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チェーン概要 店舗数No.1のフィットネス

日本において店舗数No.1のフィットネスチェーン

日本上陸から１２年で１８００店舗を超える出店

2017年1０月末時点
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店舗数 １，９１９店舗

会員数 ８４万２，２２３人

201８年９月末時点
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世界86カ国・地域で展開する世界最大のフィットネスチェーン「

カーブス」。アメリカで生まれ、世界中の女性に愛し続けられ、つ

いに日本上陸！「世界最大規模のフランチャイズ」として「ギネス

ブック」にも登録。女性専用、30分間トレーニングという独自のコ

ンセプトで展開。日本では今後、2,000店舗・100万会員の展開

を目指す。

・ 北海道 68店舗

・ 東北 120店舗

・ 関東 599店舗

・ 北陸 47店舗

・ 東海 255店舗

・ 甲信越 88店舗

・ 関西 307店舗

＜エリア別店舗数＞

・ 中国 118店舗

・ 四国 52店舗

・ 九州沖縄 180店舗

＜店舗数・会員数＞

従来型フィットネス カーブス

価格 平均１万３千円(デイリー会員除く) 5,700～6,700円(税抜き)

滞留時間 平均２～３時間 ３０分

立地 大都市、駅前、郊外の大型商業施設隣接型 身近にある



カーブスの会員属性
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会員の中心は、50代～70代の

主婦。子育ても落ち着き、もっ

と自分の人生を楽しみたい、そ

のためにいつまでも若々しく健

康でいたい、という非常にアク

ティブな方が集まっています。

アクティブシニア×主婦

という、今最も注目される消費

者層のコミュニティ。それが

カーブスです。

■会員年齢属性（グラフ）

会員のほとんどが、先に通

われていた方からの紹介

でご入会。気心の知れた

友人同士だからこそ、楽し

く、そして長く通い続ける

ことが可能です。

また、会員同士だけ

でなく、スタッフと会

員の仲が良いことも

カーブスの特徴のひ

とつ。店舗がひとつのコ
ミュニティとして形成され

ています。

※キーマン・・・地元の有力女性

■ご入会ルート(グラフ)

カーブスは単なるフィットネスクラブではなく、

地域密着型のコミュニティビジネス。

５０代～７０代の女性の情報収集・情報発信の基地

会員の９６％以上が４０歳以上の主婦 コミュニティとしてのカーブス

＜最高齢＞ １０１歳 ＜最年少＞ ５歳 ＜平均年齢＞ ６１.７歳

2016年6月30日時点

年代 人数 比率 累積

９０歳代～ 352 0.0% 0.0%

８０歳代 24,162 3.3% 3.4%

７０歳代 146,559 20.1% 23.4%

６０歳代 292,104 40.0% 63.4%

５０歳代 172,633 23.6% 87.1%

４０歳代 64,920 8.9% 96.0%

３０歳代 18,241 2.5% 98.5%

２０歳代 8,490 1.2% 99.6%

～１０歳代 2,595 0.3% 100.0%
合計 730,056 100.0%
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＜媒体概要＞
● 発行形態 季刊（年４回1日発行）

● 判 型 Ａ４変型（２８５×２１０mm）

● 頁 数 84頁

● 配布方法 全国カーブス店舗内にて無料配布

● 発行部数 74万部 ※会員数増加に併せて部数増

『カーブスマガジン』のご案内
健康を気遣う女性のためのコミュニケーション情報誌

magazine

＜年４回発行＞

「３月春号」 ３月１日発行 「６月夏号」 ６月１日発行

「９月秋号」 ９月１日発行 「１２月冬号」 １２月１日発行



カーブスは単なる運動施設ではなく、女性の人生を輝かせるコミュニ

ティでありたいと思っています。会報誌「カーブスマガジン」を発行し

て、より輝かしい人生を送って頂くために、健康・美容・食・旅行をは

じめとした様々なライフスタイルの提案を行っていきたいと考えてい

ます。

健康

美容

趣味
教養

食
生活

レジャー

安心
快適生活

「カーブスマガジン」とは

「カーブスマガジン」のコンセプトは、「あしたの自分にきっと驚く！」。体を動かすことによって、カ

ラダにもこころにも筋肉が付き、「カーブスマガジン」の情報からも感動を得ていただきます。より

元気に、そして励ましが得られ、気持ちがよりポジティブになっていく女性を応援します。もちろん

会員だけでなく、カーブスに関心のある女性のすべてにお届けするコミュニケーション情報誌で

す。編集内容は会員誌としての情報だけでなく、こころとカラダの健康情報や著名人インタビュー、

気になる最新話題など幅広く取り扱っていきます。
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「カーブスマガジン」広告の特徴

①口コミ効果 ②高い精読率

カーブスは週に３回通う場所。読者が集

まり、会話するリアルな空間があります。

生活に関わる様々な情報交換が行わ

れ、広告に付加的な口コミ効果が加

わります。

５０代～７０代の主婦が集まるカーブス

①あらゆる消費財の購買決定権を握る主婦

②女性、主婦、同地域という同質性の高い母集団

③空間、時間、体験を共有することでの仲間意識

④会話の中から生まれる「消費財」の口コミ

広告掲載と同時に

試供品配布の実施により、

さらに効果的な

プロモーションとなります
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③会員数＝読者の急増

1号店がスタートして以来、わずか12年で1800

店舗80万会員の規模に成長をしてきました。

今後も順調に出店を進め、2000店舗、100万

会員の体制を目指しております。会員の増加

はそのままマガジンの発行部数の増加に

なり、媒体としても成長を続けていきま

す。(最新号実績７４万部)

カーブスマガジンは、効果的な運動法、元気

であり続けるための健康法などを勉強するテ

キストでもあります。インストラクターとのカウ

ンセリングで使われたり、マガジンから問題を

出題するクイズ大会を店内で実施したりもし

ます。通読率も高まり、繰り返し読み込む

中で、広告閲覧率も高まります。

単なる「認知」「購買」だけでなく、商品の継続的な利用へ



タイアップ企画スタート
カーブスマガジンではタイアップ広告・タイアップ企画をスタート致しました。媒体お

すすめの商品として掲載することで、読者会員からの信頼性が高まり、より購買行

動に結びつきやすくなります。会員に事前に商品をご使用いただき、誌面上でご登

場いただくことも可能です。商品特徴やカーブス会員にとってのおすすめポイントを

コメント・写真で掲載することにより、同属性・同年齢層の読者に対し効果的なアプ

ローチが可能です。
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■事例 「座談会形式」

カーブス会員にご登場いただき、座談会形式で商品おす

すめのポイントについてお話をいただきました。

■事例 「7日間チャレンジ」

カーブス会員に商品を7日間お使いいただ

き、使用感についてお話をいただきました。

オリジナル
レシピ考案

カーブス会員
誌面登場

カーブス会員の登場で大きな注目を集めるとともに
より使用時のイメージを持たせることが可能

媒体おすすめの商品としての見せ方で購買に繋がります

店舗コーチ
活用



価格表・申込方法・審査に関して

広告についてのお問合わせ

■ 広告料金表

※以下の商品は社内審査の上、お断りさせて頂く場合がございます。■ 広告ご入稿期限

＜メディアレップ＞

毎日新聞出版株式会社 企画管理本部戦略営業グループ

TEL： 03-6265-6731

株式会社カーブスジャパン FCサポート部 担当：齋藤

TEL：03-5418-9905    メール：hi-saito@curves.co.jp
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※広告料金については改定する場合がございます。

※タイアップ広告は１号につき、２社までの掲載となります。

※タイアップ広告料金 ： 上記掲載費＋誌面制作費1頁あたり３０万円(当社ネット)

(内容により別途御見積となる場合がございます。)
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■ 広告掲載基準

3月春号（3/1発行） 入稿締切：1月下旬

6月夏号（6/1発行） 入稿締切：4月下旬

9月秋号（9/1発行） 入稿締切：７月下旬

12月冬号（12/1発行） 入稿締切：10月下旬

広告お申込み：順次受付中 ※枠なくなり次第終了

①カーブスの運動・食事栄養理論に反している商品
例：ダイエット関連（医薬品含む）、燃焼系、置換え食

②カーブスの自社商品やサービスと競合する商品
例：プロテイン、グルコサミン、スポーツウェア、サプリメント、運動器具

③弊社が「健康食品または健康食品に類する食品」であると判断した商品
例：健康飲料（青汁・黒酢飲料など）、水素水、酵素

④弊社が媒体に掲載するものとして相応しくないと判断した商品
例：投資、ギャンブル、ボランティア、消費者金融、死亡保険、

※上記項目に該当しない商品であっても、
掲載できかねる場合がございますので、予めご了承ください。

表２ 285×210ｍｍ ２,５００,０００円

表３ 285×210ｍｍ ２,２００,０００円

表４ 280×200ｍｍ ３,０００,０００円

中面１頁 285×210ｍｍ ２,０００,０００円

中面２頁 285×420ｍｍ ４,０００,０００円

掲載面 原稿サイズ 料 金

ハガキ(切り取り) 148×100ｍｍ ２,０００,０００円



「カーブス」サンプリング企画のご案内

５０代～７０代主婦のリアルコミュニティ

SAMPLING
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全国１，８６０店舗・８４万会員

貴社商品

全国８４万人の健康・美容に興味関心の高い主婦層に対して
商品理解・使用体験から継続的な購買へ繋げる

購買決定権を持つ

５０代～７０代主婦がメイン会員層

健康・美容

に対する高い関心

影響力の高いスタッフより

商品説明と共に配布

認知向上

７４万部発行

会員のテキスト

スタッフより手渡し

１
カーブスマガジン
広告掲載

２
店舗内

サンプリング

コミュニティによる

口コミ効果大
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サンプリング企画概要

The  power  to  amaze  yourself

使用実感

信頼性が高い

口コミ効果

スタッフより手渡し



サンプリング手法の比較

① 購買の意思決定を握る５０代～７０代を中心とした主婦にセグメント。

② インストラクターから商品の説明をしながら手渡しで配布。

③ 使ってみた感想が、店舗での話題のネタとなるため使用率も高い。

④ 使用の感想や購買経験が話題となり、配布後の口コミ効果も高い。

※カーブスジャパン独自の考察に基づく表であり、効果を保証するものではありません。

※実施アンケートの店舗回収は行っておりません。郵便ハガキなどメーカー様にてご回収頂きます。

カーブス

街頭配布

サンプルＷＥＢサイト

通販同梱

ポスティング

その他店舗配布

○

×

△

○

△

△

ターゲット
セグメント

○

△

△

△

△

△

信頼感
好感

○

×

△

×

×

×

口コミ
効果

○

×

△

×

×

×

実施
アンケート

主婦

欲しい人

客層

リアル

ブログ ネットバイアス

○

△

△

△

△

△

使用率
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他サンプリング手法との違い
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カーブス店舗⇒流通誘導

The  power  to  amaze  yourself

全国1,860店舗中、流通の施設内にあるカーブスは760店
舗（41％）。カーブス後はお買い物という生活動線があ

るから、カーブスと流通との様々な取り組みが可能。

・流通各社様よりカーブスへの高評価多数
・営業支援策としての活用
・流通商談会への活用（既存先拡充・新規先獲得）
・カーブスから流通店舗への誘導策導入

流通連動による店頭売場誘導・営業支援策としての
カーブスプロモーション活用

流通内カーブス店舗数（一部抜粋）流通施設内のカーブス約4割 通流商談・営業支援策

流通周辺での商品配布により、「運動⇒買い物」の動線を確立
確実な商品購買に直結します



数量によらず

1点あたり

１０円

実施条件 「カーブスマガジン」広告掲載 （※中面1頁以上）

配布数量 ３万個 ～ ５０万個 ※1店舗平均350個配布 （3万個の場合： 約90店舗実施）

配布エリア 全 国 （都道府県までのご指定は別途ご相談下さい）

配布方法 店舗スタッフより会員へ手渡し ※状況により一部異なります

配布物 商品（試供品）本体 ・ 印刷物 ※印刷物のみの配布不可（ノベルティ付含む）

展開・設置場所 テーブル・カウンターの上に設置 ※店舗により多少異なります

実施ツール 実施ポスター・展示POP ※弊社にて無料で制作し、各店舗にてPDFを出力・掲出

納品方法 各実施店舗へ直接納品 ※実施店舗決定後、発送リストを提出します

審 査 企業・商品・配布物セット現物・広告原稿の審査あり

申込締切 実施日の２ヶ月前まで

配布期間 約２週間 ※なくなり次第終了

１店舗平均配布数 約３５０個 ※会員数に応じて各店舗の配布数を設定します

実施時期 カーブスマガジン掲載日の前後２ヶ月以内の実施 （例） 3月号掲載： 2～4月

その他

・ １店舗において同時期に２社２商品以上を実施することはございません。

・ ポスター掲出のみ、商品設置のみのメニューはございません。

・ 店舗内での配布セグメントは不可（４０代・５０代の方のみの配布 など）

【 完了報告書 】

・ 全店配布終了後に完了報告書をご提出させて頂きます。

・ 一部店舗の実施写真とスタッフコメントの集約をいたします。

■企画概要 ■料金

３万個 ～ ５万個 未満 ５０円

商品本体 配布数別 単価

５万個 ～ １０万個 未満 ４５円

１０万個 以上 ４０円

印刷物

■実施不可内容について

配布物として

不適切な商品

・ 対象者が極端に制限される商品

例： ウィッグ、コンタクトレンズ 等

・ 会員の負担になる商品

例： 容量が極端に多い 等

・ 会員の満足度が得られない商品

例： パウチ1個、湿布1枚 等

印刷物も

配布の場合

※商品本体と印刷物が同梱（セット）された状態で

店舗納品頂ける際は、商品本体料金のみで実施可能です。

株式会社カーブスジャパン FCサポート部 担当：齋藤

TEL：０３-５４１８-９９０５

サンプリングについてのお問合せ・お申込み先

販促物のみの配布

商品現物がなく、チラシやパンフレットなど販
促物のみの配布

※販促物にノベルティがついたものも不可

店舗内での

イベント等の実施

試飲会、試食会、実演会、講演会などによる、
メーカー様の販促活動
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サンプリング企画を実施する上では、広告掲載基準を前提とし、

以下の内容は実施不可となります。

「サンプリング企画」実施内容・料金

The  power  to  amaze  yourself
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広告・サンプリング実績

The  power  to  amaze  yourself

全国８４万人の主婦へアプローチ可能な媒体として様々な企業様にご活用頂いています

カテゴリ 企業名 カテゴリ 企業名 カテゴリ 企業名

化粧品 味の素 食品 味の素 飲料 サントリー酒類
コーセープロビジョ
ン

いなば食品 雪印メグミルク

トウ・キユーピー エスビー食品 ミツカン
花王 カンロ 森永乳業
ロート製薬 キユーピー 明治

大塚製薬
みすずコーポレー
ション

ハウス食品

ウテナ ヤマキ フジッコ

コーセー ローソン
ポッカサッポロフード&ビバレッ
ジ

ドクターシーラボ 森永乳業 アサヒビール
ファンケル 日本製粉 エーザイ
マンダム 明治 カゴメ
資生堂 日用品 花王 カルピス

持田ヘルスケア 日本製紙クレシア
サントリー食品インターナショ
ナル

第一三共ヘルス
ケア

ヤマサキ ネスレ日本

日本ロレアル ライオン メルシャン
富士フイルム アートネイチャー 花王

食品 ダノン サンスター 日本コカ・コーラ
MLA豪州食肉 参天製薬 富士フイルム
フジッコ P&G 味の素

江崎グリコ エステー
ツヴィリング J.A. ヘンケルス
ジャパン

エバラ食品工業 シャボン玉石けん 象印マホービン

大塚食品 ネイチャーラボ 家電 BOSE
森永製菓 牛乳石鹸 パナソニック
大塚製薬 持田ヘルスケア 象印マホービン
日本ケロッグ レジャー エイチ・アイ・エス ヤーマン
アサヒグループ食
品

沖縄観光CVB

サントリーウエルネ
ス

旅行読売出版社

亀田製菓 自動車 トヨタ自動車

■サントリー食品インターナショナル ■トヨタ自動車お取引企業様一覧（抜粋）

2018年春号までの実績より

＜サンプリング＞

＜広告掲載＞

■サーキット内：商品展示 ■掲出ポスター（A2）・展示用POP ■実施風景

女性 アクティブシニア 健康志向

■ロート製薬




