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Case Study 5
まず誰のどんなことに尽くしたいのかを明確化せよ

株式会社 OCEANS　CEO　渡部 広介氏

立ち上げ～推進していくうえでさら
に大事なこととして、齊藤氏は「高
い視点から見て経営判断できる力と
現場最前線でサービス提供する視点
からみた適切な意思決定力の両方を
備えていること」を挙げている。事
業責任者には、経営脳と現場脳が求
められるということだ。同氏は、こ
のことをさらにわかりやすく「この
事業を将来どうしたいと考えること
と、この店を将来どうしたいと考え
ること」と表現する。実際に、齊藤
氏の脳裏にはいつもこの２つの問い
がある。

齊藤氏は今後、当該高齢者のみな
らず、その子どもたちである現役世
代へもアプローチできないかと検討
している。さらに、日本でビジネス
モデルとブランドを確立したうえで、
日本以上に過度な高齢化を控えてい
る中国などアジアへの展開も見据え
ている。

開を視野に入れているからだろう。
FCオーナー予備軍には、指導力の
如何を問わず取り組める事業である
ことが、参入への動機につながるだ
ろうからである。

重要となる軌道修正力

最後に、「らくティブ」のような
新規事業に責任者として取り組むう
えで、キーポイントになる点につい
て訊いた。齊藤氏は、まず「計画通
りに事は進まないということに、ど
れだけ腹をくくれるかは重要」と、
覚悟の重要性を指摘したうえで、「そ
れでも改善やピポットをして、成功
に導いていかなければならない」と、
軌道修正力の重要性を強調する。そ
して、成功を目指して工夫と努力を
積み重ねる過程で心の支えとなるの
は、「事業立ち上げ前に抱いた志や
初期の目的でしょう」と語る。

志や目的を踏まえて、新規事業を

がないように、本事業の責任者とし
て注意をしているとも語る。

ビジネスモデルの確立と 
オペレーションの標準化

「らくティブ」の多店舗展開を視野
に入れている同社であるが、スケー
リングのポイントはどこにあると考
えているのだろうか？　齊藤氏は、

「顧客提案、顧客価値を担保するな
かで、最小限の投資、運営コストで
どこまで収益を増やすことができる
か、そのビジネスモデルを確立する
ことと、既述した通りオペレーショ
ンの標準化をすることです」と語る。
もちろんそう語るなかには、「事業
パートナーを得てのFC展開も選択
肢に入っている」。人材要件として、
先に同氏が「指導力も必要なのです
が、それ以上にお客さまに寄り添っ
て、心に火を灯すようなことができ
ること」を挙げていたのも、FC展

最初に決めるのは対象顧客、 
立地ありきで開発すると失敗する

かつてフィットネスクラブ成立の
方程式をわかりやすく示し、フィッ
トネス業界の成長に大きく貢献し
た中嶋良一氏、山下恭正氏率いる
コンサルティング会社、株式会社
フィットネスマネジメントに入社し、

「フィットネスクラブレフコ」のマー
ケットリサーチを担当していた渡部
広介氏。その経験を活かして、フィッ
トネスクラブ専門のマーケティング
会社、フィットネスマーケティング
社を立ち上げ、クラブ開業前の立地

選定や商圏設定などの集客対策、販
売促進や競合対策を目的とした定着
対策などをクライアントに提供して
きた。その過程で、国内のフィット
ネス関連施設もこれまでに相当数を
実査している。その後、株式会社
OCEANSを設立し、注目のブティッ
クスタジオ業態「ENERGY FIT®」

（渋谷）や「YR CLUBHOUSE」（調
布・国領）など次々と展開し、サク
セスフルに運営する渡部氏に、ベン
チャー企業がどのように新規事業を
起こし、成長させていくか、そのポ
イントを訊いた。

まず新規事業のアイデアは、どの

ように出しているのか？　渡部氏
は、意外にもアイデアそのものやコ
ンセプト、コンテンツなどよりも先
に、まず誰を対象にするのかという
こと、いわゆるターゲットの選定
を第１ステップとしていると答え
た。次に、その対象顧客が集まりや
すい立地・商圏の選定に入る。「例
えば、感度の高い若い女性を対象顧
客にしている『ENERGY FIT®』の
立地・商圏は、郊外ではなく、都心
ということになる」（同氏）。そして、
最後にコンセプト、コンテンツと考
えていくのだそうだ。ここでは、対
象顧客と立地・商圏と整合するコン
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よって、都市に暮らす若い女性たち
の感性を刺激し続けるモデルがつく
れないかと考えた。そして、「市場
にインパクトを与え、先行逃げ切り
を狙うのが必勝パターン」だと渡部
氏は語る。

鋭く顧客インサイトを突くエッジ
を効かせた業態をセンセーショナル
に打ち出すことによって、顧客の脳
裏のなかにある従来型の一般的な
フィットネスクラブのイメージを相
対的に陳腐化させるかのような戦
略をとる。意図しているかどうか
は別にして、日本では、Surf Fitや
b-monster、欧米では、Soul Cycle
やMile High Run Club、Rumbleな
ども、こうしたアプローチをとって
いるといえるのではないか。

こうした業態を成立させるために
必要なものとして、独自のテイスト
や雰囲気があろうが、渡部氏はこれ
らを担保するものとして「サブカル
チャーを醸成する資源」の重要性を
強調し、次のように語る。
「例えば、人材、空間、服装・ファッ
ション、音楽、映像、食品など、ク
ラブが提供する一つひとつの資源を
コンセプトに沿ってコーディネイト
して、対象顧客から高い評価を得ら
れるようにすることが、その業態や
店舗の寿命を長くします」

さらに同氏は、サブカルチャーの
可視化によって、それが対象顧客に
イメージよく伝播しやすいようにし
ていくことが大切であるとして、「メ
ディアミクス、とりわけSNSを最大
限活用することが欠かせない」と指
摘する。

起業家に必要となる、自信や信念

コンテンツの開発やその提供など、
オペレーションの品質はどう担保す
るのだろうか？　渡部氏は「基本的
には本部主導でパッケージをつくる

きで製品を企画開発する場合だと聞
く。やはりUX（顧客体験）を起点
に考えるのが成功への道筋なのだろ
う。さらにいえば、企画開発者もそ
のコンテンツが大好きで、習慣的に
実施していると、なお成功確率が高
まるのだろう。企画開発者と対象顧
客の脳裏に、等しく同じポジション
のサービスがイメージされるからで
ある。企画開発担当者が、ただ自身
の手柄や会社の儲けのためだけに新
規事業に取り組むのでは、失敗が見
えているといっても過言ではない。

サブカルチャーの醸成

戦略やビジネスモデルはどのよう
に構築していくのか？　また、とり
わけ重要なマーケティング要素は何
だろうか？　渡部氏は、「基軸はブ
ルー・オーシャン戦略」にあるという。

ブルー・オーシャン戦略とは、競
争の激しい既存市場を「レッド・オー
シャン（赤い海、血で血を洗う競争
の激しい領域）」とし、競争のない
未開拓市場である「ブルー・オーシャ
ン（青い海、競合相手のいない領域）」
としたときに、後者の市場を切り開
く戦略をいう。その実現には、対象
となる業界における一般的な機能の
うち、何かを「減らす」「取り除く」、
そのうえで特定の機能を「増やす」、
あるいは新たに「付け加える」こと
によって、企業と顧客の双方の価値
を向上させる「バリューイノベー
ション」が必要だとする。
「ENERGY FIT®」のケースでは、

「若年女性がプライドをもって楽し
く通えるジムがなかったため、ここ
がブルー・オーシャンだと捉えた」

（渡部氏）。そのうえで、ランを軸に
したスモールグループエクササイズ
というコンテンツとアート感覚あふ
れる空間の演出、トライブ感をつく
り出すコミュニケーションなどに

セプトを考え、それに合った空間イ
メージを描いた後、それらに対応す
るコンテンツ案を複数挙げ、そのな
かから、それぞれのコンテンツの成
熟度、立地・商圏の競合環境、フィッ
トネス市場の世界的なトレンドなど
を勘案して、１つに絞り込んでいく。

「ENERGY FIT®」を企画した際にも、
ヨガスタジオや24時間女性専用ジ
ムなど複数のアイデアが出されたが、
総合的な判断から、女性専用のラン
ニングエンタテインメント路線をと
ることを決めた。

渡部氏は、「対象顧客を最初に決
めるというのは、何も奇手ではな
く、誰のどんなことに尽くしたいの
か明確化することによって、その後
のマーケティング要素が思い浮かび
やすくなるのです。各要素が戦略的
にもフィット（整合）するので、私
にとってはごく自然な流れです」と
語っている。

また同氏は、対象顧客を都市に暮
らす感度の高い若い女性とした理由
として、「彼女たちが女性らしくずっ
と輝けるようにするためには、若い
ころに運動習慣をつけておくことが
大切で、そうしたことができるユ
ニークな空間をつくってみたかった
から」とも語っている。

事業を創造するときには、「WHY
から始めよ！」とか「動機善なりや、
私心なかりしか 」などとしばしばい
われるが、渡部氏の場合も、それが
当初よりよどみなくはっきりしていた。

逆に、失敗しがちなケースとし
て渡部氏が挙げるのが、「立地あり
きで企画開発するパターン」。対象
顧客やその顧客が得たいベネフィッ
トやエモーショナルな体験をイメー
ジせずして、「物件ありきで考え始
めて成功した事例を知らない」。同
氏はこう語る。製造業でも失敗する
パターンとして多いのは、技術あり
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ことが大事」と述べる。そのプロセ
スとしては、「まず、従来型のフィッ
トネスクラブがもつ複数のコンテン
ツを棚卸し、それぞれを一つひとつ
再評価することが大切。そのなかか
ら必要なものを組み合わせてブラッ
シュアップし、サービスとして際立
たせるようにしていく」。
「ENERGY FIT®」 の よ う な ブ
ティック業態で新規事業を起こし、
事業を持続的に成長させていくため
には、従来型のフィットネスクラブ
とは異なり、ハード以上にコンテン
ツやサービスなどオペレーションの
品質がキーになる。そこには、ユニー
クネスが必要になるため、事業化に
あたっては賛否両論となることも多い。

渡部氏の場合も、「女性専用のラ
ンニングエンタテインメント」を提
供する事業の可能性について、事前
に多くの関係者に感触を訊くと、顧
問やアドバイザーも含め誰１人とし
て賛成する者はいなかったという。
それでも同氏が事業化に踏み切った
のはなぜか？
「（総合型の）フィットネスクラブ
を運営していたときに、若い女性た
ちがマシンを使わず、いつもトレッ
ドミルで走っただけで帰っていく光
景をよく見ていましたから、ランニ
ングをクールなものとして演出でき
れば、絶対に支持されるはずとの自
信がありました」。胸を張って、こ
う言う。起業家や事業家には、こう
した経験から得た自信や信念が必要
になる。

運営人材は普段からネットワーク 
づくりを行い、そのなかからスカウト

人材の採用については、業態・
サービスの種類によってその要件も
異なることだろうが、近年、新規事
業として取り組まれることの多いブ
ティックスタジオなどでは、フィッ

◆表３　繁盛店の収支サンプル（ジム・スタジオ） ※全て税別

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
社員人件費	 ¥7,200,000	 社員 2名	 4.1
パート人件費	 ¥13,500,000	 パート 15 名	 7.6	
フリー人件費	 ¥12,000,000	 	 6.8
法定福利費	 ¥1,440,000	 社員人件費× 20%	 0.8
電気代	 ¥3,000,000	 	 1.7
水道代	 ¥3,600,000	 	 2.0
物販仕入	 ¥0	 	 	
消耗品費	 ¥1,800,000	 	 1.0
事業所税	 ¥240,000	 	 0.1
燃料費	 ¥2,400,000	 	 1.4	
広告宣伝費	 ¥6,000,000	 	 3.4	
施設管理費	 ¥6,000,000	 清掃外注費	 3.4	
リース料	 ¥0	 	 	
家賃	 ¥30,720,000	 月額家賃× 12 ヶ月	 17.4	
駐車場賃料	 ¥0	 	 	
保守管理費	 ¥0	 警備システム	 	
障害・賠償保険料	 ¥255,000	 会員数× 150 円	 0.1	
諸経費	 ¥4,407,750	 全経費5%＋ロイヤリティ	 2.5	
小計	 ¥92,562,750	 	 —
減価償却費	 ¥44,000,000	 内装・設備・備品	 24.9	
借入金利	 ¥2,666,600	 	 1.5	
小計	 ¥46,666,600	 	 —	
合計	 ¥139,229,350	 	 78.7	

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
入会金	 	 ¥900,000	 正規金額× 50%	 0.5	
会費	 	 ¥163,200,000	 	 92.2	
体験利用料	 ¥0	 	 0	
入会手数料	 ¥600,000	 正規金額× 50%	 0.3	
物販収入		 ¥6,120,000	 300 円／人	 3.5	
その他収入	 ¥6,120,000	 300 円／人	 3.5	
合計	 	 ¥176,940,000	 総売上高	 —	

	 会員種別	 入会金	 登録料	 月会費	 備考
フルタイム	 ¥3,000	 ¥2,000	 ¥8,500
ファミリー	 ¥3,000	 ¥2,000	 ¥8,000
デイタイム	 ¥3,000	 ¥2,000	 ¥7,000

	 項目	 金額	 備考
敷金	 	 ¥25,600,000	 10 ヶ月分
保証金 +礼金	 ¥0	 0 ヶ月分
仲介手数料	 ¥2,560,000	 1 ヶ月分
開業準備費	 ¥10,000,000	 　受付事務所・研修費・人件費
宣伝広告費	 ¥8,500,000	 5,000 円／人
マシン機器	 ¥60,000,000	
内装工事 +設備	 ¥160,000,000	
合計	 	 ¥266,660,000

料金体系

首都圏駅前立地／ 2スタジオ／シャワー設備有	 	

会員数	
1700 名

平均客単価／月	
8,000 円

面積	
320 坪

面積単価	
8,000 円

入会数／月	
50 人

体験者数／月	
0 人

利益

費用

売上高

初期支出

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
店舗損益	 ¥37,710,650	 	 21.3
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トネス業界の人材よりも、エンタテ
インメント業界やショービジネス、
スポーツ業界といった分野の人材が
インストラクターとして起用される
ことが多くなってきている。

渡部氏に、そうした人材をどう採
用しているのかと訊くと、次によう
に答えた。
「普段から自身が開業したいと望む
業態のスタッフとしてもふさわしい
人材とのネットワークを築いておく
ことが大事。そして、いざとなった
ときに、そのネットワークのなかか
らスカウトするようにします」

さらに、「スカウトした人材から、
ふさわしいと思われる友人・知人を
紹介してもらい、採用していきます」
と、言葉を続ける。公募はあまりな
じまないようだ。

事業資金については、まず自身が
これまでに経験で培った経営・運営
に関する経験とノウハウを、コンサ
ルティングサービスや運営受託と
いったスタイルでクライアント企業
に提供する。そして、一定期間でさ
らに自身の経験とノウハウを高めな
がら相応の資金を貯め、さらに不足
する分を銀行借り入れで補うという。

基本となる 
プログラム・サービスの標準化

オペレーションに際しては、もし
ビジネスをスケールさせたいなら、
基本となるプログラムや提供方法の
開発、つまりプログラム・サービス
の標準化が最も重要になると、渡部
氏は指摘する。逆にいうと、暗黙知
による属人的な運営をしていては、
組織知になりにくいため、スケール
させにくいということだろう。基本
的なプログラム・サービスは、でき
る限り形式知化、すなわちマニュア
ル化することが大事ということだ。
経営者であるトレーナーの個性を活

◆表４　繁盛店の収支サンプル（24 時間ジム） ※全て税別

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
社員人件費	 ¥0	 社員 0名	 	
パート人件費	 ¥7,800,000	 パート 6名	 	 12.7
フリー人件費	 ¥0	 	 	
法定福利費	 ¥0	 社員人件費× 13%	 	
電気代	 ¥2,400,000	 	 	 3.9
水道代	 ¥2,400,000	 	 	 3.9
物販仕入	 ¥0	 	 	
消耗品費	 ¥2,400,000	 	 	 3.9
事業所税	 ¥0	 	 	
燃料費	 ¥2,400,000	 	 	 3.9
広告宣伝費	 ¥3,840,000	 	 	 6.3
施設管理費	 ¥0	 	 	
リース料	 ¥0	 	 	
家賃	 ¥16,200,000	 月額家賃× 12 ヶ月	 26.4	
駐車場賃料	 ¥0	 	 	
保守管理費	 ¥0	 警備システム	 	
障害・賠償保険料	 ¥105,000	 会員数× 150 円	 0.2	
諸経費	 ¥6,677,250	 全経費5%＋ロイヤリティ	 10.9	
小計	 ¥44,222,250	 	 	 —
減価償却費	 ¥1,166,667	 内装・設備・備品	 1.9	
借入金利	 ¥935,500	 	 	 1.5
小計	 ¥2,102,167	 	 	 —
合計	 ¥46,324,417	 	 	 75.6	

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
入会金	 	 ¥0	 	
会費	 	 ¥58,800,000	 クレジット請求	 96
体験利用料	 ¥0	 	
入会手数料	 ¥1,200,000	 正規金額× 50%	 2.0
物販収入		 ¥0	 0 円／人	
その他収入	 ¥1,260,000	 150 円／人	 2.0
合計	 	 ¥61,260,000	 総売上高	 — 	
	

	 会員種別	 入会金	 登録料	 月会費	 備考
フルタイム	 ¥0	 ¥5,000	 ¥7,000

	 項目	 金額	 備考
敷金	 	 ¥13,500,000	 	 10 ヶ月分
保証金 +礼金	 ¥0	 	 0 ヶ月分
仲介手数料	 ¥1,350,000	 	 1 ヶ月分
開業準備費	 ¥8,000,000	 加盟金・開業監修費・研修費・人件費	
宣伝広告費	 ¥700,000	 	 1000 円／人	
マシン機器	 ¥25,000,000	 	
内装工事 +設備	 ¥45,000,000	 	
合計	 	 ¥93,550,000	 	

料金体系
会員数
700 名

平均客単価／月	
7,000 円

面積	
90 坪

面積単価	
15,000 円

入会数／月	
40 人

体験者数／月	
0 人

利益

費用

売上高

初期支出

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
店舗損益	 ¥14,935,583	 	 24.4

首都圏駅前立地／シャワー設備有	
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かして、マイクロジムを１～２軒だ
け開業してスケールを目指さないと
いうことであれば、この限りではない。

基本となるプログラム・サービス
の標準化に取り組む際に重要なこと
の１つとして、渡部氏は「ビギナー
への指導方法の確立」を挙げる。例
えば「ENERGY FIT®」では、ラン
ニングエンタテインメントをコンセ
プトにしたブティックスタジオであ
るにも関わらず、“走れない”人が多
い。一方で、お客さまからは走れる
ようになるためのパーソナルトレー
ニング（有料）への需要が最も高い
ため、この指導・ケア方法をマニュ
アル化し、トレーナーへの教育・育
成を徹底しているという。新人ト
レーナーの教育研修は、こうした内
容を含めて基本的に30 ～ 50時間
をあてている。しかし、どうしても
人物単位で克服しなければならない
課題も出てくるため、お客さまが少
ない時間帯を利用して１対１での教
育・育成も行っている。

また、渡部氏はオペレーションに
関して重要なこととして、「やらな
くていいことを決めて、はっきりと
その旨を指示すること」を挙げる。

プログラム構成も重要となろ
う。現在「ENERGY FIT®」も「YR 
CLUBHOUSE」も、ビギナーから
上級者まで対応できるようにクラス
は構成しているが、「初心者クラス
に偏る傾向が顕著」とのことである。
インストラクターによるお客さまへ
の案内（誘導）については、渡部氏
は今後の課題としている。

都市郊外や地方などでも成立する
モデルの確立

スケーリングに関しては、アー
リーステージでは、すでに記してい
る基本となるプログラム・サービス
の標準化を軸とするビジネスモデル

◆表５　繁盛店の収支サンプル（ホットヨガスタジオ）  ※全て税別

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
社員人件費	 ¥7,200,000	 社員 2名	 16.7	
パート人件費	 ¥7,200,000	 パート 10 名	 16.7	
フリー人件費	 ¥0	 	 	
法定福利費	 ¥936,000	 社員人件費× 13%	 2.2	
電気代	 ¥1,200,000	 	 2.8	
水道代	 ¥1,200,000	 	 2.8	
物販仕入	 ¥735,000	 物販収入× 70%	 1.7	
消耗品費	 ¥600,000	 	 1.4	
事業所税	 ¥0	 	 	
燃料費	 ¥1,200,000	 	 2.8	
広告宣伝費	 ¥2,400,000	 	 5.6	
施設管理費	 ¥0	 	 	
リース料	 ¥0	 	 	
家賃	 ¥6,000,000	 月額家賃× 12 ヶ月	 13.9	
駐車場賃料	 ¥0	 	 	
保守管理費	 ¥360,000	 警備システム	 0.8	
障害・賠償保険料	 ¥52,500	 会員数× 150 円	 0.1	
諸経費	 ¥1,454,175	 全経費 5%	 3.4	
小計	 ¥30,537,675	 	 —	
減価償却費	 ¥458,333	 内装・設備・備品	 1.1	
借入金利	 ¥915,000	 	 2.1	
小計	 ¥1,373,333	 	 —	
合計	 ¥31,911,008	 	 74.1	

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
入会金	 	 ¥360,000	 正規金額× 50%	 0.8
会費	 	 ¥39,900,000	 クレジット請求	 92.6
体験利用料	 ¥360,000	 	 0.8
入会手数料	 ¥360,000	 正規金額× 50%	 0.8
物販収入		 ¥1,050,000	 250 円／人	 2.4
その他収入	 ¥1,050,000	 250 円／人	 2.4
合計	 	 ¥43,080,000	 総売上高	 — 	
	

	 会員種別	 入会金	 登録料	 月会費	 備考
月 4回	 ¥3,000	 ¥3,000	 ¥9,000
月 8 回	 ¥3,000	 ¥3,000	 ¥11,000
フルタイム	 ¥3,000	 ¥3,000	 ¥13,000

	 項目	 金額	 備考
敷金	 	 ¥5,000,000	 10 ヶ月分
保証金 +礼金	 ¥0	 0 ヶ月分
仲介手数料	 ¥500,000	 1 ヶ月分
開業準備費	 ¥5,000,000	 　受付事務所・事務所備品・人件費
宣伝広告費	 ¥3,500,000	 10,000 円／人
内装工事+設備	 ¥27,500,000	
合計	 	 ¥41,500,000

料金体系
会員数
350 名

平均客単価／月	
9,500 円

面積	
50 坪

面積単価	
10,000 円

入会数／月	
20 人

体験者数／月	
30 人

利益

費用

売上高

初期支出

	 項目	 金額	 備考	 売上構成比（%）
店舗損益	 ¥11,168,992	 	 25.9

首都圏駅前立地／ 1スタジオ／シャワー設備有	 	
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Case Study 6
白地のキャンバスに、自由に絵を描け

株式会社大丸プランニング　取締役　事業本部長　江原健次氏

コンテンツだけでは差別化は困難
ほかの要素との組み合わせが大事

最後に、ベンチャー企業が新規事
業に取り組む際のポイントを挙げて
もらった。
「コンテンツだけで競おうとしても
限界が訪れるでしょう。たとえ一時
サクセスフルに展開できたとしても、
すぐに大手が力任せに同じ業態で勝
負をかけてきたり、自社と似たよう
なプレイヤーに真似されたりする可
能性もあります。そのコンテンツの
ブーム自体が終焉し、業績が急降下
するリスクもあります。ほかのマー
ケティング要素との組み合わせで、
独自または新しいビジネスモデルを
構築する能力自体を高めることが大
事になるでしょう」（渡部氏）

このようにして、渡部氏は立地や
施設、料金システム、プログラム・

の確立のほか、「ゴールドジム」を
展開する株式会社THINKフィット
ネスがそうしたように、できるだけ
イニシャルコストをかけないで開
発・運営をすることが大事になると
指摘する。具体的には、居抜き物件
への出店や自社製品・サービスの活
用などである。また、渡部氏は、都
心などの一部エリアだけでなく、都
市郊外や地方などのエリアでも成立
するモデルを確立することの大切さ
も指摘する。例えば「カーブス」の
ようなモデルが確立できなければ、
店舗数は自ずと限定されてしまう。
同氏が、「YR CLUBHOUSE」を開
発し、そのモデルの確立を急ぐ理由
も、この文脈上にある。

さらに、渡部氏は経営上の右腕と
なって経営者を補佐する人材をつく
れるかどうかも、スケーリングには
重要であると指摘している。

サービス、人材、プロモーションな
どの組み合わせで、創造的に差別的
優位性をつくり出すことの重要性を
口にする。

ただ実際にこうした差別的優位性
をつくり出し、オンリーワンのスタ
ジオやジムとして対象顧客から評価
されるようになるためには、渡部氏
が若かりしころからそうしていたよ
うに、よき師について学び続けてい
ることが大事だろう。急にできるこ
とではないのだ。経験や学習の蓄積
は必須といえよう。

とくにブティックスタジオは、空
間演出や人材が醸し出すサブカル
チャー的な雰囲気が重要となるため、
モチーフとなるサブカルチャーにつ
いて好奇心旺盛に関わろうとしてい
ることが求められよう。そうした行
動からセンスが培われるのではない
だろうか。

まずは行動することが大切

「（新規事業の）アイデアは、フィッ
トネス業界ではないところから得る
ようにしています」
「ace-axiscore」のブランドでジム・
スタジオ型フィットネスクラブを運
営しつつ、フィットネス業界の常識
にとらわれず自由な発想から、コ
ラーゲンスタジオやエステティック
サロンなど、次々と新しい業態やプ
ログラムを開発し、展開している株
式会社大丸プランニング（以下、大
丸プランニング）。同社の中核にい
て、その軸を回し続ける同社取締役
事業本部長江原健次氏は、先ほどの

ように述べる。業界だけでなく、国
境や時代という枠も超えて、高いレ
イヤーから世界を眺め、対象となり
そうな市場を見つけたり、そこに対
応するアイデアを見つけようとして
いるのだ。実際、江原氏は、アメリ
カやヨーロッパ、アジアの各エリア
にネットワークを築き、ライフスタ
イルやサブカルチャーに関する様々
な最新情報を入手している。「これ
だ！」と思えば現地にも出向く。ラ
イフスタイルやサブカルチャーの発
信源に自ら出向き、そこにいる人々
と直接コミュニケーションを交わし、
アイデアを得る、いわゆる「弱いつ
ながり」を大切にしているのだ。

さらに、ビジネスにつながりそう
なアイデア自体に気づいたら、すぐ
にそれをサービスモデルにデザイン
して実際に出店するところまで実行
するのが、江原流だ。「やっちゃお
うぜ！というノリが大事」と言う。

できないことは、何もない

戦略やビジネスモデルの構築も、
既成の価値観や常識などを排し、ま
るで白地のキャンバスに自身の絵筆
で自由に絵を描くようにして取り組む。
特徴的なのは、多くのビジネスパー
ソンが外部に委託するだろう部分を
自社でなんとかしてサプライチェー
ンを構築してしまうところだろう。


