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スポーツ文化・経営論９〜施設業：民間スポーツ・フィットネス〜 

１．サービスによる分類 

①Ａ：エリアサービス主体…ボウリング場、アイススケート場、ゴルフ練習場、レジャー型プール、

スキー場、野球場など 

②Ｐ：プログラムサービス主体…フィットネス、テニス、スイミング 

③Ｃ：クラブサービス主体…ゴルフ場、乗馬、射撃 ⇒「クラブサービス」って何？ ＨＰ👆 

 

２．市場規模…全体的には縮小状態  【経済産業省特定サービス産業動態統計調査】などのデータ参照 

ゴルフ場………１兆 １００億円（減少傾向） 

フィットネス…  ４５００億円（微増） 

スイミング……  ２５００億円（減少傾向） 

ボウリング場…  １５００億円（横ばい） 

スキー場………  １０００億円（減少傾向） 

テニス…………   ５００億円（減少傾向） 

ゴルフ練習場…   ３６５億円（微増） 

 

３．民間フィットネス産業の現状 

 

①2000年以降の第 2次成長期→2007年以降、小型店舗急増（代表格「カーブス」） 

②業界大手や中堅企業が弱小企業を M&A（買収戦略で店舗数・売上増） 

③中高年者の参加率が向上している（若者が追い出される？） 

④多機能型施設（複数の運動が可能）と単一型施設（特定の運動種目中心）の二極化 

⑤2008年からの「メタボ特需」効果はほとんど現れず→新規参加者急増せず 

※健康増進法改正で 2008年度からのメタボリックシンドローム保健指導の実施強化で民間クラブ需要増期待▼ 

企業トップ 3…コナミ、セントラルスポーツ、ルネサンス（いずれも上場企業） 

急成長企業…「カーブス」→小規模、女性専用、安価、フランチャイズ経営（2020年 3月スピンオフ上場）HP👆 

      「ライザップ」→高価格、徹底した個人対応、成果重視、多角化・上場化 
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http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_cul2020/09sportclub.htm
http://class.ibu-swim.org/class2020/career2020/Curves.htm
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４．フィットネスクラブのマーケティング・ミックス…経営戦略  

Productプロダクト
製品・サービス・
プログラム

Place場所
立地条件・販売経路

Promotion
プロモーション
販売促進

Priceプライス
価格・料金

４Ｐ
スポーツクラブの主
力商品はプログラム
サービス Product

このプログラム商品価
値を高めるのは、
場所Ｐｌａｃｅ
価格Ｐｒｉｃｅ
普及Ｐｒｏｍｏｔｅ

  

HP👆https://liskul.com/wm_mm4p-4384 

（１）プロダクト（製品、商品、サービス、プログラム） 

 
市場細分化…多様性、多志向に合わせた商品（プログラム） 

会員構成（若者⇔中高年、男性⇔女性、健康志向⇔競技志向） 

空間条件（都市型⇔郊外型、短時間志向⇔ゆったり） 

 

（２）プライス（価格、料金）…HP👆https://www.missiondrivenbrand.jp/entry/kaitai_pricemanagement 

プロダクト（商品、プログラム）のライフサイクル・ステージと利益率で設定 

  

 

商品の宿命…「流行り、廃れ」 

↓ 

“流行り”に乗る「便乗商法」 

類似の「二番煎じ」 

…初期投資は少→即利益に 

↓ 

商品の差別化困難に 

開発者優位とは言えない 

 

「廃れ」への対応がポイント 

→「見切り」判断 

「売れ筋」からの撤退は、新規

（次）で勝負できるかどうか 
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https://liskul.com/wm_mm4p-4384
https://www.missiondrivenbrand.jp/entry/kaitai_pricemanagement
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（３）プレイス（場所、立地、流通） 

 

「セントラルスポーツ」2020 年 3月期決算資料から 

 

（４）プロモーション （広告・広報・販促・セールス） 

消費行動を理解した販売促進…AIDMA  HP👆https://cyber-synapse.com/dictionary/en-all/aidma.html 

 

 

一企業プロモーション  「業界全体」でのプロモーション 

 

「ブーム」（流行）づくり 

フィットネス火付け映画 HP👆 

他業種のＣＭ     HP👆 

スポーツ選手活躍 

 

Ａ…Attention（注意：気になって） 

Ｉ…Interest（興味：興味を持ち） 

Ｄ…Desire（欲求：欲しくなり） 

Ｍ…Memory（記憶：頭に残り） 

Ａ…Action（行動：買っちゃう） 

交通の利便性⇔土地の価格 

周辺地域の人口構成…現在の構成と将来予測 

利用者の交通手段…郊外なら十分な駐車スペ

ースの確保 

「売上」に占めるプレイス経費は経営上の諸刃の剣に 

↓ 

フランチャイズ化（オーナー店舗）が企業リスク軽減に 

https://cyber-synapse.com/dictionary/en-all/aidma.html
https://youtu.be/g9DDt2N0wH0
https://youtu.be/JKbrrVu53aI
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５．民間フィットネスクラブのエリア・マーケティング（商圏設定）ＨＰ👆 

都市部のフィットネスクラブの主商圏は約５ｋｍ

1km

2km

一次商圏（0～1km） ： 7000

人
二次商圏（1～2km） ： 20000人
三次商圏（2～10km）：250000人

マーケット対象：施設から10km圏の20～45歳

商圏内の参加率：10％
この施設のシェア率
一次商圏50％、二次商圏25％、三次商圏5％

目標会員数＝

7000*10%*50%+20000*10%*25%+250000*10%*5%

=2100名

 

６．民間フィットネスクラブの財務管理 

Ⅰ．民間フィットネスクラブの実例 

・施設規模…４階建てビル（１階：レストラン、コンビニ等のテナント、 

         ２階〜４階：【プール、ジャグジー、ジム、スタジオ等】） 

・建設費用…１１億円【建物は賃貸契約】 

正社員 １名

会員数 3600人 年俸契約社員 11名
パート指導者等 15名

○入会金 人件費 9130万円

個人 1000万円 物販材料費 690万円

収 法人 50万円 支 水道光熱費 4560万円

○月会費 施設メンテ費 2680万円

個人 32700万円 宣伝広告費 2160万円

法人 1000万円 通信費 100万円

○ビジター料金 200万円 燃料費 60万円

○物品販売 850万円 振込手数料 380万円

○レンタル 45万円 保守管理費 360万円

○駐車・ロッカー 650万円 施設保険費 54万円
入 ○雑収入 870万円 出 諸経費 200万円

賃借料 12600万円

借入金返済 3000万円

所得課税 120万円

支払い利息 500万円

収入合計 37365万円 支出合計 36600万円

留保金 900万円
 

※スポーツクラブ施設自体はそれほど儲かる商売ではない（多角化経営路線で利益率向上） 

日本の上場企業の平均利益率 約５％ 【セントラルスポーツ利益率 7.1％（2020年 3月期決算）】 

⇒セントラルスポーツの利益率上昇には「指定管理者」での取り組みなど多角化の貢献度大 

⇒コストとなる施設を不要の IT 企業利益率は高い傾向（「カカクコム」利益率 48.9％） 
HP👆https://www.wantedly.com/companies/dip/post_articles/124951 

http://class.ibu-swim.org/class2020/career2020/CurvesMarketing.htm
https://www.wantedly.com/companies/dip/post_articles/124951
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Ⅱ．利益確保の道 

①「売上高の増加」（増収策） 

②経費の適正配置（かけるべきところに金をかける） 

 

Ⅲ．経営分析：損益分岐点の分析 

売上高

経費（費用）

固定費

売上高に関係なく発生する費用

売上高に比例して発生する費用

（広告宣伝費、正社員人件費、賃借料、リース料、
光熱基本料金、設備維持費、保険・警備費など）

変動費

（パート人件費、ショップの仕入れ費、販売手数料
など）

経費（費用）

＝固定費＋変動費

 

売上高と経費（費用）の関係 

変動費
固定費

｝
利益

｛損失

損益分岐点

売上高

経費（費用）

収支がトントンという状態

売上が経費以上あれば利益

売上が経費未満であれば損失

 

損益分岐点図 

 

★あるフィットネスクラブ主催で指導者養成コースを募集した（参加費 35万円、募集人員

40 名）。固定費は 820 万円、変動費は参加者１名につき 6 万 5 千円として、最低何名の

募集が必要か（損益分岐点になる参加者数は何名か）。ＨＰ👆 

（解答） 

集めたい人数をｘとして、経費と売上収入とのバランスを考える。 

参加者が 1名の場合、経費は 820万円＋6.5万円＝826.5 万円で、売上収入は 35万円。 

参加者が 2名の場合、経費は 820万円＋13 万円＝833万円で、売上収入は 70万円。 

…  

820+6.5ｘ＝35ｘ 

x＝28.77（28 名だと損益分岐点以下で赤字、29名だと黒字） 

 

http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_cul2020/09break-even_practice.htm
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民間スポーツ施設業 

 

大型レジャープール 

   

ゴルフコース・ゴルフ練習場⇒市場規模最大 

   

フィットネスクラブ 

  

フットサル施設              ボウリング場 


