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 業界初*！スイング・ラウンドデータを活用し徹底指導！ 

新サービス「RIZAP GOLF LESSON System」 

2018 年 4 月 1 日（日）にサービス開始 
 

*2018 年３月 当社調べ 

当社子会社である RIZAP イノベーションズ株式会社（本社・東京都新宿区、代表取締役社長 瀬戸 健）は「RIZAP GOLF」

のサービスにて新たに「RIZAP GOLF LESSON System」を 2018 年 4 月 1 日（日）より開始いたします。 

 

                       

 

【「RIZAP GOLF LESSON System」に関して】 

「RIZAP GOLF LESSON System」は、これまでの

RIZAP GOLF メソッドに加え、ソニー株式会社（本社・東

京都港区、代表執行役 社長 兼 CEO 平井 一夫、以

下 ソニー）のレッスンソリューション「スマートゴルフレッスン TM」

の技術、そしてゴルフネットワークプラス株式会社（本社・東

京都江東区、代表取締役社長 菅原 崇、以下 ゴルフネ

ットワークプラス）と共同開発した「ゴルフスコア」アプリを融合

させた新サービスです。 

この新サービスでは、三社の融合により、業界としては初め

てのテクノロジーを活用したゴルフレッスンを実現しました。 
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１．ソニー「スマートゴルフレッスン TM」の採用 

本レッスンシステムでは、ソニーの「スマートゴルフセンサー™」をゴルフクラブに装着

し、ショットを打つことでゴルフスイングのデータを瞬時に解析。クラブの軌道、フェース

角、アタック角、ヘッドスピード、スイングテンポを測定でき、お客様とトレーナーはその

場で測定値を確認・比較することができます。また、「スマートゴルフセンサー™」は

RIZAP GOLF スタジオでのレッスン中だけではなく、自主練習時や、コースにおいて

も使用することが可能です。 

   なお、これらのデータは RIZAP GOLF 用にカスタマイズされた「ゴルフレッスン」アプ

リにより、その場で参照することができます。このアプリケーションでは、お客様とトレー

ナーとの連絡ツールとしての機能だけではなく、レッスン時にトレーナーより課されたオ

ンラインドリルの確認、提出、トレーナーがレッスン時にアドバイスしたレビュー動画の

保存、ラウンドのスコア管理などもおこなうことができ、レッスン中だけではなく日常的

に、お客様のゴルフライフをサポートいたします。 

 

 

２．ゴルフネットワークプラスと共同開発した「ゴルフスコア」の活用 

「ゴルフスコア」アプリは、ラウンドのスコア管理することの出来るオリジナ

ルアプリです。本アプリにより、RIZAP GOLF 会員が使用する「ゴルフレッ

スン」アプリと同期することでトレーナーがお客様のスコアやラウンド中のシ

ョットの精度などを確認し、ラウンドにおいても適切なアドバイスを行うこと

ができるようになりました。また、ゴルフネットワークプラスの会員約 107 万

人*のデータを共同活用することでスコアアプリの利便性向上、RIZAP 

GOLF メソッドやレッスンの強化なども行ってまいります。*
2018 年 3 月 1 日

時点の GN＋アプリ登録者数
 

 

お客様のスイングデータを可視化しアプリで管理することで、レッスン内容を進化させ、さらにインドアレッスンでは成し得なかったラウンド

の様子を管理し、より適切なアドバイスを行えるサービスとなりました。 

そして、これらの要素を加えることにより、スイング再現性の管理やトレーナーのレッスンスキルを感覚的ではなく、よりデータに基づいた

指導をすることができ、高いレベルのレッスンが標準化されます。今後 RIZAP GOLF では「RIZAP GOLF LESSON System」を、更

に高い結果にコミットできる新しい GOLF レッスンソリューションとして展開してまいります。 
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【「RIZAP GOLF LESSON System」導入の背景・目的】 

RIZAP GOLF は 2016 年 2 月のサービス開始以来、順調に事業規模を拡大し、現在は全国 15 店舗で展開しており、これまで

多くのお客様のスコア向上にコミットしてまいりました。 

そしてこの度、RIZAP GOLF では、更なるお客様満足度の向上と事業の成長を図るため、ソニーのレッスンソリューション「スマートゴル

フレッスン TM」の技術と RIZAP GOLF のメソッドを融合させた新サービス「RIZAP GOLF LESSON System」を開始する事といたしま

した。 

今回導入する「RIZAP GOLF LESSON System」により、これまでの RIZAP GOLF のサービス内容を、科学的に可視化されたデ

ータ解析に基づき、お客様のそれぞれの目標達成に向けた最適なレッスンを提供できるサービスとして更に進化させることが可能となりま

す。今後も、質の高いサービスの提供を通じてゴルフの楽しさを発信し、ゴルフ業界を盛り上げるための一助となることを目指してまいりま

す。 

 

 

【「RIZAP GOLF LESSON System」導入による効果】 

 「RIZAP GOLF LESSON System」を導入することによ

り、カウンセリングでお客様の目標に応じ、苦手な部分を可視

化できるため、最適なレッスンプランの提供ができます。また、お

客様のスイングデータ、ゴルフスコアなど膨大な情報を、RIZAP 

GOLF でビッグデータとして蓄積することが可能になります。 

これらを活用することで、RIZAP GOLF のサービスを今後も

更に進化させ、お客様の最短最速でのゴルフ上達にコミットして

まいります。 

 

 

 

 

 

 

【RIZAP GOLF とは】 

https://www.rizap-golf.jp/ 

RIZAP GOLF はゲストを短期集中で徹底的に鍛えあげるスコアアップコミット型ゴルフスタジオです。RIZAP GOLF ではご入会に

あたりゲストの悩みを引き出すカウンセリング、その悩みを解決するための一人一人に合わせたセッション、そのセッション内容を身体に覚

えさせる自主練習をサポートするオンラインドリルにより短期間での上達を実現させます。 

ゴルフを楽しみたい、けれどもなかなか上達できない方のために RIZAP GOLF はゲストにゴルフへの自信、期待を上回る感動、夢中

になれるゴルフライフを提供致します。 

 

RIZAP グループでは、今後「スポーツ×テクノロジー」分野の強化を進めてまいります。今回導入する「RIZAP GOLF LESSON 

System」の実績を元に、今後も「スポーツ×テクノロジー」分野への本格展開を加速させ、生涯を通じてスポーツを楽しめる社会づく

りへの貢献を目指してまいります。 

現在、合計 15 店舗を運営。（2018 年 3 月時点） 
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所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F 

設立日 ： 2010 年 5 月 7 日 

資本金 ： 8 億 8500 万円(2017 年 9 月 30 日現在) 

代表者 ： 代表取締役社長 瀬戸 健 

事業内容： 健康に関する研究、ボディメイク事業等 

 

RIZAP 株式会社 

 

会社概要 

http://www.rizap.jp/ 

「結果にコミットする。」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ) 」を運営。2012 年 2 月の 1 号店オープン以来、店

舗拡大とともに急成長を続ける「RIZAP」は、一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持った

トレーナーを厳選。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理

想の体型の実現を全力でサポートするプロ集団です。黒と金のロゴと rise up には、どんなに暗闇の中でも必ず光り輝くことができ、そして

高く高く昇っていける、という想いを込めています。その輝きであり、輝きを与える存在が RIZAP です。大きな変化の中での苦難にも立ち向

かい、更なる高みを目指し、一致団結してゲストの結果にコミットし続けます。 

現在、合計 123 店舗を運営。新規獲得会員数は累計 10 万人を超えています。（2018 年 2 月時点） 
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