
高齢者の運転機会を守るフィットネスクラブ
ストーリー起点の新たな経営戦略
株式会社旭モータース　代表取締役　大岩哲之氏
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News & Trends

2022年10月22日、愛知県半田市で、
自動車販売などを行う株式会社旭モー
タース（以下、旭モータース）は、自
動車運転シミュレーターを導入した
フィットネスクラブ、SUNNY FLOWS

（サニーフローズ）をオープンした。
同社で代表取締役を務める大岩氏が、
自身の想いを集約させたフィットネス
クラブは、現代社会に一石を投じる新
しい形態となっている。その背景や想
いについて、大岩氏に話を訊いた。

自動車販売店が	
フィットネスクラブをオープン

旭モータースは、愛知県半田市と美
浜町で自動車の販売やメンテナンスな
どを行う昭和54年創業の企業である。

お客さまの「心をお預かりする」
ことを経営理念とし、地域に根差し
た経営を行ってきた旭モータースが、
フィットネスクラブをオープンした。

最大の特徴は、日本初となるドライ
ビングシミュレーターが導入されてい
ること。近年、高齢者の自動車事故は

「高齢者運転」と揶揄され、免許返納
を求められることが、社会潮流となっ
ている。しかし、車社会である半田市
では、車は生活必需品であり、高齢者
が運転免許を返納することは、生活の
移動手段を失うこととほとんど同義で
ある。SUNNY FLOWSは、お客さま
が安全に運転できる年齢を延ばすこと
をコンセプトに、フィットネスクラブ
の新たな可能性を見出している。

メインとなる顧客は、40代以上の
女性だ。さらにセグメントを細かくす
ると運動初心者を狙いとしている。実
際に会員の多くはこれまでジムに通っ
たことがない運動未経験者だ。そのた
め、あえてフリーウェイトを設置せず、
その分ストレッチマシンやスタジオな

どを導入し、未経験者でも気後れなく
楽しめるように設計されている。日本
の人口の約90％以上を占める「フィッ
トネスをやらない人」にどう対応する
かを前提としたフィットネスクラブだ。

なぜ、フィットネスクラブを	
オープンしたのか？

なぜ、まったくの異業種である旭
モータースが、フィットネス業界に参
入したのか。きっかけは、大岩氏の祖
母が「何か事故があったらお店の看板
を傷つけることになる」と運転免許を
返納したことで運動量が減り、それが
引き金となり亡くなったことだった。

大岩氏は「祖母は毎日、大好きな祖
父のお墓参りに車でいくのが趣味でし
た。しかし、免許を返納してからは同
居している叔父にお願いしなければお

墓参りにいけない状況になってしまい
ました。毎日、お願いすることに遠慮
があり、外出が減るようになってしま
いました。それにより体力が落ちたた
めか、玄関先で転んで骨折。入院先で
亡くなりました。祖母が亡くなったと
き、もう少し運転していたら結果は
違ったのではないか」と悔しさをにじ
ませる。

公共交通機関の利便性が低く交通量
も都心に比べて少ない地方においては、
高齢者も時間や気候を考慮すれば運転
できるのではないかとし、こう続ける。
「もちろん東京などの大都市では交通
量も違うため、高齢者の免許返納がい
けないとは、一概には言えません。た
だ、半田市のような地方では、実は高
齢者の大きな事故はそれほど多くなく、

自動車販売店の敷地内にオープン

ジムエリアはマシンが充実様々なプログラムを楽しめるスタジオも完備
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軽微なものがほとんどというのも事実
です。まだ返納が必要ではないうちか
ら、身体を鍛えて反射神経を養い、ド
ライビングシミュレーターでチェック
と改善をし、安全運転を長く続けてほ
しい。フィットネスによって、こうし
た大義を掲げることができるのではな
いかと思います」

車社会では、運転をできなくなるこ
とで、自由を失ってしまうことがある。
車を運転するために運動に取り組むこ
とも、大きな意義がありそうだ。

危険認知＋フィットネスで	
お客さまに安全を提供する

フィットネスクラブにドライビング
シミュレーターを導入したのは日本で
初めての試みだ。旭モータースが採用
している機種SLDS-SJ（株式会社セガ
ロジスティックスサービスと損保ジャ
パンが共同開発）は愛知県内では初上
陸だという。加害高齢者による死亡事
故の原因第１位となっているアクセル、
ブレーキ操作などを素早く的確に行う
反応速度テストで「運転脳年齢」を数
値化しチェックできる優れモノだ。

大岩氏は、ドライビングシミュレー
ターを導入することで、運転時の危険
認知を高める効果があると言う。
「プログラム上、必ず事故を経験する
ようになっています。すると日常の運
転にも気をつけなければと意識を持つ
ようになります。シミュレーター内で
も、現実でも同じですが、自信過剰な
人ほど、事故を起こすことが多いので
す」

さらに、SUNNY FLOWSの魅力は、
ドライビングシミュレーターで可視化
された課題に、フィットネスというソ
リューションを即座に提供できること
にある。交通安全イベントなどでドラ
イビングシミュレーターを体験でき
る機会があったとしても、得られる
フィードバックは「気をつけましょう」
に留まることが多いだろう。フィット
ネスには、瞬発力を高める効果が認め
られているため、すぐに改善方法を提
供できるのだ。さらに、スタッフが、
シミュレーターの結果によって、脳ト
レの指導をするなど、脳と身体のコー
ディネーションを高める指導なども実

施している。ただ高齢者の運転への不
安を煽るだけでなく、何に注意し、何
をすればよいのかまで提案することで、
安全をサポートできるのだ。

ドライビングシミュレーターの導入
費用はおよそ120万円程度。スペース
さえ確保すれば、それほどハードルは
高くないだろう。イニシャルコストは
かかるが、ランニングコストはプリン
ターのインク代程度だ。オープンから
まだ日が浅いが、すでに地方のフィッ
トネス施設からドライビングシミュ
レーター導入の問い合わせもあると言
う。車社会の地域では、運転能力に対
するニーズが垣間見える。

クラブとしての機能も保持し	
アットホームな空間が魅力

自動車販売店が経営しているとはい
え、フィットネスクラブとしても本格
的だ。筋力トレーニングや有酸素性運
動が行える一般的なマシンエリアに加
え、動的ストレッチマシンも導入。加
圧BFRトレーニングや、Les Millsの
バーチャルスタジオ、TRXなども取り
揃えている。既存のフィットネス事業
者が運営するクラブにも決して引けを
取らない。

料金もレギュラー会員で8,800円
（税込）、女性会員とシニア会員（65
歳以上）では、6,600円（税込）と通
いやすい価格設定となっている。パー
ソナルトレーニングに関しては、食事
指導は伴わないものの、１回50分を

3,300円で受けることが可能。自動車
運転シミュレーターは大きな魅力の１
つだが、クラブとしても高スペックな
サービスを低価格で提供している。

会員には初心者が多いため、トレー
ナーが作成した目的別のメニューが用
意されている。入会時にカウンセリ
ングや体組成測定を行い、目標を決
め、その目標に合わせたマシンを分か
りやすく伝えている。「お客さまには
運動未経験者が多いので、いきなりす
べてのマシンを覚えるのは難しいです。
まずは、自分が必要とするマシンの使
い方を覚えてもらい、ルーティーン化
してもらいます。その後は定期的にメ
ニューを見直し、必要に応じてパーソ
ナルトレーニングで対応するようにし
ています」

SUNNY FLOWSは、ドライビング
シミュレーターなどのハード面に視点
が向きやすいが、アットホームさとい

祖母のような思いを誰にもさせたくない

日本初のドライビングシミュレーターを導入したフィットネススクラブ
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うソフト面でも価値を提供している。
「採用は、人柄を最重要視しました。
ありがたいことに多くの応募をいただ
きましたが、経験値や専門的な知識よ
り、人間性を重視しました。未経験者
でも人柄が良ければ採用し、自社のト
レーナーが研修を行い、座学から実技
まで、丁寧に指導しています」

これは大岩氏の「顧客をファンにし
たい」という経営の信条に基づいている。
「SUNNY FLOWSのフロントは、入
口から階段を上ったところにあるため、
傍から見れば不便です。ですが、そこ
にスタッフが出迎えにいくことで、お
客さまが喜んでくれることもあります。
不便さを完全に無くした空間ではお客
さまを『ファン化』させることはでき
ないのです」

この信条が顧客の核心をつき、会員
の中には、クラブに来ることを心の拠
り所にしている方も多い。スタッフに
会いたくて通っているお客さまもいる
など顧客の「ファン化」の成功事例が
続々と生まれている。

運転をし続けられる	
健康な社会を実現する

異業種参入を果たした大岩氏は、

フィットネス業界の常識に違和感を持
つことも多々ある。
「なんのために？が欠如していて顧客
起点になっていないキャンペーンなど
が多いように感じます。フィットネス
業界の当たり前を取り払い、お客さま
が喜んでくれるサービスを作ることが
大切だと思います。これまでフィット
ネスクラブに通っているお客さまから
すれば当たり前のことも、そうでない
人からしてみれば知らないことです。
そういう意味では、そこにポテンシャ
ルはあると思います」

大岩氏は、SUNNY FLOWSの経営
を成功させることで、ドライビングシ
ミュレーターの導入に賛同するフィッ
トネスクラブや自動車販売店を増やし
ていくことをビジョンとして掲げる。
「何度も言いますが、これはあくまで
地方の話です。都会では、公共交通機
関の便も良いので必ずしも当てはまり
ませんが、地方では、運転免許をなく
すことは自活力を失うということに近
いのです。ご家族がそういった経験を
している人も多いはずなのに、意見を
発しにくい世の中になっています。高

齢者というだけで免許を取り上げると
いう風潮をなくしたいのです」

大岩氏は「健康とは、みんながいつ
までも運転できること。すなわち自分
のやりたいことができること」と定義
づけをし、それをサポートすることが
社会貢献につながると信じている。

最後にSUNNY FLOWSの最大の強
みについて、前を見据えてこう話す。
「SUNNY FLOWSはストーリーを起
点にしたフィットネスクラブです。そ
のため、運営する明確な背景と目的が
あります。経営判断に迷ったときは、
このストーリーに則って、決定してい
けばよいのでぶれることがありません」

これは、フィットネス業界に限った
ことではないが、ストーリーから起点
されたビジネスモデルは、共感を得や
すく、ビジョンも明確だ。

SUNNY FLOWSは 高 齢 者 の 運 転
という観点から、世の役に立つポジ
ショニングを確立しようとしている。
フィットネスを通じて、社会貢献も果
たしていきたい。

	 クラブデータ	
クラブ名	 SUNNY	FLOWS（サニーフローズ）

半田店
所在地	 〒475-0838　愛知県半田市旭町

4-65
ＵＲＬ	 https://www.sunnyflows.jp/
電話番号	 0569-84-3226
オープン日	 2022 年 10月22日
延床面積（㎡）	 414.61㎡
駐車場台数	 50 台
アイテム構成	 ウェイトマシン、ケーブルクロスマ

シン、有酸素マシン、スタジオ、
主要サプライヤー	NAUTILUS、STAR	TRAC、TRX、

LesMills
営業時間	 24 時間
休館日	 年中無休
スタッフ数	 7人

◆会員種別・料金	 （税込）
会員種別	 	料金		 利用可能時間	 備考
レギュラー会員	 8,800 円	
レディース会員	 6,600 円	 	 女性限定
シニア会員	 6,600 円	 	 65 歳以上

ファミリープラス	 6,600 円	 	 正規会員の同居家族は
	 	 	 人数制限なし
パーソナルトレーニング (1 回 )	 3,300 円	 	
パーソナルトレーニング (3 回 )	 8,250 円	 	
パーソナルトレーニング (10 回 )	 29,700 円	 	
ビジター利用	 2,750 円	 	 18 歳以上
ドライビングシミュレーター	 3,300 円	 	
入会金	 11,000 円	 	
セキュリティ ( 顔認証 ) 登録料	 5,500 円	 　	

営業時間すべて

平日・土曜	9：00 ～ 21：00
日曜・祝日	9：00 ～ 18：00

栄養指導なし

スタッフが作成したメニューは各自持ち歩き、
確認できる

お客さまとのコミュニケーションには力を入れる


