはないが、本稿が少しで
も読者の方の役に立つことがあれば幸
いである。◆
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