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ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾
開校の目的❶　“地方/地域経済の活性化”への貢献
坂上　ＳＰＡ施設というと、業界的にはニッチというか、
あまり目立たないマーケットと感じますが、ＳＰＡ専門
の研修組織を立ち上げた理由とは？
阿部　当社は10年にわたり、ＳＰＡ施設専業の環境衛生
支援事業を行っております。環境衛生事業といっても業
務範囲は広いのですが、当社は「衛生」「安全」「美観」
の維持、改善を主目的にしたクリンリネス分野の支援を
行っております。
　具体的には、温浴施設内の特殊清掃・施工から日常清
掃等、施設内衛生管理を「ワンストップサービス」の名
称で請け負っております（参考資料１）。
　このたび、ＳＰＡ専門の研修組織を立ち上げた最大の
理由は、当社のこれまで培ってきた温浴専業の環境衛生
ノウハウを伝授することにより、“地方/地域経済の活性
化”に活かしたいということです。
坂上　“地方/地域経済の活性化”とは？

阿部　ＳＰＡ施設といっても、その裾野は広く、スーパー
銭湯、健康センター・ランド、ＳＰＡ併設大型フィット
ネスクラブ、温泉ホテル・旅館、ゴルフ場、ＳＰＡ併設
ビジネスホテル・サウナ施設等に分類することができま
す。
　坂上編集長は、これらのＳＰＡ施設が日本全国にどの
くらい存在していると思いますか？
坂上　見当もつきませんが……？
阿部　参考数字ではありますが、以下の施設数が存在し
ております（参考資料２）。
◦大型温浴施設：15,000 超
　�スーパー銭湯／健康センター・ランド／ＳＰＡ併設大

型フィットネスクラブ等
◦温泉ホテル・旅館：約 60.000
　ホテル＝約9,000、旅館＝50,000超
◦ゴルフ場：2,000 超
　そして、その多くが全国の地方に集中・点在しており
ます。

ビルクリーニング Web カレッジ 新講座のご案内
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Ｐｒｏスキル実践塾

ニッチな巨大市場―“ＳＰＡ施設”でバリュービジネス、新規事業化、第二の創業を支援！

「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」
事務局長・阿部克範氏に聞く
その１　開校の目的とは

温浴施設の特殊清掃や施工を手がけるエフエーティシステム株式会社（本社：千葉県流山市、寺島潔社長）は
このほど、ノウハウを広く普及することを目的に、「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」を開
校する。それに先立ち、入門編となるオンライン講習会を３月16日（火）、「ビルクリーニングＷｅｂカレッジ」
にて開催する。同社が提案する温浴施設に特化した特殊清掃＆施工ビジネスとはどんなものか、その目的と技
術について、今号と次号の２回にわたり、実践塾事務局長の阿部克範氏に聞いた――。

� （聞き手）本誌編集長　坂上逸樹
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「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」事務局長・阿部克範氏に聞く

坂上　ニッチな巨大市場とはそういうことですか!?
阿部　そうなのです！�しかも、ビジネス的にも手付か
ずの市場といえます。
坂上　手付かずの市場とはどういうことでしょうか!?
阿部　当社の長年の営業活動・実績がその根拠なのです
が、ＳＰＡ施設には大手のビルメンテナンス会社が請け
負い、環境衛生管理しているケースがあまり見られませ
ん。特に、当社がサポートするクリンリネスエリア（特
殊清掃・施工、日常清掃）はその傾向が顕著といえます。
　いろいろ理由はあると思いますが、一つには、上場し
ているような大手ビルメン企業にとっては、本市場はビ
ジネスキャパシティとして魅力が薄いのではないかとい
うこと。そして、温浴施設に関するノウハウ・スキルが
乏しいのではないかということでしょうか。
坂上　それは理解できますが、大型ＳＰＡ施設にも施設
管理に必要ないろいろな業者が出入りしていますよね？
阿部　もちろん、多くの業者が出入りしております。温
浴資材（シャンプー、タオル等）を納めるリネン業者、
電気・空調業者、水回りメンテを行う管工事業者、一般
清掃業者、植栽メンテ業者、食品・飲料業者、温泉循環
システム業者、排水管洗浄業者、建築業者、害虫・害獣
駆除業者等、さまざまな業者が出入りしております。
　しかしながら、温浴施設のおける環境衛生管理を総合
的に企画・提案している企業を目にすることは多くあり

ません。
　当社のような弱小企業が設立10年ほどの期間で、特殊
清掃・施工、日常清掃管理で実績を挙げてきた理由がこ
こにあると思います（当社―社長含め３名、年商約１億
円）。しかも、当社の営業圏は首都圏に限られております。
　前述のとおり、ＳＰＡ施設市場は全国地方圏がその中
心であり、当社が推進するビジネスモデルは、手付かず
＝競合不在市場開拓への強力な仕組みと考えます。
　当社は10年かけて培ったノウハウを全国地方圏地場
企業に伝授、共有することにより、“全国地域経済の活
性化”に貢献していきたいのです。
　現在、コロナ禍により、今まで以上に産業構造の疲弊
化が進んでおります。地場企業の皆様には「ＳＰＡ施設
専門�特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」を受講いただ
き、バリュービジネスの実現を体験いただきたいと考え
ます。
坂上　一般ビルメン業者のそのバリュービジネスへの関
わり方、可能性といったものはどうなのでしょうか？
阿部　もちろん、ビルメン業者の皆様がその先頭に立て
る可能性が最も高いはずです。なぜなら、環境衛生管理
に一番近い所でビジネスをしておりますので。
　しかしながら、残念なことに、ＳＰＡ施設での環境衛
生ノウハウ・スキルを持つビルメン業者が極めて少ない
と実感しております。

参考資料２　生活衛生関係施設数の年次推移
（平成 30年度衛生行政報告例から）

（単位：施設）� 各年度末現在
平成26
年度

(2014)
27年度
('15)

28年度
('16)

29年度
('17)

30年度
('18)

常設の興行場 4,745 4,785 4,747 4,760 4,776
　映画館 1,496 1,490 1,448 1,475 1,468
　スポーツ施設 360 355 356 357 360
　その他 2,889 2,940 2,943 2,928 2,948
旅館業 78,898 78,519 79,842 82,150 85,617
　旅館・ホテル営業 51,778 50,628 49,590 49,024 49,502
　ホテル営業 9,879 9,967 10,101 10,402 －
　旅館営業 41,899 40,661 39,489 38,622 －
　簡易宿所営業 26,349 27,169 29,559 32,451 35,452
　下宿営業 771 722 693 675 663
公衆浴場 26,221 25,703 25,331 25,121 24,785
　一般公衆浴場 4,293 4,078 3,900 3,729 3,535
　その他 21,928 21,625 21,431 21,392 21,250

参考資料１　ワンストップサービス概念図

衛生 美観安全

危機管理支援
Risk Management

環境衛生支援
Environmental Hygiene Management

水質管理支援
Water Quality Management
クリンリネス支援
Cleanliness Management

•浴室内外の全体清掃（日常清掃）
•館内清掃（日常清掃）
•浴室内外の窓ガラス、カガミのウロコ汚れ除去（特殊清
掃、施工）

•浴室内・外の天然石、タイルのエフロ、水垢汚れ除去（特
殊清掃、施工）

•浴室内・外の木材の水垢、カビ汚れ除去（特殊清掃、施工）
•施設内、浴室内等の防滑（施工）
•対レジオネラ属菌施工（施工）
•施設内全体の除菌、消臭（施工）
•施設内外の害虫駆除（施工）
•厨房内のクリーニング、除菌（特殊清掃、施工）
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ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾

細で下請け仕事をしていたら、収益の薄い便利屋になっ
てしまう。
　２つ目は、飛込み営業をしながら、企画・提案営業を
最重点とし、付加価値（バリュー）の提案を提供してき
たことだと自負しております。
　ビルメン企業の経営者の皆様のなかにも、エンドユー
ザーとの直接取引によるバリュービジネスを希望する
方々が決して少なくないと考えております。中・小規模
法人においては、いま持っている人的資産を活かし、「新
規事業展開」を図れ、個人事業主においては、「第二の
創業」と位置づけ、業態転換を目指すことができます。
　当社は、「ＳＰＡ施設専門�特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル

ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾
開校の目的❷　ビルメン業界の構造的改革

坂上　一般ビルメン業は建設・建築業と同じように、い
わゆる、ピラミッド型下請け構造モデルの色彩が強い業
界と言えます。御社のビジネスモデルに対応できるので
しょうか？
阿部　おっしゃるとおり、ビルメン業界はピラミッド型
下請け構造＋労働集約型低収益構造の強い業界といえま
す。次のようなビジネスフローが一般的ではないでしょ
うか。
　　顧客→総合ビル管理会社→下請けビルメン会社
　　→孫請けビルメン会社（小規模事業者）
　顧客との間に数社が入っているわけですから、下請け、
孫請け会社の収益は、当然低くなります。そして、顧客
との価格交渉、企画・提案の権利を持たず、現状もよく
わからないまま、薄利で請け負うことになります（参考
資料３）。
　この構造モデルを改革していくことが、ＳＰＡ専門の
研修組織を立ち上げた第二の理由になります。
　前述のとおり、当社は社長含め３名程度の零細企業で
すが、顧客の99％は直接取引をさせていただいておりま
す。お客様のなかには上場企業もいらっしゃいます。こ
のことを可能にしたのは、２つの要因があります。
　１つは、会社方針として、下請け仕事は行わない。零

参考資料３　現状のビルメン業界の構造モデル

パターン１

ピラミッド型下請け構造モデル

顧客（温浴施設）

ビル管理会社

下請けビルメンテナンス会社

孫請けビルメンテナンス会社

パターン２
顧客（温浴施設）

ビルメンテナンス会社

下請けビルメンテナンス会社

顧客との価格交渉、企画・提案の権利を持たず、
現状もよくわからないまま、薄利で請け負う

事例１ 大規模スーパー銭湯（三重県）

事例２ 大規模スーパー銭湯（茨城県）

施工前

施工前

施工後

施工後

施工前	 カガミ設置後、５年以上経過。
ウロコ被膜は超硬質化しており、除去難
度の高いケース

施工後	 カガミ自体には傷がなく、95％
以上のレベルで透明感が回復

施工前	 仕切窓ガラス全体に硬質化した
ウロコ被膜が付着。除去難度の高いケー
ス

施工後	 90％以上のレベルで透明感が
回復
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「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」事務局長・阿部克範氏に聞く

「バリュービジネスの実現」のための具体的提案をさせ
ていただきます。ご期待ください！

問い合わせ先
「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」
下記お問合せフォームよりお願い致します。
https://www.fat-system.jp/ 
お急ぎの方は下記までご連絡お願い致します。
エフエーティシステム株式会社
本社〒270-0142 千葉県流山市西松ヶ丘1-39-1
☎04-7148-7717　阿部

実践塾」を通して、ニッチで巨大な温浴施設マーケット
参入のメリットから事業化までの営業・技術的メソッド
まで、バリュービジネスの実現の道筋をご提案していき
たいのです。
坂上　「新規事業展開」と「第二の創業」。業界にとって
も非常に魅力的な提案ですね！�次月号では、さらに踏
み込んで「バリュービジネスの実現」についてお話しし
ていただけるということですね？
阿部　ありがとうございます。次月号では「ＳＰＡ施設
専門�特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾」の内容を通して、

日時：３月16日（火）15時から約45分間
内容： ＳＰＡ施設専門環境衛生事業参入のメリッ

ト（マーケットの優位性／競合不在の優
位性／地域密着型ビジネスの優位性／な
ど）実践塾の内容（短期実践研修による
即営業戦力化／講習カリキュラム概要／
営業・技術サポートメニュー）

受講料：無料
講師…… 阿部克範（エフエーティシステム株式

会社／「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施
工Ｐｒｏスキル実践塾」事務局長）

事例３ 中規模スーパー銭湯（千葉県）

事例４ 大規模スーパー銭湯（千葉県）

施工前

施工前

施工後

施工後

施工前	 内湯浴槽へり（御影石）全体に
硬質化したエフロ・スケールが付着、堆
積

施工後	 80％以上のレベルでエフロ・
スケールを除去、美観を回復

施工前	 露天風呂浴槽へり（ヒノキ）に
付着した黒カビ、ヌメリ等の汚れ

施工後	 80％以上のレベルで黒カビ、
ヌメリ等の汚れを除去、美観を回復

ＳＰＡ施設専門　特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾〜入門編〜ビルクリーニング
Webカレッジ

長年、温浴施設専門業者として環境衛生支援事業を手がけ
てきた実績を踏まえ、「ＳＰＡ施設専門�特殊・清掃施工

Ｐｒｏスキル実践塾」を開校！「労働集約型旧態依然ビジネス」
から「知識集約・企画提案型バリュービジネス」の実現を目指し、
「実践塾」の概要を紹介しつつ、温浴施設マーケット参入のメ
リットから事業化までの営業・技術的メソッドまで、バリュー
ビジネス実現の道筋をご提案します。本ビジネスの対象となる
温浴施設は全国であり、地場企業の新規事業化、独立開業の促
進に大きな貢献を図れます。昨年からのコロナ禍によるピンチ
をビッグチャンスに！ぜひご参加ください。
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