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参加者のご意見の紹介参加者のご意見の紹介

本日はオンラインセミナーに参加させて
頂き誠に有難うございました。
貴重なご意見を聞けてとても参考となり
ました。
ご質問について、オンラインでできなか
った為メールにて失礼します。

・学校の水泳授業の受託について
他の自治体では事例が増えている本件に
ついて、具体的にどのような経緯で受託
する事となりましたでしょうか。可能な
範囲で教えて頂ければ幸いです。
※現在、当クラブの所在地の広島市では
民間委託の実例が無く、個別に教育委員
会にアプローチをかけていますが、なか
なかまだ腰が重いのが実情です。

・指定コース入会キャンペーンについて
イメージとしては、平日１５時台や１６
時台の少ない時間帯を逆手にとったキャ
ンペーンでしょうか。興味はあるのです
が、例えば正規入会後に他の時間帯へ移
動されるとかの対応はどうしていらっし
ゃいますでしょうか。

・カムバックキャンペーンについて
１１月、１２月に実施をされるというク
ラブさんが何件かいらっしゃいました。
具体的な内容を差し支えない範囲で教え
て頂ければ幸いです。（対象、アプローチ
方法、キャンペーン内容）

&
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いつもお世話になっております。
本日は大変有意義なセミナーにご招待い
ただきまして、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
特に、他社様の事例についてお伺いでき
ましたこと、なかなかないチャンスです
ので、有意義なものになりました。事例
ご提供いただきました、クラブ・スクール
様にも感謝申し上げます。
テーマ2、各スクールにおけるコロナ対策
の意見で出て参りました、数社合同で実
施されましたオンラインスイム競技会は、
コロナ禍における、競技会のDX化という
意味で大変興味深く、今後の可能性を感
じます。
一か所に集まる競技会ではなく各会場に
分散することでリスクが少なくなるメリ
ットの他、

❶参加者それぞれが慣れた環境で参加で
きるメリット。

❷種目毎に予選、準決勝、決勝とレース数
を重ねながら、人数を絞り込んでいく従
来方式に対し、通信のタイムレースなら
ば、参加会場×それぞれのプールのレー
ン数の人数が決勝に参加でき、より多く
の子供達のモチベーションが上げられ
るメリット。

❸ネット配信では、レース間にスポンサ
ー企業のＣＭを配信でき、スポンサー収
入が得られるメリット。

などなど、これからの時代にマッチした
新しい競技会の形を創ることが出来る可
能性を感じます。
御社ならではの、協会の垣根を取り払っ
た企画が、手前どもの業界の発展に、大き
く貢献していることに感謝しています。
ありがとうございます。

参加者からのご意見をご紹介 お世話になっております。本日は有難う
御座いました。貴重な意見交換を聞けて
勉強になりました。添付ファイルにて資
料を送信させて頂きます。お手数では御
座いますが、ご確認願います。また、セミ
ナー中に質問できなかったのですが、冒頭
に夏の短期教室で会員が増えた事例が横
棒グラフで示されていましたが、コロナ禍
なのに会員が増えた理由はどこにあるの
でしょうか？ご教示願います。

いつもありがとうございます。
本日のオンラインセミナー見学だけでし
たが、とても勉強になりました。途中参
加させていただきありがとうございまし
た。またよろしくお願いいたします。

学校での水泳授業受託について
傷害保険については、クラブ側がかける
のか、学校側がかけるのかどちらか？
クラブ側がかける場合は見積金額に含ん
でいると思うのですが。

3密を避けるためにも少人数制スクール
が必要かと思いますが、経営していくに
は、指導力、指導者の質を向上して、会費
の値上げが必要かと思います。

皆様のクラブにて実施されております事
例等、数多く伺いたいと思います。
また、皆様のクラブにおいての、現在の取
り組み課題等伺いたいと思います。

2020/11/16
オンラインセミナー
情報交換会レポート

【その他】
アンケートにご協力できていなくて恐
縮です。当クラブの実情は、春の休業の
為に新規入会の数が激減した為、会員数
は一時期２割減となりました。退会に
ついては、他のクラブがおっしゃる通り、
「退会予定の方が早く退会した。」という
印象でしょうか。とにかく春に新規入会
の活動ができなかった事が今も経営に響
いています。（１割５分減まで戻してき
ました）６月以降、通常営業となり社員一
丸となり新規勧誘につとめております。

×＝夏の連続３日間短期教室→人数制限、
開催コース減、および入会率の低下＝１
５％位

〇＝本科コースの体験教室（週１コース
１ヶ月）→通常は春と夏のみ開催のとこ
ろ、７月より継続して実施しています。

入会率は８０％程度と高く、この１１月
はこの時期としては驚きの人数（10コー
ス27名）の参加となっています。しかし
ながら、大手のフィットネスさんも含め
この方式が増えてきており、ディスカウ
ントも激しいクラブもあります。何か特
色を出さないとと思っているところです。

【Go Toについて】
経産省の広島の出先の方と話をする機会
が複数あり、見るスポーツではなくする
スポーツでの「Go To スポーツ」キャン
ペーンをして欲しいと個別に陳情しまし
た。しかしながら残念ながらGo Toの
施策は現在出ているものが今のところ全
てだそうです。
関東の方のお力は強いかと思います。
ぜひ中央よりお願いを頂ければと思って
います。ちなみに、Go To イベントでは
水泳の短期教室が対象になるという事で
したので、事務局と話していますが、「チ
ケット１枚で１回」という決まりがある
為、複数回の短期教室をこのキャンペー
ンに載っけるのはなかなか至難の業です。
１回限りのコースはうちは無いので（無
料体験はある）もし１回コースがあると
ころはすぐにでも申請されたら良いかと
思います。（ただしチケット発券業者に
なるのは難しいのでこのキャンペーンの
発券事業者に委託が必要です。）
以上、いろいろ書きましたが、どうぞ宜し
くお願い致します。

・コロナ禍での集客について
・各スクールにおけるコロナ対策
・経営環境の変化による労働問題
意見交換

日本スイミングクラブ協会
関東支部

東京都スイミングスクール様

東京都協賛企業様

川崎市スイミングスクール様

広島県スイミングスクール様

茨城県・千葉県スイミングスクール様

東京都スイミングスクール様

広島県スイミングスクール様
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スイミングクラブ

フィットネスクラブ

カルチャースクール

業種　※複数回答可
21 件の回答

増えた

減った

例年通り

短期教室/体験教室を開催していない

随時通常練習時体験会を募集前年比
　7月63％ 8月200％ 9月94％ 10月80％ の状況

例年より日数、本数が取れなかった。
5日間2本通常クラス月短期3本少人数短期2本

［コロナ関連］夏の短期教室 /体験教室の参加数は例年に比べいかがですか？
22 件の回答

チラシ

チラシ（ポスティング）

チラシ（その他 既存会員への配布、
地域誌への掲載など）
ホームページでの公開

リスティング広告

SNS広告

提携幼稚園、保育園へチラシ配布

［コロナ関連］夏の短期教室 /体験教室告知はどのようにされましたか？※複数回答可

18 件の回答
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企 画 制 作 室レポート
日本スイミングクラブ協会関東支部・ライム共催セミナー

事前アンケートの結果とご報告

テーマ1 コロナ禍での集客について 意見交換

コロナを理由に休会、退会されている方へ向けて行っている取り組み

2020年　夏の短期教室を振り返り

今回のテーマは以下の３つです。

株式会社ライムでは、11/16（月）日本スイミングクラブ関東支部様と共催にて、オンライ
ンセミナー・情報交換会を開催しました。コロナ禍においても、集客・売り上げの確保は大
切です。何より、経営の根幹は会員数×客単価です。この２つを上げる努力をしていかなく
てはいけません。 
初のオンラインでのセミナー・情報交換会になりましたが、オンラインと言う事で、関東地
区以外でも中国地方や四国地方などからの参加者もいらっしゃいました。

意見交換の中で、「少人数制で実施して、満員御礼。夏の体験入会率は80％を超えている。」「短期教室を実
施してよかった。」「冬や春も実施する。」という積極的な声が聞かれました。
アンケートによるとお手紙、電話の連絡、動画の配信が目立ちます。
中でも紹介キャンペーンを開催し、コアな会員に誘ってもらったという声もありました。（表3）

「コロナ禍で、退会者は出ているが、そもそも3月に退会する予定だった方が、退会されている。」と感じてい
るという意見が多くありました。
また、「2020年3月4月の休校時のお休み分を会費を相殺せずに、振替券を使っての振替対応を2021年3月
までの1年間にしている。振替券を幅広く使っていただくために、通常の振り替えの他に　・プライベート
レッスン　・水泳の会員がカルチャースクールでの振り替えが使える　・親御さんが大人の水泳レッスン
に使える　・親御さんが系列クラブのフィットネス施設を使える　などして対応されていたということで
した。その他、11月・12月でカムバックキャンペーンを実施するという意見もありました。

事前のアンケートによると、夏の短期教室を開催しなかった、あるいは中止にしたと言うスクールもあり
ました。開催された中では、参加者数は例年通りと言う声よりも、減ったと言う声が多い様です。（表1）
これは、密を避けるために定員を減らしたことや、夏休みの短縮などで時間が取れなかったことも要因だ
と思われます。また、参加者が増えたという声もありました。
短期教室の告知方法ですが、ホームページやSNS、チラシと続いていきます。（表2）

夏の短期教室/ 体験教室告知はどのようにされましたか？
※複数回答可　18件の回答

夏の短期教室/ 体験教室の参加数は
例年に比べいかがですか？　22件の回答 （表2）

特になし メール配信 11 月にリターンキャンペーンを実施する

担当コーチより電話にて、館内の感染対策をお伝えした。           低学年の休会者にむけてお手紙をお配りした。

youtubeを活用して動画トレーニング配信。休会期間中にオンライン（スタジオレッスンライブ配信・パーソナル
トレーニング）を利用できるよう会員制度を変更。退会休会者ともに施設の安全対策や現在の混雑状況を案内。

休会、退会の方には毎月の電話連絡。また、6月から3か月間の再入会キャンペーンを行い、復帰しやすい環境にした。

休会者に関しましては、6 月までは無料休会　退会者に関しましては、退会後も 12 月まで振替消化可能。

6 月で特別無料休会をやめて 7 月から通常に戻した。映像にて感染対策を作成しチラシ、SNS、ＨＰに載せ、
蜜にならない対策を前面に打ち出して休会者を減らした

紹介者キャンペーンを行い、現会員に退会者を誘ってもらった

［コロナ関連］コロナを理由に休会や退会されている方に向けて、行っている取り組みが
あれば教えて下さい。
11 件の回答

（表1）

3

2

1

経営環境の変化による労働問題
意見交換

テーマ
ゲスト講師

臼井 正視
社会保険労務士

各スクールにおいてのコロナ対策
意見交換

テーマ

コロナ禍での集客 意見交換

テーマ
ファシリテーター

谷口 和久
株式会社ライム

ファシリテーター

谷口 和久
株式会社ライム

16（88.9%）

13（59.1%）

42.9％
14.3％

9.5％
28.6％

役職　※複数回答可
21 件の回答

コーチ・インストラクター
支配人、マネージャー
経営層
元経営層
店舗開発

出席者の役職

（表3）

※複数回答可　21件の回答出席者の業種

スイミングクラブ

フィットネスクラブ

カルチャースクール

21（100%）

10（47.6%）

4（19%）
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今後の経営シミュレーション

テーマ2　各スクールにおけるコロナ対策の意見交換今後の販促活動について

コロナの騒ぎがいつ収束するのか？明確には分かりませんが、 参加された経営者の中には、「アクセルを
踏んで、販促活動を強化することは考えていないが、スイミングに限らず、運動教室など他のプログラムの
拡充や屋外を使ったプログラムの開発などを積極的に行っていく。」との意見もありました。
また、アンケートの声で、指導者の指導力の質を上げて会費の値上げが必要かと思います。」との声があり
ました。

事前のアンケートによると営業自粛から、営業再開後の会員様の声として、ポジティブな事が多いようです。（表6）事前アンケートの声によると近隣の幼稚園や学童クラブへの営業活動を行うという声が多くあります。（表4）

その中で注目されたのは、自治体の学校水泳の授業の受注を目指すという声です。特に2020年度は、学校の
水泳授業を見送る学校が多く見受けられました。2021年度においても、見送る予定の自治体があるという
声も聞きます。また、ルネサンス社が、千葉市の小学校の水泳授業を受託したとのニュースもありました。
今後は、水泳授業の受注が売り上げの１つの柱になる可能性があるのではと思っています。

スイミングスクールの取り巻く環境で言えば、子どもの数は確実に減っていきます。学校教育においても、
英語やプログラミング授業の必修化で習い事として、優先度は下がっていくでしょう。
セミナーの中では、実際に今年ある中学校の水泳授業を受託をした企業から、具体的な授業の内容、スクー
ルバス、授業単価、問題点などの共有が行わました。
また、「密にならない平日の指定コースへの入会キャンペーン」の意見も出されました。（表5）

11月の段階では、夏から秋にかけて各スクールで行っているコロナ対策は、変わらずという声が一番多く、
緩和、強化のそれぞれ同数の回答が続きます。（表7）
意見交換の中では、各スクールで行われているコロナ対策の事例の共有などが行われました。（表8）
数社合同でオンラインレースを開催しているスクールの話として、「公の水泳大会の中止が相次ぎ、子ども
目標が立てにくいなどの声もあるなか、参加者の声は上々。」との声もありました。

入会キャンペーンの特典の充実

キャンペーン 安売りはしない

チラシを増やす、再開する

チラシを減らす

インターネット広告を増やす、再開する

インターネット広告を減らす

近隣の幼稚園や学童クラブへの
営業活動を行う

自治体へ学校水泳授業の受注を目指す

館内での感染予防対策、健康、運動の
良さをPRし退会防止に力を入れた

利用者の声をＰＲに使用

地域への支援活動を引き続き行う

［コロナ関連］今後の販促活動は　どのように行っていきますか？　※複数回答可
21 件の回答

再開を喜んでくれた。感染予防対策がしっかりしていて安心した。　　　換気が多くプールが寒い

概ねご理解いただいているが、成人会員の方はドライヤーの利用をしたいとの声が大きい。

対策をしっかりしてくれているので安心して利用できる　　　　再会して感謝　ポジティブ意見多数

館内の利用規制に関する要望（利用規制の緩和等）　　閲覧席の再開　サウナ使用はいつからできるかなどのお声があった　　　　　　

身体を動かせて嬉しい。子どもの
ストレス解消になるので助かる

ドライヤーを撤去したら、女性会員から不満の声が上がった。

再開を喜ぶ声が圧倒的に多いです。
対策に対しては、理解を示してくれます。

再開への感謝、対策への安心、サウナを
再開するまでは再開の要望が多かった。

成人会員に関しましては、再開に関しありがたい声を沢山い
ただいている反面子供保護者に関しては、HP 等でお知らせ
しているが、休会・退会等手続き締め切り期限後、
手続きを求める不満が多くありました。

レッスン定員を増やしてほしい。プールでの会話がマスクが
ないのに近すぎてなんとかしてほしい。レッスン WEB 申込が
出来ないのと直ぐに埋まってしまい取れない

［コロナ関連］会員様から寄せられる声はどのようなものがありますか？
13 件の回答

自宅で水着を着てくるようにお願い

NSP•MIOX で除菌 オゾン発生器設置　更衣室拡張

プールサイド入場前の混雑・授業終了後の更衣室の蜜を回避
するため、泳力級により時間差での入退場を実施している。

入り口→検温器、消毒液、ロッカーやマシンを拭くタオルの設置
更衣室→扇風機、近くに子供用手洗い場の設置　

各所へ手指消毒用アルコール設置、サーキュレータ、
オゾン発生器設置
受付：パーテーション設置
更衣室：下駄箱の撤去、ロッカー増設
プール：タオル掛けの設置、シャワー増設

体操場を改修し更衣室の拡充にあて、体操はプールサイドにて
実施しています。

ロッカーのスペース確保　サーキュレーターの設置や換気の徹底
アルコールの設置　進級テストの開催方法の変更

仮設ロッカー設置

手指消毒・館内入場および利用規制・時間短縮

入り口手指消毒・受付シート設置・体操場に簡易更衣室設置や
時間差利用など

スイミングクラブ協会・FIA ガイドラインに従い営業しております。
ロッカーに関しては、利用人数 10 名を管理し利用していただいて
おります。

更衣室を大きく場所を取り増設。入場時間、練習時間をずらし蜜に
ならない様にした。入口にアルコール消毒、検温チェカカードを
配布。シャーの増設。ギャリーの閉鎖。レッスン申込を全て web
申込に変更した。ロッカーを全てセルフ利用に変更した。

一部ギャラリーを更衣室に ロッカーの拡張

受付アクリル板の設置　サウナ使用禁止　閲覧席使用禁止

毎時間消毒、入館時体温測定

［コロナ関連］館内（受付、プール、更衣室等）で行っているコロナ対策を教えてください。
19 件の回答

（表6）

緩和した

強化した

変わらず

施設利用時のマスク利用を、クローズ
タイプだけでなくマウスシールドなど

オープンタイプも可とした

［コロナ関連］春から夏、秋にかけて、対策ガイドラインは緩和されました？強化されました？
24 件の回答

（表7）

（表4）

（表5）

（表8）

指定コースにご入会すると…

初月月会費

無料!無料!

質問！ 指定コースって
どんなコースですか？

感染防止対策として、分散
を目的とした定員に余裕が
あるコースを指定しています。
詳細は、フロントか、お電話
でお問い合わせ下さい。

指定コースとは…

教えて
！

な
ん
と
！

さらにさらに
特典1の初月月会費 半額が…

［コロナ関連］春から夏、秋にかけて、対策ガイドラインは緩和されました？強化されました？
24 件の回答

参考例



テーマ3　経営環境の変化による労働問題　意見交換
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最後のテーマは、経営環境の変化により労働問題についてです。 
コロナ禍におけるものはもちろんの事ですが、スイミングスクールにおける過去の労働問題の課題を業
界の皆様と共有し、業界として労働環境の改善につながるように、恒常的なテーマとして、今後のセミ
ナーのテーマの１つにしていきたいと思っております。
オンラインセミナー当日は、 スイミングスクールの現場を知る社会保険労務士、臼井正視氏をお招きし
て、専門家の立場からご意見を伺いました。
事前アンケートの声に沿って、管理監督者と管理職との違いについて、ダブルワークを認める場合の就
業規則などの注意点、政策としてのダブルワークについて国の考え方の解説、消毒など現場の作業量の
増加が伴う際の注意点、社員が”濃厚接触者”になった際の給与面の取り扱いの注意点などの意見交換が
行われました。

自粛期間中にスイミングコーチがどのようなリモートワークを行っていたかなど、意見交換がされま
した。アンケートによると、会員向けのビデオレターなどの制作、動画の作成が多いように見受けられ
ます。

またダブルワークを認める上でも、「不可のケースを具体的に記載」、「競合、企業機密保持記載必要」、
「健康管理の記載が必要」というように具体的な就業規則の記載のポイントを臼井氏に説明いただきま
した。

コロナ禍でのダブルワークについて。

特にありません。

リモートはどう管理するのか？見てないからわからない。在宅ワークはどう管理するのか？

管理監督者とはを詳しく知りたいです。

作業内容が増えて通常業務の負担になっている（消毒など）

特になし

［労働問題］現場で起こった労働問題はありますか？ある場合は、
どのような事例がありましたか？
6 件の回答

zoom レッスン　無料　有料　の両方　

会員向けビデオレターの作成、映像資料の作成

再開後の準備・お客様へ発信するインスタ・ユーチューブ更新・・コロナ後の営業ニュースタイルの構築・
他クラブ状況入手・情報交換。

動画の作成

［コロナ関連］リモートワークを実施されたクラブさんに質問です。
在宅にて何をされていますか？
4 件の回答

ダブルワークを認める場合の就業規則への記載ポイントや、ダブルワークを行うスタッフが本業（当社）
業務への影響がでないように会社として管理を行うポイントはあるか

セミナーをお聞きし、相談があり次第その場でご意見を伺います。

スタッフが濃厚接触者等となり自宅待機となった場合の対応 ( 給与補償・有給・欠勤扱い ?)

特になし

［労働問題］セミナー当日、社労士への相談事項がありましたら教えてください。
4 件の回答

労働基準法第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
2号
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取扱う者
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場 労働時間、休憩及び休日に関する規則の枠を超え
て活動 重要な職務と責任
現実の勤務内容
職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ総合的に判断

最高裁判例
❶経営に関する決定に参画
❷自己の出退勤をはじめとする労働時間に裁量権
❸地位と権限にふさわしい賃金上の処遇 

東京地裁
❶職務内容がある部門全体の統括的立場
❷部下に対する労務管理上の決定権限につき一定の裁量権 人事考課・機密事項に接している
❸管理職手当等が、時間外手当が支給されないことにを十分に補っている
❹自己の出退勤を自ら決定する権限

自粛期間中にスイミングコーチがどのようなリモートワークを行っていたか

ダブルワークの注意点管理監督者の定義
ダブルワーク
促進の意図
労働者の多様な働き方の支援
退職後のキャリア形成

労働者
所得向上
本業に活かせる経験

企業
労働者のスキル向上
人材の流出防止

少子高齢化による労働力不足補填
年金不安を補う退職後の収入確保

副業・兼業を行っている人は、高所得者層と低所得者層に二分
されている

企業は労働時間以外の労働者の行動を制限できない
裁判例や学説においては、勤務時間以外の時間をどのように過
ごすかは基本的に労働者の自由であること

競業避止義務・秘密保持義務違反
例外的に副業・兼業禁止が可能となるケースとしては、
① 本業への労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩するなど企業秩序に影響が生じる場合

③ 信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 副業・兼業が競業に当たる場合 等が示されている。

就業規則
一律禁止になっていたら是正必要
●競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業・兼業を
　禁止又は制限することができること としておく
●副業・兼業を行う労働者に対して、禁止される競業行為の範囲
　や、自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること
●他社の労働者を自社でも使用する場合には、当該労働者が当該
　他社に対して負う競業避止義務に違反 しないよう確認や注意
　喚起を行うこと

労働時間に関する適用を受ける
時間外・休日労働等
事業主 A で 5 時間勤務→事業主 B で 4 時間勤務・・・・B にて 
1 時間時間外手当
雇用する側はより慎重に 後から契約をする事業主はその労働者
が他の事業所で労働していることを確認

労働契約法第５条 安全配慮義務
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、 必要な配慮をするものとす
る。使用する全ての使用者に安全配慮義務あり。過労死・ストレス
障害・・・・・本業・副業合算



スイミングスクール スポーツクラブ 集客パック

「これは！」というチラシが
ありましたらお気軽に
ご連絡ください。

WEB広告を継続して行うことは、ホームページ上に看板を立てる事と同様です。

https://lime78.co.jp/category/news/

ランディングページページ
（キャンペーン特設ページ）

入会予約フォーム
短期教室申込予約フォーム 動画制作、配信
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Kanto Swimming Club Association & Lime Kanto Swimming Club Association

デザイン
テンプレート

紹介

▲特典で釣るのではなくスイミングの価値を知ってもらう企画です。

▲春に向けて運動を始めたい退会者向けカムバックキャンペーンプラン

▲共働きの子育て世代の声から生まれた企画。仕事から帰ってから子どもを通わせることができます。▲春に向けて運動を始めたい方向けトライアルキャンペーン ▲春に向けて運動を始めたい退会者向けカムバックキャンペーン

▲春に向けての3連休短期教室を企画・開催しませんか？

コロナの終息の兆しが見えないまま新たに緊急事態宣言が発出されました。
新規会員の獲得には苦戦が強いられますが、コロナが収まるのをじっと待っているだけではいけません。
経営の根幹は会員数×客単価です。新たな会員の集客、クラブの価値を上げての客単価アップも必要です。
ここのところ問い合わせの多い、販促チラシとWeb広告を組み合わせた集客パックをお任せください。

+

チラシ

新規会員獲得への企画
休・退会者へのPR企画
コロナ対策への取り組みをPRするPOP企画
緊急事態宣言下での業界各社の動き
など公開中です。　

集客企画、ライムホームページ上にて

ポスティング・新聞折込・地域情報誌

+

電子チラシ Shufoo! （掲載例）▶

「Google」や「Yahoo!」といった、検索エンジンの検索結果にユーザーが、
検索したキーワードに連動して掲載される広告です。掲載する為の手続き等を代行いたします。

モバイル

バナー

パソコン

WEB広告
リスティング広告

一度サイトに訪問したことのあるユーザーに
対して、再アプローチをうながす広告

リーマーケティング（リターゲティング）広告

チ
ラ
シ
と
ウ
ェ
ブ
広
告
で

集
客
効
果
ア
ッ
プ

・〇〇店 726回閲覧 10,038円
・〇〇店 847回閲覧 11,611円
・〇〇店 822回閲覧 11,286円
・〇〇店 1,077回閲覧 14,447円
・〇〇〇店 310回閲覧 4,630円
・〇〇〇〇店 215回閲覧 3,225円
・〇〇〇店 238回閲覧 3,570円
・〇〇店 392回閲覧 5,696円
・〇〇店 324回閲覧 4,812円
・〇〇店 446回閲覧 6,398円

さらに集客効果アップ

（〇〇スポーツ様 閲覧数実例 8月分）

チラシデザイン、キャッチフレーズを流用でWEB広告を展開。
WEB広告はご予算に合わせて掲載が可能ですが、
毎月10万円　3ヵ月以上の継続をお勧めします。

〇〇〇スポーツ様 実例 1ヵ月 〇〇〇スイミング様 実例 1ヵ月

予算の設定 1日  3,000円

表示回数 16,150
クリック数 535

表示回数 22,900
クリック数 387

予算の設定 1日 4,000円

チラシデータをwebサイト「Shufoo!（しゅふー）」にて
掲載を行います。 

少人数制・夕方・
夜

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇



この度は一般社団法人日本スイミングクラブ協会関東支部として初の試み、「オンラインセミナー」にご参加いただき
ありがとうございました。
　コロナウイルス感染症の終息にはもう少し時間がかかりそうな時に、業界団体として何か加盟クラブのお力になるこ
とができないかを各委員会、事務局、協賛企業と考え今回のセミナーを企画いたしました。困難な時期だからこそ横の
連携を活かし、苦しい中でも希望をしっかり見つけて前に進んでいる仲間と繋がる事を目的とし、あえて皆様のお顔が
見える形式でのオンラインセミナーといたしました。
　私自身セミナーでは、普段なかなか知ることができないコロナ禍における各クラブでの営業施策を知ることができま
した。集客が困難な時期でもなんとかお客様を集めようすとする各クラブ施策に、力をいただくと共に、自身のクラブ
でも今まで以上にスタッフと一緒にチャレンジしていかなければと気持ちを新たにいたしました。事例を提供いただい
たクラブの皆様、ありがとうございました。
　まだまだ困難な時期は続くと思いますが、今だからこそ生まれるアイデアや結束も多くあるかと思います。今回のセ
ミナーがそのきっかけの一つとなれば主催者の一人として幸いです。今後とも皆様の事業の発展をお祈りいたします。
　最後にセミナーを共催いただきました株式会社ライム谷口様をはじめスタッフの皆様、企画会議から当日の進行まで
ありがとうございました。

こんなお困り事、ありませんか？

・・・などなどスイミングクラブ協会で解決できます！

　日本スイミングクラブ協会関東支部として株式会社ライム様にご協力いただき、初めてのオンラインセミナー・情
報交換会を開催させていただきました。
少子化や習い事の多様化、人材難、施設の老朽化等スイミングスクール業界も各種問題を抱えている中、追い打ちを
かけるようにコロナウイルス感染者数についても再び増加傾向となり、予断を許さない状況が続いております。この
ような中、感染予防対策も大切ですが、状況に応じた施策や経営環境の変化に対する対策を講じることが急務となっ
ております。
　当スクールにおいてもこのような状況下、会員のみなさんやスタッフの為に、そして事業継続のために何ができる
かを模索して日々、運営しております。
　コロナウイルス感染予防の観点から保護者の観覧の規制等の施設利用についてのご協力のお願いや受け入れ人数の
調整等会員のみなさんにもご迷惑をお掛けしていたり、スイミングマスクの活用や密を防ぐ為の誘導等感染予防対策
の実施、経費削減等スタッフにも負担を掛けているのが現状です。当スクール以外にもコロナ禍での対応について悩
まれている方は多いかと思い、開催に至りましたが初めての開催ということもあり、満足いただけるものではなかっ
たかもしれません。これを機に少しでもみなさまのお役に立てるように日本スイミングクラブ協会関東支部としまし
てセミナーや情報交換会、SC 協関東支部ニュース等定期的に開催・情報発信をしていきたいと思っております。当協
会は、スイミングクラブの運営の改善及びその指導者の技術の向上を図ることにより、スイミングクラブの健全な育
成発達を促進し、もって国民の心身の健全な発達及び社会体育の振興に寄与することを目的とし設立されました。設
立以来、協会員一丸となって日々全力で活動を続け、更に活動を活発化させてきています。これらの活動は、行政お
よび水泳関連団体とも連携しながら進められ、情報発信をするとともに会員の経済活動を推進しています。当協会の
主旨にご賛同いただける方は、この機会にご入会いただき、協会の事業活動に対し何卒ご支援ご協力を賜りますよう
ご案内申し上げます。
　結びに本セミナーの開催にあたりご尽力いただきました株式会社ライム様、関係各社、ご参加いただいた皆様にこ
の場をかりて御礼申し上げます。
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Kanto Swimming Club Association

日本スイミングクラブ協会 関東支部　ごあいさつ

Kanto Swimming Club Association & Lime

日本スイミングクラブ協会 関東支部 経営委員長
丸笹　公一郎 氏

日本スイミングクラブ協会 関東支部 副会長
宮嶋　優光 氏

A.

クラブ経営の諸問題、日本スイミングクラブ
協会で解決できます！入会を検討ください！

日本スイミング協会関東支部　 Tel : 03-4241-3280 / Fax : 050-3730-9422
〒168-0081 東京都杉並区宮前2-10-4 ヴィムスポーツアベニュウ気付

http://sckanto.net/
お問い合わせは

ホームページ メール info@sckanto.net

1 クラブ経営で保険は必要だけど、保険料の高さが…
　　当協会だけの総合保障制度をお勧めします！
スイミングクラブ総合補償制度は、当協会加盟クラブのために開発さ れた団体契約です。スイミングクラ
ブ・フィットネスクラブにおいて 発生する事故を広くカバーします。団体契約ですので個別加入される より
も保険料が割安です。

◆主な内容
①クラブ会員の往復途上のケガを基本契約にて補償。
②合宿やイベントの際は出発前に所定の参加者名簿を提出すれば、補償が開始され、保険料は後日精算
可能な傷害保険。
　サイバー攻撃に起因した各種損害賠償や事故対応費用に備えるサイバーリスク保険。
③学童保育特約を新設。クラブにて学童保育を運営している場合、学童保育特約を採用頂くことで託児業
務中も補償。（※クラブと学童を同一法人が経営の場合）

A.
2 現場で役立つ講習会はないの？？
　　スイミングクラブ特化型安全講習会をお勧めします！
クラブ運営にとって経営の持続のために何より大切な安全管理。一度 の事故がクラブ経営に大きなダ
メージを与えます。
事故事例・・・1999年福岡市のスイミングクラブにおいて、レッスン 途中での点呼や監視責任を果たさな
かったことによる事故が発生しま した。事故にあった幼児はその後、自分で身の回りのことができず、 生
涯病床で過ごすこととなりました。また、クラブは業務状過失傷害 で経営者（自殺）と主任コーチ及び担当
コーチが起訴され、会社は破産しクラブは更地となりました。
協会ではスイミングクラブ特化型安全講習会、 実践コース講習会をクラブに伺って開催いたし ます。

A.
3 業界の現在やこれからはどうなるの？？
　　経営者セミナー・指導者セミナーをお勧めします！
業界のトレンドや課題は日々変わっていきます。協会全体で階層別の セミナーで新たな情報を仕入れる
ことができます！ 
セミナー事例・・・
①経営者セミナー ： 電力問題・施設安全問題・ 採用問題・ 教育問題に 対し専門家を招き講演いただき
ました。
②指導者セミナー ： 指導者の技術向上を目的に、 各種資格セミナーや指導者としての コーチングセミ
ナーなどを開催いたしました。 
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参加者のご意見の紹介参加者のご意見の紹介

本日はオンラインセミナーに参加させて
頂き誠に有難うございました。
貴重なご意見を聞けてとても参考となり
ました。
ご質問について、オンラインでできなか
った為メールにて失礼します。

・学校の水泳授業の受託について
他の自治体では事例が増えている本件に
ついて、具体的にどのような経緯で受託
する事となりましたでしょうか。可能な
範囲で教えて頂ければ幸いです。
※現在、当クラブの所在地の広島市では
民間委託の実例が無く、個別に教育委員
会にアプローチをかけていますが、なか
なかまだ腰が重いのが実情です。

・指定コース入会キャンペーンについて
イメージとしては、平日１５時台や１６
時台の少ない時間帯を逆手にとったキャ
ンペーンでしょうか。興味はあるのです
が、例えば正規入会後に他の時間帯へ移
動されるとかの対応はどうしていらっし
ゃいますでしょうか。

・カムバックキャンペーンについて
１１月、１２月に実施をされるというク
ラブさんが何件かいらっしゃいました。
具体的な内容を差し支えない範囲で教え
て頂ければ幸いです。（対象、アプローチ
方法、キャンペーン内容）

&
共催

いつもお世話になっております。
本日は大変有意義なセミナーにご招待い
ただきまして、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
特に、他社様の事例についてお伺いでき
ましたこと、なかなかないチャンスです
ので、有意義なものになりました。事例
ご提供いただきました、クラブ・スクール
様にも感謝申し上げます。
テーマ2、各スクールにおけるコロナ対策
の意見で出て参りました、数社合同で実
施されましたオンラインスイム競技会は、
コロナ禍における、競技会のDX化という
意味で大変興味深く、今後の可能性を感
じます。
一か所に集まる競技会ではなく各会場に
分散することでリスクが少なくなるメリ
ットの他、

❶参加者それぞれが慣れた環境で参加で
きるメリット。

❷種目毎に予選、準決勝、決勝とレース数
を重ねながら、人数を絞り込んでいく従
来方式に対し、通信のタイムレースなら
ば、参加会場×それぞれのプールのレー
ン数の人数が決勝に参加でき、より多く
の子供達のモチベーションが上げられ
るメリット。

❸ネット配信では、レース間にスポンサ
ー企業のＣＭを配信でき、スポンサー収
入が得られるメリット。

などなど、これからの時代にマッチした
新しい競技会の形を創ることが出来る可
能性を感じます。
御社ならではの、協会の垣根を取り払っ
た企画が、手前どもの業界の発展に、大き
く貢献していることに感謝しています。
ありがとうございます。

参加者からのご意見をご紹介 お世話になっております。本日は有難う
御座いました。貴重な意見交換を聞けて
勉強になりました。添付ファイルにて資
料を送信させて頂きます。お手数では御
座いますが、ご確認願います。また、セミ
ナー中に質問できなかったのですが、冒頭
に夏の短期教室で会員が増えた事例が横
棒グラフで示されていましたが、コロナ禍
なのに会員が増えた理由はどこにあるの
でしょうか？ご教示願います。

いつもありがとうございます。
本日のオンラインセミナー見学だけでし
たが、とても勉強になりました。途中参
加させていただきありがとうございまし
た。またよろしくお願いいたします。

学校での水泳授業受託について
傷害保険については、クラブ側がかける
のか、学校側がかけるのかどちらか？
クラブ側がかける場合は見積金額に含ん
でいると思うのですが。

3密を避けるためにも少人数制スクール
が必要かと思いますが、経営していくに
は、指導力、指導者の質を向上して、会費
の値上げが必要かと思います。

皆様のクラブにて実施されております事
例等、数多く伺いたいと思います。
また、皆様のクラブにおいての、現在の取
り組み課題等伺いたいと思います。

2020/11/16
オンラインセミナー
情報交換会レポート

【その他】
アンケートにご協力できていなくて恐
縮です。当クラブの実情は、春の休業の
為に新規入会の数が激減した為、会員数
は一時期２割減となりました。退会に
ついては、他のクラブがおっしゃる通り、
「退会予定の方が早く退会した。」という
印象でしょうか。とにかく春に新規入会
の活動ができなかった事が今も経営に響
いています。（１割５分減まで戻してき
ました）６月以降、通常営業となり社員一
丸となり新規勧誘につとめております。

×＝夏の連続３日間短期教室→人数制限、
開催コース減、および入会率の低下＝１
５％位

〇＝本科コースの体験教室（週１コース
１ヶ月）→通常は春と夏のみ開催のとこ
ろ、７月より継続して実施しています。

入会率は８０％程度と高く、この１１月
はこの時期としては驚きの人数（10コー
ス27名）の参加となっています。しかし
ながら、大手のフィットネスさんも含め
この方式が増えてきており、ディスカウ
ントも激しいクラブもあります。何か特
色を出さないとと思っているところです。

【Go Toについて】
経産省の広島の出先の方と話をする機会
が複数あり、見るスポーツではなくする
スポーツでの「Go To スポーツ」キャン
ペーンをして欲しいと個別に陳情しまし
た。しかしながら残念ながらGo Toの
施策は現在出ているものが今のところ全
てだそうです。
関東の方のお力は強いかと思います。
ぜひ中央よりお願いを頂ければと思って
います。ちなみに、Go To イベントでは
水泳の短期教室が対象になるという事で
したので、事務局と話していますが、「チ
ケット１枚で１回」という決まりがある
為、複数回の短期教室をこのキャンペー
ンに載っけるのはなかなか至難の業です。
１回限りのコースはうちは無いので（無
料体験はある）もし１回コースがあると
ころはすぐにでも申請されたら良いかと
思います。（ただしチケット発券業者に
なるのは難しいのでこのキャンペーンの
発券事業者に委託が必要です。）
以上、いろいろ書きましたが、どうぞ宜し
くお願い致します。

・コロナ禍での集客について
・各スクールにおけるコロナ対策
・経営環境の変化による労働問題
  意見交換

日本スイミングクラブ協会
関東支部

東京都スイミングスクール様

東京都協賛企業様

川崎市スイミングスクール様

広島県スイミングスクール様

茨城県・千葉県スイミングスクール様

東京都スイミングスクール様

広島県スイミングスクール様
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