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ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾
実践塾の特長❶　参入のメリット

坂上　３月号では『実践塾の開校の目的』について聞き
ました。すなわち、〈地方/地域経済活性化への貢献〉〈ビ
ルメン業界の構造的改革〉実現のために、『実践塾』を
通してニッチで巨大なＳＰＡ市場開拓を目指していくと。
今回は、バリュービジネス実現のためのＳＰＡ市場参入
メリットと『実践塾』の内容についてお聞きします。
阿部　３月号でＳＰＡ市場が手付かずのニッチで巨大な
市場であることを話しました。今回は、当社が提案する
バリュービジネスの根拠と、それを実現するための『実
践塾』の内容をお話しさせていただきます。
　本誌を購読するビルメン業者の皆様が最も知りたいこ
とは、ＳＰＡ市場参入のメリット（優位性）と実現性で
はないかと考えます。
１．マーケット（商圏）の優位性
　現在、日本国内の温浴施設の規模、形態は多岐にわた
り、地域（特に地方）においては健康産業の拠点の一翼
を担うに至っております。ニッチ市場でありながら巨大

市場という商圏特性をもっています。

　ニッチ市場であるがゆえに、ＳＰＡ環境衛生マーケッ
トは上場企業などの大手企業の参入は少なく、独立開業
を目指す起業家、新規事業を検討している地場企業に
とって、参入のハードルは決して高いものではありませ
ん。当社の企業経歴からも明らかなように、小規模組織
でも年間億単位レベルの売上が可能な業態です。

ビルクリーニング Web カレッジ 新講座のご案内
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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２　バリュービジネス実現のために

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
校した。前回の「開校の目的」につづき、今回はバリュービジネス実現のための「ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃
施工Ｐｒｏスキル実践塾」の特長・内容について聞いた――。

スーパー銭湯
エリア：全国中・大都市
圏
来客数：月間20,000～
50,000人
大衆型超大型温浴施設
客単価：700～3,000円
特色：低価格、多種類
の風呂、飲食施設、マッ
サージ、理髪店も併設

健康センター・ランド
エリア：全国中・大都市
圏
来客数：月間10,000～
30,000人
大衆型中・大型温浴施設
客単価：700～3,000円
特色：歌謡ショー、演
劇観賞、カラオケ施設
等併設

温泉ホテル・旅館
エリア：全国温泉地
来 客 数：月間1,000～
5,000人
大衆型中・大型温浴施設
客単価：7,000～30,000
円
特色：源泉かけ流し、温泉
の質、眺望が売り。同じエリ
アに顧客が集中している

ゴルフ場
エリア：全国
来 客 数：月間1,500～
3,000人
客単価：6,000～30,000
円
特色：ゴルフ場には必
ず温浴施設が併設され
ている

スパ併設型ビジネスホテル、サウナ施設
エリア：全国中・大都市圏
来客数：月間3,000～
5,000人
大衆型中・大型温浴施設
客単価：5,000～10,000
円
特色：ＳＰＡ併設を特色
にするビジネスホテルが
増加している

スパ併設型フィットネスクラブ
エリア：全国中・大都市圏
来客数：月間10,000人
以内
大衆型中・大型温浴施設
客単価：8,000～10,000
円（月額会費）
特色：トレーニング後の
ＳＰＡ利用、浴槽併設タ
イプもあり

� （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

２．競合不在の優位性
　温浴施設専門に環境衛生事業（特殊清掃・施工）を行っ
ている業者は極めて少なく、参入のハードルが高くあり
ません。

零細・中小ビルメン
テナンス業
（顧客近隣を商圏と
している）

弱み
施設の一般清掃を主業務と、温浴施設の環
境衛生ノウハウに乏しく、清掃スキルのレ
ベルも低い。

清掃ＦＣ店
（全国展開大規模ＦＣ）

弱み
一般家庭、小規模事業主が主顧客層であり、
低単価で数をこなしていくビジネススタイ
ルのため、企画・提案が必要な温浴施設参
入の実現性は低い。

　上記２業態とも、ＳＰＡ専業ではなく、ＳＰＡ環境衛
生ノウハウ・スキルに乏しく、顧客への企画・提案力が
弱いという現実があります。

大多数のＳＰＡ施設において、業者変更の可能性があります！

３．ビジネス参入の優位性
　当社の提案するビジネスモデルは、フランチャイズ、
代理店といった形態とは違い、高額な加盟金や月額ロイ
ヤリティ・販促分担金等も発生しません。研修費用と（60
万円）とスターターキット（30万円）のみで営業スター
ト・展開が可能です。新規事業展開・独立開業を目指す

皆様にとっては、コストリスクのハードルも低く、短期
間での市場参入を可能にします。
４．競合力の優位性
　ＳＰＡ施設全体の環境衛生支援を事業コンセプトに営
業展開している競合他社は極めて少なく、競合他社との
明確な差別化営業展開を可能にします。ＳＰＡ施設の日
常清掃範囲外の業務（＝特殊
清掃・施工）においては、他
社の追随を許さないスキル・
ノウハウにより、圧倒的な差
別化営業を可能にしています

独立開業起業家 新規事業展開企業

イニシャル
コスト

極めて低い（研修費用・
スターターキットのみ）

極めて低い（研修費用・
スターターキットのみ）

清掃業ＦＣの場合→ �2,500,000 〜 3,000,000 の費用
がかかる

ランニング
コスト

極めて低い
（研修費用のみ）

極めて低い
（研修費用のみ）

ロイヤリティ等不要→高収益化
仕入材：�月 10,000 〜

20,000 程度
仕入材：�月 10,000 〜

20,000 程度

営業展開

専業業者として差別化営業 既存顧客（ＳＰＡ関連）
の掘り起こし・活性化

短期間での営業展開が可能
定期的・継続的売上の実現

自社担当エリアの包括的営業が可能
（例：温泉地一帯）

施工事例１ 洗い場床

施工事例２ 露天仕切り窓ガラス

施工前

施工前

施工後

施工後

施工前	 洗い場床全体に水垢、石鹸カス、
皮脂等の汚れが堆積

施工後	 80％以上のレベルで美観を回
復

施工前	 露天仕切窓ガラス全面にウロコ
被膜が付着、堆積

施工後	 80％以上のレベルで透明感、
美観を回復

632021.04



ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾

成を行っております。
　研修メニューには、研修後、即営業展開いただくため
の各種サポートメニューを準備していますので、不安な
く営業活動をスタートすることができます。
＜サポート❶＞営業ツールの提供
■スターターキット（有償）
　当社が現場業務で使用しているすべてのツール（機材、
資材等）を提供させていただきます。デモンストレーショ
ン営業も万全です。
■営業パンフ（有償）
　貴社名入りパンフを印刷物にて提供します。
＜サポート❷＞マーケティング資料の提供（無償）
　全国のスパ施設、ゴルフ場施設の営業データを提供し
ます。営業準備の合理化、訪問営業、ＤＭ営業にご活用
いただけます。
＜サポート❸＞営業サポート
　以下のサポートを行っています。
■見込みユーザー同行営業・デモ（有償）
■プレゼンテーションテンプレートの提供（無償）
■業務報告書テンプレートの提供（無償）
■見込み・問合せユーザーの紹介（無償）
＜サポート❹＞『実践塾』卒業後のフォローアップ研修
　スキル維持のために、当社現場業務に参加いただき、
フォローアップ研修を受けていただけます（無償）。
　以上、概要ではありますが、『実践塾』の特長、サポー
ト内容をご説明させていただきました。
坂上　今回のお話で、ＳＰＡ市場でのバリュービジネス
実現の可能性がより具体的、実践的なものであると実感
できました。２回にわたり、ビルメン業界にとっても興
味あるご提案ありがとうございました。
阿部　こちらこそ、ご提案の場をいただき感謝申し上げ
ます。研修費用、問合せ、申込み方法等については、当
社ホームページをご参照ください。
　読者の皆様には、ぜひともこの機会にバリュービジネ
スにチャレンジいただければと考えます。

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

（施工事例参照）。
５．地域密着型ビジネスの優位性（地理的優位性）
　自己担当エリアには、多くの温浴施設が存在しており、
潜在ユーザーとしての可能性を持っています。地理的優
位性を活かすことにより、ポジティブな営業計画を立案
することができます。

温浴施設・ホテル

スーパー銭湯

健康ランド・センター

フィットネスクラブ

ゴルフ場

優位性
営業機動力（圧倒的な訪問力）
営業情報収集（紹介件名等）
ランニングコスト削減
（営業経費）
ランニングコスト削減
（現場経費）

ＳＰＡ施設専門 特殊・清掃施工Ｐｒｏスキル実践塾
実践塾の特長❷　実践中心で卒業後も手厚くサポート

坂上　なるほど、マーケット、競合不在・競合力、参入
コスト、地域密着型ビジネスといった多くの優位性があ
ることがわかりました。それを実現するために『実践塾』
を開校されたわけですね。では、その内容について、お
話しいただけませんか？
阿部　詳細につきましては、『実践塾』入校希望される
方に、お電話、ご面談にてご説明させていただきます。
ここでは、概要を紹介させていただきます。
＜概要❶＞短期間実践研修による即営業戦力化
　全６日間の集中研修で当社の技術・営業スキルをすべ
て修得いただき、研修終了後の短期間での営業展開を可
能にします。
＜概要❷＞ＯＪＴ中心の現場ノウハウの修得
　現場（当社契約施設）での作業研修をメインに考え、
各種スキルを実体験しながらスキルを修得していただき
ます。
＜概要❸＞少数マンツーマン型研修
　即戦力実現のために、１クラス１～４名の徹底したマ
ンツーマン指導カリキュラムを編成しました。
＜概要❹＞毎月随時入校が可
　入校希望者の予定に合わせたフレキシブルなクラス編

ＯＪＴ研修中の様子
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