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シニアの参加意識が高まる「循環構造」 
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要 旨  
 

1. 地域性が強く、顧客の中心が若年層であるような小売業・サービス業は、フィット

ネスクラブからシニア顧客獲得・定着のヒントを学ぶことが有益である。 
2. その理由は、地域密着型で、もともと若者が顧客の中心だったフィットネスクラブ

が、近年シニア顧客の獲得に成功しているからである。業界大手のセントラルでは、

50 歳以上の会員割合が 94 年の 14％から 2000 年には 29％となっている。 
3. 多くのフィットネスクラブは、「水中ウォーキング」「青竹ビクス」「大規模温浴施

設」などシニアが利用しやすいメニュー・施設を整備した。他方、医療施設の併設

による個別指導を充実させる動きも目立つ。これらの結果、健康増進意識が高く、

好奇心旺盛な「先進シニア」のフィットネスクラブ利用者が増えた。 
4. また、フィットネスクラブは「地域性」が強く、クラブの評判が地域の「クチコミ」

で伝わる傾向が強いことに着目し、先進シニアの「クチコミ力」を重視。これに加

えて、無料体力測定、敬老の日の無料開放、平日割引料金などの「インセンティブ」

を用意した結果、利用への敷居が低くなり、クラブ未利用者の入会が促進された。 
5. 実は、フィットネスクラブで仲間との交流をもったシニアは、より仲間と楽しむ機

会を求める傾向が強い。そこで、パソコン、モダンダンス、英会話などシニアの関

心が高いカルチャー教室の併設に力を入れた。これらの結果、フィットネスクラブ

以外の事業が拡大しただけでなく、クラブ顧客の定着率が高まった。 
6. フィットネスクラブにおけるこれらの打ち手を全体としてみると、そこにはシニア

の参加意識が高まる「循環構造」があることに気づく。このような「循環構造」を

つくることが、シニア顧客獲得・定着戦略のポイントである。 
 

目 次  
 

1. 増えるシニアのフィットネスクラブ利用 
2. いかにして、フィットネスクラブは顧客獲得・定着を図ったのか？ 

(1) 健康増進意識が高く、好奇心旺盛な「先進シニア」を獲得する 
(2) 先進シニアの「クチコミ力」をテコに未利用者を集客する 
(3) 仲間と楽しむサービスを拡大し、顧客の定着を図る 

3. シニアの参加意識が高まる「循環構造」がカギ 
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地域性が強く、顧客の中心が若年層であ

るような小売業・サービス業は、フィット

ネスクラブからシニア顧客獲得・定着のヒ

ントを学ぶことが有益である。 
その理由は、地域密着型で、もともと若

者が顧客の中心だったフィットネスクラブ

が、近年シニア顧客の獲得に成功している

からである。 
 
１．増えるシニアのフィットネスクラブ利

用 
 
フィットネスクラブの市場規模は、2000

年度で３千億円、総利用者数は約３百万人

と推定されている。 
少子化の影響でフィットネスクラブに通

う若年層が伸び悩んでいる一方、最近増加

が著しいのが 50 歳以上のシニア層である。 
業界大手のセントラルスポーツでは、50

歳以上の会員割合が 94年の 14％から 2000
年には 29％となっており、過去６年間で２

倍以上の伸びが見られる。 
また、会員の対象年齢を 40 歳以上に広げ

ると、セントラルスポーツでは 42.3%、最

大手のコナミでも 40.4%に達する。 
シニア層では時間に余裕のある利用者が

多い。なかには月間 40 から 50 回利用する

会員、つまり１日に何度も利用する会員も

増えている。 
 
２．いかにして、フィットネスクラブは顧

客獲得・定着を図ったのか？ 
 
このようにシニア顧客が増加した背景に

は、少子高齢化が進むなかで、先細る若年

層に代わり、フィットネス業界が中高年・

シニア層を積極的に新規顧客として開拓し

ようとしたことにある。 
 
(1) 健康増進意識が高く、好奇心旺盛な「先

進シニア」を獲得する 
多くのフィットネスクラブは、「水中ウ

ォーキング」「青竹ビクス」「大規模温浴施

設」などシニアが利用しやすいメニュー・

施設を整備した。 
例えば、最大手のコナミ（旧ピープル）

は、大型プールや温浴施設を併設した複合

施設への切り替えを進めた。また、セント

ラルスポーツは７から 11 種類の浴槽のあ

る温浴施設を売りにウェルネスクラブを展

開。特に、ウェルネスクラブ柏ではシニア

会員が多く、退会率が低いという。 
さらに、スパリゾートハワイアンズは、

福島県いわき市に一泊二日で水中ウォーキ

ングなどのメニューを楽しむことができる

健康づくりをテーマにした新施設「ウィル

ポート」をつくった。1999 年初年度の半年

で９千人だった利用者は、2001 年度には４

万人を超えるという。 
他方、医療施設の併設による個別指導を

充実させる動きも目立つ。岡山のＯＳＫメ

ディカルフィットネスクラブ榊原では、併

設する医療施設において診断を行った上で

適切な運動プログラムを作成し、個別に健

康指導するサービスを昨年 10 月に始めた。 
また、スポーツプレックス・ジャパンで

は米国の医療フィットネス大手のＴＢＧデ

ィベロッパーと提携し 2001 年 11 月、荻窪

に医療施設併設型の新店舗を開店した。 
これらの結果、健康増進意識が高く、好

奇心旺盛な「先進シニア」のフィットネス

クラブ利用者が増えた。 
 
(2) 先進シニアの「クチコミ力」をテコに

未利用者を集客する 
また、フィットネスクラブは「地域性」

が強く、クラブの評判が地域の「クチコミ」

で伝わる傾向が強いことに着目し、先進シ

ニアの「クチコミ力」を重視した。 
実際にフィットネスクラブの会員になっ

た先進シニアは、水中ウォーキングや温浴

施設の快適さを体感すると、その快感を友

人、知人など身近な人に伝える傾向が強い。 
また、このような先進シニアはフィット
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ネス以外のアクティブな活動に取り組んで

いる場合が多い。話題が豊富で、専門情報

にも詳しい「草の根オピニオンリーダー」

的な存在であり、その声は他の人への影響

力が大きいのである。 
一方、「無料体力測定」というフィットネ

スクラブならではの健康意識面でのインセ

ンティブを設けたほか、金銭面でのインセ

ンティブも用意した。 
日本フィットネス産業協会は、敬老の日

前後に 60 歳以上の利用者に対し、協会加盟

の５百を超えるクラブの無料開放を行った。

また、ディップルネサンスは、60 歳以上に

はシニア会員として会費を割り引いている。 
これらの結果、新規利用への敷居が低く

なり、クラブ未利用者の入会が促進された。 
 
(3) 仲間と楽しむサービスを拡大し、顧客

の定着を図る 
実は、フィットネスクラブで仲間との交

流をもったシニアは、より仲間と楽しむ機

会を求める傾向が強い。そこで、パソコン、

モダンダンス、英会話などシニアの関心が

高いカルチャー教室の併設に力を入れた。 
セントラルスポーツでは、シニア層に人

気のあるカルチャー教室の導入を進め、パ

ソコン教室・英会話などのプログラムを提

供している。同社のカルチャー教室の 2001
年度参加人数は前年に比べて８倍と急激に

伸びており、ティップネスなど他のフィッ

トネスクラブも追随の動きを見せている。 
これらの結果、フィットネスクラブ以外

の事業が拡大しただけでなく、クラブ顧客

の定着率が高まった。 
 
３．シニアの参加意識が高まる「循環構造」

がカギ 
 
フィットネスクラブにおけるこれらの打

ち手を全体としてみると、そこにはシニア

の参加意識が高まる「循環構造」があるこ

とに気づく。 

 
(1) シニアが利用しやすいメニュー・施設

の整備 
(2) 利用者への個別指導の強化 
(3) (1)と(2)による先進シニアの入会促進 
(4) 入会した先進シニアによるフィットネ

スクラブの評判に関する「クチコミ力」

の重視 
(5) 未利用者に対する金銭面および健康意

識面での「インセンティブ」の提供 
(6) (4)と(5)による未利用者の入会促進 
(7) シニアの関心が高いカルチャー教室な

ど「仲間と楽しむ機会」の提供 
(8) (7)による顧客の定着率の向上、新規利

用者の増大、他事業の拡大 
 
このようなシニアの参加意識が高まる

「循環構造」をつくることが、フィットネ

スクラブにおけるシニア顧客獲得・定着戦

略のポイントである。 
これらの打ち手は、フィットネスクラブ

のように地域性が強く、若年層顧客が多い

他の小売り業・サービス業への応用が考え

られる。 
 

(1) コンビニへの応用 
例えば、食料品がメインであるコンビニ

において、シニアが利用しやすいメニュー

の整備という点では、健康を切り口にした

メニューの強化が挙げられる。 
実は、すでにローソンは「ナチュラルロ

ーソン」という新業態を自由が丘と新橋に

展開している。扱っている食材は全て有機

栽培のものであり、売上が通常店より高い。

一号店が開店した時の最初の来客は 73 歳

の夫婦で、棚に陳列してあった玄米を全て

買っていったという。シニア層のうち、特

に高年齢者は健康増進の意識が強いのだが、

歩行力が低下している人も少なくない。こ

のようなシニアに対して自宅のそばにある

コンビニは、健康によい食料品を供給する

拠点としての可能性が大きい。 
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また、健康によい食料品の販売に加えて、

健康に関する専門的な知識・助言を提供す

ることも相乗効果を生むものと考えられる。

ただし、コンビニは店舗スペースが限られ

ていること、店員が健康の助言をするのは

困難と思われることから別の工夫が必要で

ある。例えば、医療施設、薬局などと提携

し、これらの施設と併設することにより、

「そこにいくと健康に関する食事面でのア

ドバイスから実際の食事まで手に入る」と

いう循環をつくることが望ましい。 
 

(2) ファミリーレストランへの応用 
ファミリーレストラン（ファミレス）も

地域性が強い業種の一つである。和食系の

ファミレスは比較的シニア層も多いが、洋

食系のファミレスは、主要顧客層が若年層

であることが多い。後者にシニアが行きに

くい主な理由は、①食事メニューに若年層

向けのものが多く、冷凍食品を温めただけ

のような、味気ないものが多いこと、②隣

のテーブルとのスペースが狭く、落ち着か

ない雰囲気の店が多いことである。 
したがって、後者については和食メニュ

ーを取り入れたり、食材を有機栽培のもの

にして健康志向を全面に出すなどメニュー

の質の変更が必要である。これに合わせて、

座席配置をゆったりとする、椅子を座り心

地のよいものにする、暖色系の照明を強化

し、ＢＧＭも落ち着いた曲調にするなどの

工夫が必要だ。 
また、ファミレスを単なるレストランに

とどめずに、「ファミリーで楽しむ場」とし

て提供することも考えられる。例えば、フ

ァミレス内に個室スペースを設け、家族で

記念日などのお祝いが気軽にできるように

する。この個室スペースは家族だけでなく、

友人や趣味の仲間どうしが集まる場所とす

ることにも大きな可能性がある。というの

は、『スマートシニア・ビジネスレビュー

Vol.8』で報告のとおり、今後シニア層では

草の根の同好サークル活動が増えていき、

ある程度の人数が集まって楽しめる活動場

所の需要が高まると予想されるからである。 
また、この同好サークルの仲間どうしで

は特にクチコミの波及力が強い。したがっ

て、サークル活動のリーダーに当たる人達

を対象に平日割引料金あるいは無料クーポ

ン券などのインセンティブを提供し、最初

に店のファンになってもらうことが重要だ。 
 

(3) 成功事例は、常に個性的 
コンビニ、ファミレス以外にも地域性が

強く、顧客の中心が若年層である小売り

業・サービス業への応用はいろいろ考えら

れる。すでに実績を上げているフィットネ

スクラブは、極めて有益な参考事例となる。 
ただし、応用事例を考える際に忘れては

ならないことがある。それは、「成功事例と

いうのは、常に個性的である」ということ

だ。つまり、フィットネスでの成功要因を

そのまま他の業種に当てはめてもうまくい

く保証はない。その業種・業態のリソース

に合わせて利用者の参加意識が高まる循環

構造をつくる工夫が必要なのである。 
 

（2002.2.4） 
 
このレポートに対する感想、ご意見をお待ちし

ております。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp 
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