
ＧＹＭ・ＢОＸ ご提案書

・カラオケボックス
・ホテル
・オフィスビル
・フィットネスクラブ
・倉庫

ブルームプラス合同会社
花等寛将



■会社概要／代表経歴
• 会社名︓ブルームプラス合同会社

• 設⽴︓2016年1月4日

• 事業所︓本社 〒990-0877 山形県山形市内表104-7

• 営業所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-38-6-3F

• 倉庫︓〒990-0877 山形県山形市内表980

• 決算︓12月

• 資本⾦︓300万円

• 役員︓代表社員 花等寛将

• 取引銀⾏︓みずほ銀⾏ ⼩松川⽀店／山形信⽤⾦庫 中央⽀店／日本政策⾦融公庫

• 賛助会員︓⼀般社団法⼈日本フィットネス産業協会／⼀般社団法⼈スイミングクラブ協会

● 1988年 日本大学山形高等学校 卒業

● 1992年 日本大学⽂理学部体育学科 卒業

● 1992年 株式会社 熊谷組 入社（JBLバスケットボール部所属／熊谷組ブルインズ）

● 1993年 同社バスケットボール部廃部の為に退社→移籍

● 1993年 株式会社レヴァン 入社（トレーニングマシン販売担当／
JBL丸紅バスケットボール部へ移籍／丸紅トレイダーズ）

● 1999年 丸紅バスケットボール部廃部の為に現役引退

● 2001年 株式会社ティップネス 入社（レヴァンとの合併／トレーニングマシン販売担当）

● 2005年 株式会社プレシジョンジャパン 入社（トレーニングマシン販売部を同社に売却）

● 2007年 ㈱プロアバンセに吸収合併により退社

● 2007年 株式会社ジーズニューコンセプト 入社（トレーニングマシン販売担当）

● 2012年 株式会社博栄開発 入社（トレーニングマシン販売、スポーツ施設内装工事担当）

● 2016年 ブルームプラス合同会社 設⽴ →現在に至る。



■フィットネスクラブ業界の現状

フィットネスクラブの苦戦が続いている。新型コロナウイルスの感染拡大により経営環境が⼀変している。業容拡大に伴い顧客獲得競争が次第に激化していたなか、自治体からの要請
で余儀なくされた度重なる営業時間短縮や休業、会費免除や休退会者の増加といった問題に直⾯した。また、スポーツ施設が感染リスクの高い施設として捉えられたことから新規会員
の獲得も伸び悩み、各社とも平時の営業状態へ回復するメドが⽴たない状況が続いている。

信⽤調査会社の調査では、昨年度（2020年4月〜21年3月）に発⽣したフィットネス（スポーツジム）事業者の倒産や廃業が累計26件に上った。19年度の23件を上回って過
去10年で最多となり、過去20年間ではリーマン・ショック直後で需要が大きく後退した2008年度の29件に迫る。
そのため、大⼿事業者でも大幅な⾚字を計上するなど非常に厳しい業況を余儀なくされ、特に経営体⼒に乏しい中⼩フィットネスクラブが耐えきれず経営破綻や事業継続を断念する
ケースが増えているほか、大⼿でも不採算店舗の整理といった動きが目⽴っている。

通期予想を含めて2020年度業績が判明した約500社のうち、7割超で前年度から売上減少となることが分かった。このうち、減収となった企業の売り上げ減少幅は平均で20％を
超えており、前年度から半減以上となった企業もある。また、減収企業のうち利益動向が判明した企業約130社をみると、約6割が最終損益で⾚字、2割では減益となり、損益⾯でも
影響を受けた企業が8割超に上るなど、コロナ禍の影響が直撃した2020年度の収益状況は厳しさが改めて浮き彫りとなっている。
背景にあるのは、コロナ禍に伴う利⽤者の急減と、それによる会費収入の大幅減がある。経済産業省の調査によると、近年のフィットネスクラブ利⽤者は累計で2000万⼈を超え、20
年間で約2倍に増加。しかし、国内で新型コロナの感染が拡大、緊急事態宣⾔の発出や新型コロナ感染拡大スポットの例としてフィットネスクラブが取り上げられたことが響き、昨年5月
には利⽤者数は2019年のわずか5％台まで急落していた。以降は感染対策を強化しながら各施設を順次再開させたものの、在宅勤務の普及や不要不急の外出自粛などで店舗へ
の来店頻度が大きく落ち込み、今年に入っても利⽤者が前年⽐7割前後の回復にとどまるなど、需要の回復は遅れ気味の状況にある。

また、顧客満⾜度調査を⼿掛けるoricon ME社が2020年11月に約5200名を対象として実施した調査では、フィットネスクラブの利⽤について現利⽤者のほぼ全員が継続を考えて
いるほか、コロナ禍で利⽤を中⽌した元会員でも7割以上が再度利⽤したいと回答。外出自粛が⻑期化するなか、改めて運動や健康への⾒直しも進んでおり、国内市場が持つ成⻑
ポテンシャルはコロナ禍でも依然として高い点が指摘できる。そのため、各社とも客⾜が伸び悩む屋内店舗型サービスから、オンライン中心のサービスや、アウトドア型のフィットネス、新型コ
ロナウイルス感染症の３密を回避した施設造りなど、新たな需要を掘り起こすことで、利⽤者の早期回復や経営の⽴て直しを模索している。



■ＧＹＭ・ＢОＸ／コンセプト

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な流⾏によって、これまで経験したことの
ない状況の中で、新型コロナウイルス感染症の「恐ろしさ」と「未知数」が高いといった特徴が⼈々
のリスク認知を高め、強い不安を喚起させたました。。その影響は個⼈内にとどまらず、社会的に
増幅され、日常⽣活の大きな変革と、経済的な損失や雇⽤の喪失などさまざまな形で社会全
体に大きなインパクトを与えています。

• フィットネスクラブが３密（密集、密接、密閉）に当たるとして真っ先に自粛に追い込まれ、同
時に会員の退会や休会が増加し本来の姿に戻れるか不透明な状況です。

• そこで、３密を回避した新たなフィットネス施設づくりを提案します。コンセプトは、「手軽に・・・、
マイペースで・・・、一人でこっそり・・・、安心して・・・、安全に・・・、」トレーニングができる施設。
⼈々の恐怖心を極⼒取り除き、withコロナとして「新しい⽣活様式」に即した施設造りが求めら
れます。

• ※発想はカラオケボックスのフィットネスジム版︕→「GYM・BOX」



■ＧＹＭ・ＢОＸコンセプト（３密を回避した施設造り）

・ボックス型になった部屋にトレーニング機器やオンライン機器を設置し、１人もしくは２名で⾏うトレーニング。
・オンラインZoomトレーニングやバーチャル映像を映しヨガ等のスタジオプログラムを1人もしくは2人で⾏うプログラム。
・人数制限を設けており密集状態にならない制度にしております。パーソナルトレーナーとのマンツーマントレーニングも可能。

密集

回避

・１人もしくは２人のトレーニングの場合は全く問題ありません。（人数制限あり）
密接

回避

・部屋内は24時間換気設備を設け、常に部屋内の空気が入れ替わります。
・それぞれの部屋を「第一種換気（機械給気／機械排気）」仕様にする事で密閉状況を回避します。
・通常換気ですと自然に汚染空気が入ってくる可能性がありますので、第一種換気で汚染空気を除去した個室空間として、常に新鮮な空
気環境を整えます。

密閉

回避



■特許・商標登録

•発明の名称︓「運動⽤の個室を備えた運動施設」
•特許第６８６５９８３号
•出願人︓ブルームプラス合同会社 花等尋将
•整理番号︓PR020613A
•出願番号︓特願2020-102738
•出願⽇︓令和2年6月13⽇
•有効期限︓出願⽇より20年

特許

•出願番号︓商願2020-070216 【GYM・BOX】
•出願番号︓商願2020-070217 【Fitness・BOX】
•出願番号︓商願2020-070218 【YOGA・BOX】
•出願番号︓商願2020-159979 【BOX・GYM】
•出願番号︓商願2020-070219 【ROOM・GYM】
•出願番号︓商願2020-070220 【ROOM・Fitness】
•出願番号︓商願2020-070221 【ROOM・YOGA】
•出願番号︓商願2021-113442 【WALL GYM】
•出願番号︓商願2021-113442 【GYM WALL】

商標
登録



■ＧＹＭ・ＢОＸとの融合

【カラオケボックス業界】 全国主要カラオケボックス運営会社の純利益の落込みと来店客の減少は深刻です。減収減益となった企業は約55％で業界の苦境はしばら
く続くと予想する。余儀なく倒産や廃業などで撤退する企業は過去10年において高⽔準となっている。⼀つの提案として、利⽤が激減した部屋やフロアーを改修し個室
型GYMにする事によって、空室率を下げ売り上げを伸ばすアイデアかと思います。オペレーションは既存システムを利⽤すれば改修コストを下げられます。

【ホテル業界】 当⾯インバウンド需要は⾒込めない中で、国内需要にフォーカスし、どう需要を取り込むか︖、どう稼働率を上げるか︖、どう単価を確保するか︖、・・・様々
な課題が山積しwithコロナとして共存しなければならない中で、需要確保の核は「付加価値」と考えております。３密を回避した付加価値の創造。⼀つの提案として、部
屋を個室型フィットネス施設に改装し宿泊者に貸し出す。フィットネスクラブを併設されていないホテルでの新型コロナウイルス影響打開策として、稼働率と付帯売上のアップ
を⾒込めるアイデアかと思います。 ①利⽤料1,000円／ｈ（例）②宿泊者専⽤ ③完全予約制 ④利⽤規約に同意 ⑤24時間利⽤可

【オフィスビル業界】 2020年3月以降、影響がオフィスビル市場にも徐々に現れております。移転や新設の延期や契約直前のキャンセルも⼀部で⾒られております。with
コロナとして共存しなければならない中で、需要確保の核は「付加価値」と考えております。３密を回避した付加価値の創造。空きオフィスを利⽤し個室型GYMを併設する
事によって、ビル自体に付加価値を付けて契約率をアップさせ、空室率を下げ賃料上昇を図るアイデアかと思います。

※稼働率の低下したエリアやお部屋の有効活⽤策としてご検討ください。



■ルームイメージ（230㎡／70坪）

【BOX】

①ビギナールーム／13㎡（４坪）

②スタンダードルーム／１９〜25㎡（６〜7.6坪）

③スタンダードPROルーム／25㎡（7.6坪）

④アスリートルーム／27㎡（8.2坪）

⑤バーチャルエクササイズルーム／14㎡（4.2坪）

⑥HOTヨガルーム（仮）

【その他】

①事務所＋受付（受付端末）

②トイレ（男⼥）

③ドリンクコーナー（プロテインbar）

④フィッティングルーム

⑤メインエントランス（入退館ゲート）

⑥ユニットシャワー、倉庫、etc

※施設のサイズや形状でBOX配置割も機器内容も変わってきます。



■イメージ平⾯図①



■イメージ平⾯図②



■イメージ平⾯図③



■カラオケボックス→GYMBOXへのイメージ変更配置例①
Before

カラオケBOX数（２８）

After

GYMBOX部屋数（12）



■カラオケボックス→GYMBOXへのイメージ変更配置例②
Before

カラオケBOX数（16）

After

GYMBOX部屋数（9）



■ビギナー＆スタンダードルーム（備品リスト）／１室



■ビギナー＆スタンダードルーム（備品リスト）／１室



■PROルーム（備品リスト）／１室



■PROルーム（備品リスト）／１室



■アスリートルーム（備品リスト）／１室



■アスリートルーム（備品リスト）／１室



■アスリートルーム（備品リスト）／１室



■バーチャルスタジオBOX

• バーチャルフィットネスは事前に制作された専⽤の動画をバーチャルシステム（プロジェクターまたは
LEDvision）にて投影し、プログラムを開催することができる画期的なシステムです。お好きなプ
ログラムを選択し本格的なグループエクササイズプログラムをBOX内にて受講できます。

• 導入するシステムは、「ラディカルフィットネス」。ラディカルフィットネスは、オリジナリティあふれるリア
ルプログラム全11種類をラインアップ。全てのプログラムは、ラディカルフィットネス独自の画期的な
フォーマット「IMF®（インテリジェント・ミュージック・フォーマット）」により作成されています。フィットネ
スプログラムの基本をなすʻ安全・効果・楽しさʼに最大限に配慮し、しかもシンプルな構成は、誰も
が参加できるプログラムとして世界で注目されています。



■ラディカルバーチャルとは①



■ラディカルバーチャルとは②

※豊富なプログラムでお客様のニーズにお応えします。（導入プログラムは選択可）



■ラディカルバーチャル システム仕様



■その他施設構成例①

シュミレーションゴルフ セルフエステ＆脱毛 タンニングマシン（⽇焼け） コラーゲンマシン



■その他施設構成例②（経費算入／売上あり）

顔認証自動ドア

エントランス

表⾯温度測定機能付きカメラ

エントランス

ゲートシステム

エントランス

券売機

エントランス

プロテインbar自販機

エントランス

カロリーバー自販機

エントランス

コールドプレス ハルジュース

エントランス

光触媒 抗菌コーティング

エントランス、BOX内

手指 除菌剤

エントランス、BOX内

オンライン パーソナルトレーニング

BOX内

パーソナルトレーニング

BOX内

ジムワイプ（清掃シート）

BOX内



■オペレーション例①

※既存のオペレーションシステムをご利⽤する事も可能です。カスタマイズしながらマッチするシステム
内容に変更し運⽤可能です。

【入会・予約・決済すべてオンライン】

株式会社hacomonoとの提携で全ての事務作業に関わる時間の削減と、キャッシュレス、経営者の未来への安心をお届けいたします。

課題・・・、

・デジタル化、オンライン化、キャッシュレス決済が進まない。

・入会⼿続きをはじめ、紙での事務作業が多い（顧客、スタッフ共に）

・予約サイトへ移⾏するとオリジナリティが無く⾒た目が良くない。

・デジタルでの顧客コミュニケーションが取れない。

・現場スタッフの電話対応、事務作業が多い。

・データ分析や資料作成に時間がかかる。 ・・・・等々、課題は多数︕



■オペレーション例②

トライアル予約、

オンライン決済

•体験予約もオンラインで完結
•会員個⼈情報の入⼒、体験料の決済が完了
•店頭での⼆重入⼒もなく会計⼿続きなし
•クーポンコードでオンラインキャンペーンも実施可能

Web入会

•入会もオンラインで完結、事務⼿続き非対⾯化
•会費、利⽤料の⽀払いはクレジットカードでOK
•会員マイページから個⼈情報変更が可能
•自分に⾒合った各種プランの選択（制限なし、回数チケットなど）

BOX（部屋）

の予約

•オンラインでBOX予約も変更も可能
•会員サイトからお客様自身で予約やキャンセル
•予約できる権利数の設定も可能



■オペレーション例③

パーソナル予約

•オンラインZoomパーソナルレッスンも可能（マッチング）
•デルフィット、ホストレ、わたしのパーソナルトレーナーなど、

会員マイページ

•自身の利⽤状況を確認
•利⽤料プランの内容、予約状況、来店履歴など全てオンライン確認

入退館

•入退館はドア連携
•Akerunシステム連携（別途資料）



■オペレーション例④

会員管理

•会員に紐づいた売上、⾏動履歴まで管理
•入会前の顧客管理、基本情報、契約履歴、来店受講履歴、売上
履歴、スタッフ間申し送り管理など
•館内利⽤者を⼀目で把握

予約管理

•館内利⽤者を⼀目で把握
•各BOXごとに予約状況を管理
•予約スケジュールは日、週、月単位で⼀括管理（⾊分け）

チケット、回数券

•予約チケット（回数券）管理にも対応
•月会費プラン以外にデジタル回数券にも対応
•有効期限や1回での予約数制限機能あり



■オペレーション例⑤

月会費管理

•月会費管理をオートメーション化
•⽀払⽅法はクレジットカード、銀⾏⼝座自動引き落としに対応
•決済、催促、再徴収をオートメーション化
•※別途決済会社と提携

データ蓄積

•会員動向、契約動向をリアルタイムで管理
•データが蓄積されればされるほど大事な経営資源に︕

管理事務所

タブレット

•オンラインでの予約や登録が難しい⽅々の為に、管理事務所にて会
員登録や予約管理も可能。



■オペレーション例⑥

月会費管理

•月会費管理をオートメーション化
•⽀払⽅法はクレジットカード、銀⾏⼝座自動引き落としに対応
•決済、催促、再徴収をオートメーション化
•※別途決済会社と提携

データ蓄積

•会員動向、契約動向をリアルタイムで管理
•データが蓄積されればされるほど大事な経営資源に︕
•LINEとの連携で会員獲得の効率アップ︕

管理事務所

タブレット

•オンラインでの予約や登録が難しい⽅々の為に、管理事務所にて会
員登録や予約管理も可能。



■オペレーション例⑦

スマートロック

•「hacomono」と「akerun」との連携で入退館記録連携
•利⽤者に与えられた1回きりの個別IDで開錠施錠
•予約＝BOX扉の連携

セキュリティ

•Amazon データセンター
•PAY.JP カード決済
•プライバシーマーク認定
•セコムorアルソック 施設全体の監視セキュリティ（非常時の通報シ
ステムも完備し、防犯、利⽤者の異常を感知し対応）

or

※施設内容に沿ったカスタマイズ可能です。



■オペレーション例⑧（流れ）

Web体験予約

（初回のみ）

Web清算

Web予約
ドリンク＆

プロテイン購入

来店→

着替え

Web清算
セキュリティID入室

トレーニング

トレーニング終了

利⽤機器清掃

退室

【お客様】 【スタッフ】

予約確認、清算確認,

売上利⽤状況データ確認、

入退館確認、

監視カメラ確認、

室内確認（忘れ物など）、

※お客様には予めWeb上にてご利⽤上の注意事項や規約を確認して頂き、なるべく来店時に
スタッフと接触する機会を少なくご利⽤できるようにすること。



■パーソナルトレーニング

•株式会社aima design／ ホストレ
•株式会社AWESOME／ Pright
•スクールカンパニー株式会社／ わたしのパーソナルトレーナー
•他パーソナルトレーナーマッチング会社や個人
地域も年齢も関係なく、いつでも・どこでもお好みの相手とトレーニングができるアプリ。パーソナルレッ
スンをもっと身近に、もっと手軽に。
•※GYMBOXご利⽤のお客様側でマッチング依頼となります。

オンライン

Zoomトレーニング

（マッチングアプリ）

•GYMBOXご利⽤のお客様側でパーソナルトレーナーと個人契約をして頂き、２名
（１︓１）もしくは３名（２︓１）にてレッスンをして頂きます。
•※GYMBOX側でパーソナルトレーナーは常駐しません。

（採⽤スタッフがパーソナルトレーナー技術を取得しているのであれば店内でのパー
ソナルトレーニング受託可能です。）
•パーソナルトレーナーは身分証（所属会社）の提示。

パーソナルトレーナー

派遣トレーニング



■導入費⽤（概算） ※お問合せ下さい。

10部屋の場合（１店舗） 50部屋の場合（5店舗） 100部屋の場合（10店舗）
１店舗あたり
加盟金 ¥3,000,000 ¥3,000,000 ¥15,000,000 ¥30,000,000
研修費用 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥5,000,000 ¥10,000,000
１部屋あたりの経費
内装工事費用 ¥600,000 ¥6,000,000 ¥30,000,000 ¥60,000,000
マシーン費用 ¥2,500,000 ¥25,000,000 ¥125,000,000 ¥250,000,000

¥35,000,000 ¥175,000,000 ¥350,000,000

特許使用料／店舗 ¥50,000 ¥50,000 ¥250,000 ¥500,000
特許使用料／部屋 ¥5,000 ¥50,000 ¥250,000 ¥500,000
商標使用料／店舗 ¥20,000 ¥20,000 ¥100,000 ¥200,000

¥120,000 ¥600,000 ¥1,200,000

イニシャルコスト

ランニングコスト／月

※その他導入する設備、備品、システムによって別途設置工事など初期導入費⽤としてかかってきます。



■導入費⽤②／その他ランニングコスト

• ①⼈件費
• ②⽔光熱費
• ③家賃
• ④消耗品（プロテイン自販機、除菌剤、除菌シート、各種飲食）
• ⑤導入システム利⽤料（オペレーションシステム、セキュリティシステム、広告宣伝SNS）
• ⑥機材備品リース料（トレーニング機器、顔認証ゲートシステム、券売機、光触媒コーティング）
• etc.



■内装イメージ



ありがとうございました。

F i t n e s s  P l a n n e r


