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エンターテイメント事業 業績概況

市場環境やライフスタイルの変化に対応した諸施策の実施
および新型コロナウイルス感染症の影響が
やや減少したことなどにより増収増益。

ファッション事業 業績概況
2022年3月期の取り組み
商品面では、発売以来、累計販売着数が15万着を超えた大ヒット商
品「パジャマスーツ®」のラインナップを拡大するとともに、関連商品と
して「スーツ屋の仕立てたTシャツ」を新たに展開しました。また、
「MeWORK（ミワク）」プロジェクトの商品やオン・オフ使える着回し商
品などのレディースアイテムを拡充しました。店舗面では、2店舗を新
規出店した一方、営業効率改善のため21店舗を閉鎖しました。これ
らの諸施策の実施や、フレッシャーズ商戦が好調に推移したことおよ
び新型コロナウイルス感染症の影響が年間を通してやや減少したこ
となどにより、売上高は886億42百万円(前年同期比3.8％増)、営業
利益は47億95百万円（前年同期比219.9％増）となりました。

2022年3月期の取り組み
1998年の開業からプロデュースさせていただいた結婚式が10万組を
迎え、アニヴェルセル10万組感謝祭『キセキ』を約10ケ月間開催しま
した。また、新生活様式に合わせた「チャペルウエディング」や「ファミ
リーウエディング」の提案を強化しました。施設面では、契約満了等
に伴い2店舗を閉鎖しました。これらの諸施策の実施や新型コロナ
ウイルス感染症の影響が年間を通してやや減少したこと、前年同期
は一部期間に全施設で挙式・披露宴を見合わせていたことなどによ
り、施行組数が大きく増加し、売上高は79億76百万円、 営業損失は
5億80百万円（前年同期は営業損失30億88百万円）となりました。
※収益認識会計基準等の適用による売上高への影響が大きいため前年同期比は記載して
おりません。

2022年3月期の取り組み
まん延防止等重点措置適用により一部店舗で時間短縮営業はあった
ものの、全業態で感染症対策を徹底し営業を継続しました。快活
CLUBは、テレワークなどの需要の高まりを受け「日本全国どこでもオ
フィス」プロジェクトを推進し、鍵付完全個室やビジネス・学習コンテン
ツを拡充しました。コート・ダジュールでは、新しいカラオケの楽しみ方
を提案しました。FiT24は、健康志向の高まりなどを背景に引き続き順
調に推移しました。店舗面では、74店舗を新規出店した一方、25店舗
を閉鎖しました。これらの諸施策の実施や新型コロナウイルス感染症
の影響が年間を通してやや減少したことなどにより、売上高は569億93
百万円（前年同期比17.5％増)、営業利益は5億90百万円（前年同期は
営業損失51億90百万円）となりました。

アニヴェルセル・ブライダル事業 業績概況

ハイライト
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今後の取り組み

課題と事業方針

ファッション事業
新しい生活様式に対応し、「ライフ＆ワークスタイル」業態として進化し続けていきます。

AOKIの特長 ORIHICAの特長

接客 業界初の「スタイリスト制度」を導入
2004年から「スタイリスト制度」を導入し、お客様のお好みや
ライフスタイルに応じた着こなしを提案。ファッション、スタ
イリング、コミュニケーションの力を身に付けた販売員を
「AOKIカスタマーズスタイリスト」として認定しています。

店舗 郊外から都心まで全国各地に展開

商品 お客様のニーズに応じた多彩な商品展開
商品の企画から販売までを一貫管理した「VMD（バーティカ
ル・マーチャンダイジング）システム」によって、洗濯機で丸洗
いができるスーツから国内最高峰の技術を駆使したスーツ、
ビジカジスタイルまで、多彩な商品を生み出しています。

日本最大級の顧客満足度調査で
第1位を獲得
AOKIは、「2021年度JCSI調査」のビジネス・フォーマル部
門で、「顧客満足度」第1位の評価をいただきました。この調
査は、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性
協議会が、幅広い業種・業態の約400社を対象とした利用
者アンケートをもとに実施している日本最大級の顧客満足
度調査です。今回の調査でAOKIは、「全体的な品質評価」
「コストパフォーマンス」「クチコミ」の3指標でも第1位を獲
得しました。

「2021年日経優秀製品・サービス賞」で
「日経MJ賞」を受賞
特に優れた新製品・新サービスを表彰する日本経済新聞社
主催「2021年日経優秀製品・サービス賞」において、2020年
11月に発売した「パジャマスーツ®」が、「日経MJ賞」を受賞
しました。お客様からのお声をもとにパジャマの「リラックス
感」とスーツの「きちんと感」をあわせ持つアイテムとして開
発した商品で、在宅勤務が広がり、逆風下にあったスーツ
市場に新たな発想で需要を創出した点が評価されました。

Topics

課題と事業方針・今後の取り組み

ファッション市場のブランド力とチェーンストア展開のノウハウ
を活かした出店戦略を推進。現在、郊外型に加え、オープン
モールやインモール（SC型）、ビルインや商店街を含む都心・駅
前などの立地にも展開しています。また、大きいサイズの専門
店を、単独および一部のAOKI店舗内に展開しています。

接客 着こなしの楽しさを提案するStyle Navigator
スタイル提案を通じて、ファッションの新しい楽しさを提供
するため、店舗スタッフを「Style Navigator（スタイルナビ
ゲーター）」と呼んでいます。また、彼らの接客体験エピ
ソードを全社・各店舗スタッフで共有しています。

店舗 ロンドンをモチーフにした多彩なフォーマット
立地環境や客層に合わせた店舗タイプを展開。スーツ
発祥の地であるロンドンのアパートをイメージした店
舗、高級な邸宅をイメージした店舗、デザイナーズマン
ションをイメージした店舗などを展開しています。

商品 ビジカジスタイルをはじめ多彩な商品構成
世界のファッション情報が集まる街「表参道」をルーツとす
るブランドとして、ビジネス、カジュアル、レディースの各アイ
テムを展開。英国人のクリエイティブ・ディレクターを迎え、
ファッション感度が高いお客様の支持を集めています。

●テーラードスーツやパターンオーダースーツ、またフォーマル関連などビジネス領域のさらなる磨き上げ
●働く女性に向けたMeWORK（ミワク）プロジェクトの推進や、「パジャマスーツ®」のレディースラインナッ
プの拡充によるレディース領域の強化

●スーツを創る力と販売する力を活かした「パジャマスーツ®」や「THE 3rd SUITS®」のような、「見た目
きちんと着心地ソフト」なアイテムの開発によるカジュアル領域の拡大

●EC限定商品の拡大や店舗とECの連動サービスの拡充・深耕

●働き方の多様化など新生活様式に合わせた新しいビジネススタイルへの対応
●働く女性をターゲットにした商品ニーズの高まりへの対応
●EC販売の拡大など、変化する消費者の購入方法への対応
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課題と事業方針・今後の取り組み

記念日事業の特長 「HRSサービスコンクール」で
4年連続メダルを受賞
国内NO.1のサービスパーソンを決める「第16回HRSサー
ビスコンクール」が2022年2月に開催され、アニヴェルセル 
表参道のスタッフがヤングプロフェッショナル部門におい
て銀賞を受賞しました。本コンクールは、一般社団法人日
本ホテル・レストランサービス技能協会が開催。ホテルや
レストランの第一線で活躍している30歳以下の出場者が
サービスのマインドや技法を競う同部門で、アニヴェルセ
ルは2019年から金賞を含め、4年連続の受賞となりました。

アニヴェルセル10万組感謝祭
『キセキ』を開催
アニヴェルセルがプロデュースさせていただいた結婚式が、
2021年11月に10万組の節目を迎えました。この節目をお客様
とご一緒にお祝いするとともに、恩返しの気持ちを込めて、10
万組感謝祭『キセキ』を約10ケ月にわたって開催。「軌跡」と
「奇跡」の二つの想いを込めた記念サイトを公開して、ウエディ
ングトレンドの変遷やアニヴェルセルの歴史、お客様とスタッフ
の感動映像などを発信し、お客様への感謝と祝福の気持ちを
お伝えしました。

Topics

ウエディング事業の特長 カフェ事業の特長

“安心・安全”と“新しいウエディングスタイル”を提案し、収益構造を再構築します。

アニヴェルセル・ブライダル事業

式場 ヨーロッパの邸宅をテーマに全国展開
結婚式を演出するチャペルと、花や緑であふれるガーデン
がある邸宅は、大切なゲストをわが家にお招きしたような
プライベート空間。感謝の気持ちを込めたお料理とオリジ
ナリティーあふれる演出で記憶に残るひとときをお過ごし
いただけます。日本最大規模のウエディング施設「アニ
ヴェルセル みなとみらい横浜」を含め、全国に結婚式場を展
開しています。

スタイル おふたりの想いを込めたウエディングをお手伝い
専任のウエディングプロデューサーをはじめ、料理、演
出、ドレス、メイクなど、それぞれのプロが“最幸のウエ
ディング”にするためにお手伝い。また、「家族の時間」や
「ページェント」、アットホームな「ソファスタイル」など、
式場ごとにお客様の想いをカタチにしています。

スタイル さまざまな記念日メニューをご用意
「アニヴェルセル 表参道」と「アニヴェルセル みなとみらい
横浜」ではパリスタイルのカフェを運営。また、記念日には
いつでも帰ってこられる場所、お客様の想い出を積み重ね
ていただける場所にふさわしいさまざまな記念日メニュー
をご用意しているほか、バレンタインやクリスマスなど季節
ごとの限定フェアも開催しています。

スタイル “記念日”をトータルプロデュース
プロポーズのプロデュースをはじめ、アニヴェルセルで結婚式
を挙げられたお客様を対象とした「記念日レストラン」、プレミア
ムパーティーや会員向けにお得なクーポンの配信など、結婚
式の前後でもお客様の人生に寄り添っていける記念日事業
を展開しています。

今後の取り組み

課題と事業方針

●チャペルウエディング、ファミリーウエディング、フォトウエディングなどお客様のお声をもとに各ウエディ
ングスタイル・アイテムの磨き上げの実施

●各セクションのオペレーション変更およびスタッフの多能工化による人件費の適正化
●WEB、SNSを活用した販売促進強化による効率の良い集客施策の確立
●アニヴェルセルのブランドを強化する施設メンテナンスやリニューアルの実施

●新生活様式での結婚式における「安心・安全に対する意識の向上」や「少人数婚の伸長」などといった
顧客意識の変化への対応

●オペレーション変更や集客方法の見直しに伴う販売費の最適化による収益構造の変革
●既存施設の経年劣化への対応
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今後の取り組み

課題と事業方針

●快活CLUBの「日本全国どこでもオフィス」プロジェクトの推進
●コート・ダジュールのカラオケ以外の利用シーン創造と提案
●FiT24は「独自の強み」を活かし、単独店を中心に出店を継続し、シェアを拡大
●ランシステムとの資本業務提携によるシステム面の強化と人財の確保、ノウハウ共有

●テレワーク・テレスタディーのニーズ増加への対応
●さまざまなコンテンツ・サービスの提供による時代に対応した施設活用
●健康志向のニーズに沿った24時間型フィットネスジムの出店

課題と事業方針・今後の取り組み快活CLUBの特長 コート・ダジュールの特長

FiT24の特長
24時間営業の「FiT24インドアゴルフ」が
オープン
FiT24の新たなコンテンツとして、24時間年中無休の「FiT24
インドアゴルフ 船橋習志野店」が、2021年12月にオープンし
ました。FiT24インドアゴルフは24時間営業でいつでもゴルフ
ができる環境を提供するセルフゴルフ練習場で、ハイスピー
ドカメラを搭載したスイング診断機など最先端システムを多
数導入。初心者からベテランの方まで、お好きなときに快適
な環境でゴルフをお楽しみいただけます。

長崎県と快活CLUBが連携協定を締結
快活CLUBを運営する快活フロンティアは、2022年2月、地域
活性化の推進と相互の発展を目的に、長崎県と連携協定を
締結。快活CLUBの人気メニューで長崎が発祥のトルコライ
スの認知を高めるフェアの開催や、リモートワークやワー
ケーションを推進する長崎県のプロジェクトを全国の店舗
で告知するなどの取り組みを実施しました。日本初の自治体
とネットカフェの連携を活かして、今後もさまざまな挑戦をし
ていきます。

Topics

エンターテイメント事業
時代の変化に対応した事業進化を目指します。

南仏リゾート気分で楽しむカラオケ
美しい風景で、地上の楽園とも呼ばれる南仏の高級リ
ゾート地、コート・ダジュールを店名に持つコミュニケー
ションスペース。上質な空間、最新のカラオケ、本格的な
お食事をお楽しみいただけます。

サービス さまざまなルームタイプとおいしいお食事
ファミリールームやライブルームなど、ご利用シーンに合
わせたさまざまなルームをお選びいただけるほか、こだ
わりの飲食メニューを各種取り揃えております。

満足を揃えたフィットネスジム
初心者の方も安心してご利用いただけるよう、使い方が
わからないときはスタッフがサポートします。また、わかり
やすいマシンの使い方や目的別のトレーニングメニュー
もご用意。トレーニングに集中できる広 と々したスペース
で中上級者の方にもご満足いただいています。

サービス 充実したアメニティ
少ない荷物で手軽にご利用いただけるよう、シャワー
ルームにはシャンプー・ボディーソープをご用意。ドライ
ヤーも設置しています。

サービス あらゆるシーンに対応する、多彩なコンテンツ
テレワークやシェアオフィスとして、鍵付完全個室で
WEB会議やWEB面接に活用するなど、“オン”で利用で
きるコンテンツから、お好きなコミックを読んだり、ネット
で動画を観てリラックスしたり、趣味に打ち込める“オフ”
のコンテンツまで、幅広く提供します。

特長

特長

アジア屈指のリゾートアイランド、バリ島の高級ホテルを
イメージした店内で多彩な“コト”のコンテンツを提供。快
適にご利用いただける上質な空間で、“オン＝学び”から
“オフ＝遊び”まで幅広いライフシーンでお役に立ちます。

“オン”も“オフ”も楽しめる空間を提供特長
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