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パーソナルトレーニングサービス
【Anatato】のフランチャイズ事業の

ご紹介

株式会社ラストウェルネス

フィットネス業界への
新規参入をご検討の事業者様へ



AURASPA
Anatatoサービスガイド

あなたと一緒にダイエット
パーソナルトレーニングジム



Anatatoコンセプト

Anatato（アナタト）は、運動・栄養・美容の3人のプロが、徹底的
にあなた様に寄り添い効果を最大限発揮するパーソナルトレーニン
グジムです。あなた様の生活や性格、体質などの面から、痩せるカ
ラダを習慣化出来るフルオーダーメイドのプログラムをご提供しま
す。6ヶ月、1年、3年と続く美しく健康的なカラダをサポートいた
します。

痩せる習慣 健康 美容

Anatato（アナタト）は、

を一度に全部手に入れる



Anatatoのオリジナルメソッド
運動、食事、美容。それぞれの立場からあなたに合った
痩せる習慣をつくる3人のプロが徹底サポートします。

運動指導

お客様お一人お一人の目標や体質、
生活スタイルに合わせてプログラムを作成。
プログラムを元に無理なくトレーニング。

食事管理

国家資格を持った管理栄養士が、お客様お一人
お一人の生活スタイルや栄養学を元に食事指導。

食べ方一つで痩せやすい体へ導きます。

エステティック

体の外側も美しく仕上げるのがＡnatato流。
運動指導、栄養管理との相乗効果で

体を女性らしい美ボディへ導きます。



導入期

減量期Ⅰ期

自立⇒ベストコ

ンディション⇒

習慣化

運動・食事
コントロール

見た目の美しさ
＆

体調が良くなる

２～３週間

より良いコンディションへ

ベストコンディ
ションへ

第一フェーズ

第二フェーズ

第三フェーズ

ゼロフェーズ

新しい生活習慣を
取り入れる

Anatato導入期～習慣化（フェーズの考え方）

２ヶ月 それ以降1ヶ月

減量期Ⅱ期



Anatatoが選ばれる5つの理由

お客様お一人お一人のライフスタイルや、目標、目的、体の状態などに合
わせてトレーニングプログラムを作成していきます。専任のトレーナーが
お客様の独自プログラムに基づき、トレーニングの際にワンツーマンでサ
ポートしていきます。自宅でできるトレーニングに関しても毎回アドバイ
スし、通い始めてから全面バックアップサポートで、体作りを一緒に行っ
ていきます。

徹底したカウンセリングであなた様に専用のフルオーダープログラム



Anatatoが選ばれる5つの理由

当ジムは、国家資格を持った管理栄養士があなたの毎日の食事をサポート
します。短い期間でダイエットを成功させるには、食事の管理が最も重要
なため、専任の管理栄養士がお客様をサポートします。外食が多い、仕事
が忙しくて夜遅く食事を取る、毎晩お酒を飲む、ご飯が大好きなど、お一
人お一人のライフスタイルや状態に合わせて無理なく、効率よく結果を出
せるアドバイスを行います。忙しくてジムに来られなくても電話やメール
でサポートいたします。

管理栄養士の指導があるから正しく・楽しく食べられる！

毎日送って頂く食事情報から、細かくアドバイスするので安心です。



Anatatoが選ばれる5つの理由

体の外側も美しく仕上げるのがANATATO流。真の美ボディにするためには、
エステティックも重要なプログラムです。プライベートトレーニングには
珍しいエステティックも組合せ、痩せやすい体作りと美しくなめらかな女
性らしいボディラインへ作るためにエステティックの回数を多く取り入れ
たプログラム作成を行います。運動指導、栄養管理との相乗効果で納得の
体へと導きます。

充実のエステティックメニュー

ご自宅でのケア方法も専任のエステティシャンがアドバイスいたします。



Anatatoが選ばれる5つの理由

ON DIARYはジムに来ていないときにも会員さまとトレーナーが繋がる、習
慣化支援アプリです。ただダウンロードしてご自身で記録をするだけでな
く、トレーナーがチェックすることで”続ける”をサポートするアプリとな
ります。

習慣化支援アプリ ON DIARY



Anatatoが選ばれる5つの理由

肥満の30％～50％は遺伝子が原因です。
あなたの遺伝子を解析し、専用ダイエットプログラムを作成します。

遺伝子検査結果をもとに一人一人にあったダイエット方法をご提案！



その他のサービス

トレーニング時に必要なものは全てレンタルできるので、会社帰りや
ショッピングの合間にトレーニングできます。

会社帰りやショッピングの合間に手ぶらでOK！全てレンタル！

シューズ タオル ウェア



万が一効果にご満足いただけない場合は、初回トレーニングから30日以内
であれば、全額返金いたします。

30日全額返金保証

安心の返金保証付き
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パーソナルブランドのフランチャイズ

加盟店
会員

契約

フランチャイズパッケージの提供

• 商標・システム・ノウハウの提供
• 経営指導

対価の支払い

• 加盟金
• ロイヤリティ

サービス提供

会費収入

ローコスト経営で、利益アップを図りたい。地域貢献型の事業で本業とのシナジーを
図りたい。そんな企業様に、レアレア ブランドによるスポーツクラブ運営をご提案
いたします。弊社より提供させていただくサポートによって、直営施設と同様のノウ
ハウを活用して施設運営ができます。ご利用いただくお客様から見ても、直営施設と
変わりない品質を担保できます。
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お問合
せ

ご説明
ご相談

ヒアリ
ング

事業
計画

調査・
分析

フランチャイズ加盟の概要

契約合意

基本スキーム
フランチャイズ本部では出店地選定、設計デザイン、運営ノウハウ、
研修システム、経営ノウハウ、定期指導等の本部が所有するパッケー
ジを提供し、その対価として加盟金及びロイヤリティをいただきます。

加盟資格・条件
•㈱ラストウェルネスの事業理念に賛同いただける方
•出店に関わる人材・費用を調達可能な方

フランチャイズ加盟までの流れ
・お問い合わせからご契約まで最短で2ヵ月、平均で４～５か月を要します。

約１ヶ月
約１ヶ月 約１～２か月
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実績あるノウハ
ウをそのまま活
用

管理栄養士派遣
による付加価値
アップ

手厚い運営サポートに
よるPDCAサークルの
実施

Anatatoのフランチャイズ３つの特徴

anatatoのフランチャイズメリットは、大きく３つあります。
この３つが事業成功へ近道です。

特徴 １ 特徴 ３特徴 ２
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特徴的なサービス
モデル

会員の継続支援

独自の運営モデル

ITソリューション
の積極活用

会員の継続支援を軸とした顧客視点の独自のサービスモデルと、ITソリューションの
積極活用による効率運営モデルの実現により、持続的且つ安定的な売上/利益を実現

×
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会員継続支援システム「ON DIARY」 の概要 4つの主要機能

所定のデジタル問診に従
うだけで会員の目標設定
が可能。

会員の生活習慣を整え、
効果の実感を支援するアプ
リ

会員のステータスを一元管理。
日々の活動データ、経営デー
タの可視化

クラブ内で管理する様々
なデータを視覚化

ON DIARYはスタッフの業務効率の向上と顧客の継続支援を同時に実現、クラブ事業者と

顧客との関係を双方向で支援する機能をパッケージとして備えています
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Anatato導入のメリット ～クラブインサービスの場合

Anatato終了後、フィットネス会員への継続率８０％、
フィットネス会員数のアップに貢献。

新たな顧客層へのリーチと収入源の確保

フィットネス入会希望者をAnatatoへスイッチ入会。
売上・単価アップに貢献。

フィットネス事業へのシナジー効果
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ニーズに合わせた顧客獲得

付加価値

単価

高付加価値の短期間集中型のパーソナルトレーニングAnatatoを導入することで、今まで獲
得出来なかった顧客の獲得も可能となる。フリー利用会員からAnatatoまでサービスを一直
線に提供できることが今後、総合型フィットネスクラブとしての強みになる。

サポート
付き会員

フリー利
用会員
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ビジネスモ

デルづくり

事業計画の

策定
広告宣伝 教育/研修

●運用フロー作成
・コンセプト理解
・全体運用フロー作成
・業務フロー作成

●料金決定
・競合調査
・プラン料金決定
・継続料金決定

●立地選定

●内装
内装/マシン導入

●事業計画
・3か年計画
・1年計画とアクション
プラン
・主要KPIのセット

●ＷＥＢ広告
・ＬＰ追加
→オリジナルのＬＰ作
成の場合は別途費用

●紙媒体
・チラシ元データ提供
・入会ガイド提供

●動画
・入会動画提供

●採用活動

●スタンダード
教育/研修

・コンセプト理解
・運用/業務フロー理解
・セールス/コーチング
研修
・遺伝子検査説明

●トレーナー研修
・トレーナー認定
・栄養士育成

2か月～4ヶ月

フランチャイズ導入前フロー

※赤字は別途費用がかかります
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フランチャイズ導入後サポートフロー

KPIの分析
改善策の提

案
広告宣伝 教育/研修

●KPI分析
・月1回KPIの確認とレ
ポーティング

●コンサルティング
・月1回、定例ミーティ
ングで改善策を提案

●ＷＥＢ広告
・総合HPの更新、運用

●紙媒体
・ポスターの提供
・チラシ素材の提供

●社内研修
・全体研修への参加
・個別研修サポート

定期フォロー



資料請求・お問い合わせ

株式会社ラストウェルネス
フランチャイズ事業本部

045-829-0819
平日：9:00～19:00 土・日・祝休日：10:00～18:00 ※年末年始は除く


