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フィットネスや、温泉・サウナなどをこよなく愛する
「汗活女子＝アセジョ」向けサービス
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あなたの日常を、たのしく、うつくしく、ハッピーに！

A S E J Y O（アセジョ）とは？ 01

汗活の魅力である”気持ちよさ”や”楽しさ”を通して、幸せな女性を増やすためのコンテンツ配信と各種イベントの実施。
“汗活×〇〇”の切り口で、日本各地の観光地やホテル・温浴施設を活用してユーザーの心身を楽しく整えるだけでなく、

“コロナ以降の持続可能な働き方や生き方を変える”。そんな、態度変容を創出していきます。
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フィットネスや、温泉・サウナなどをこよなく愛する「汗活女子＝アセジョ」向けサービス



サービス概要 02

汗活を通じて得る効果：美容 / 健康 /心（リフレッシュ・リラックス）/デトックス /食事を美味しく楽しめる .etc

・日本各地のホテル /温浴施設紹介
施設の魅力をレポート記事化 /動画配信

＜コンテンツ＞

・イベント情報
主催イベント含め、多様なイベント情報を発信していきます。

・汗活グッズ /フード紹介
おすすめグッズ /メニュー /レシピ紹介など

・汗活コラム
タレント、インフルエンサーによるインタビュー記事など

・レクチャー情報
初心者にも分かりやすく、フィットネスの基礎や豆知識を伝授するコンテンツ

■世代問わずにアクティブ！
・趣味も仕事も活動的！
・旅行好き、旅先でも汗をかきたい

■急増中のサウナ女子！
・最近、サウナに目覚めた
・女性向け施設の情報の少なさに不満

■フィットネス /筋トレの習い事が好き！
・食 /健康意識が高い
・オンライン体験人口も急増中！

お家で“楽しく“学べる”
動画コンテンツを中心に
定期的に配信！

汗活好きは、
こんな人たち！

人生を楽しむキーワードは汗活！？ → 20～50代の社会人という共通点あり。また、情報発信・収集には Instagramユーザーが多い

.etc

WEBサイトやSNSを活用したオンラインコンテンツとリアルイベントを通じて、
全国の“汗活の魅力”を様々な切り口で発信します。



コンテンツ概要 03

人生を楽しむキーワードは汗活！？
意識下にある“実はやってみたかった体験”との出会いを提案

取材を元にビジュアルと動画で汗活情報をコンテンツ化。
旅先での「宿泊＋体験」と「自宅で楽しめる」、２つの需要を十分に満たした内容を定期的に配信する。
（動画コンテンツを配信するプラットフォームは youtubeと instagramを使用）

※上記コンテンツ案はイメージです。

2020.1.27COLUMN

わたしの健康法 ～○○○○～
今日からはじめる、カラダにいいこと

2020.1.27TRAINING

今こそ始める汗活のススメ
日本各地の体験スポット

2020.1.27EVENT

第1回 発汗女子コンテスト
日本各地の体験スポット

2020.1.27REPORT

旅するアセジョ！ ～熱海編～
熱海で体験できる汗活情報

あなたの日常を、
たのしく、うつくしく、
ハッピーに！

2020.1.27SAUNA

女性専用サウナ特集
わたしだけの大切な場所

2020.1.27FOOD

おすすめ発汗フード特集
食材やレシピ、食べ方の提案

2020.1.27YOGA

心とカラダをととのえたい。
ヨガプランがある厳選ホテル

2020.1.27FITTNESS

最新VRフィットネス
楽しみながら鍛えたい！

日本初 !?

汗活女性向け
WEBサービス



発起人 | なぜやるのか？ 04

東京出身。前職の JTBでは、各企業向けに様々なオリジナル旅行イベントを企画。
2010年からはシンガポール、シドニーでの海外勤務を経験。
2012年に JTBを退社し、同年Office G-Revo株式会社へ入社。
食の甲子園協会が主催の「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の立ち上げ＆運営を行う。
その他、自治体向けの地域活性化の企画や企業プロモーション・イベント等を実施。
三度の飯と同じくらい身体を動かすことが大好きで、日常でも旅先でも必ず汗活時間を作って身体を動かしている。

Office G-Revo株式会社 取締役副社長
一般社団法人全国食の甲子園協会 事務局長
世界遺産スペシャリスト、サウナスパ健康アドバイザー、カラアゲニスト

渡邉 奈巳（わたなべ なみ）
発起人プロフィール：

日本は四季折々、美しい景色やおいしい食事など魅力にあふれた地域がたくさんあります。
旅行雑誌やWEBサイトには、たくさんの情報が掲載されており、
その情報を自分で調べ・手配することができるようになった事で、旅行はさらに身近になりました。
しかし、まだまだ埋もれている街の魅力や、発信したい地域はたくさんあり、
魅力的な地域の情報を「汗活」を通じて収集・発信することで、
旅行者にとって新しい価値ある旅のお手伝いと、地域の活性化を目指したいと考えております。

また、旅行だけではなく日常生活でも、何かしらの「汗活」にて
デトックス・ヘルスケア・ストレス発散をしている方はたくさんいます。
様々な「汗活」の情報をお届けし、アセジョの皆さんにまず最初にチェックしてもらえるような、
たくさんの方に愛されるコンテンツにしたいと考えています。

汗活を通じて、全員がハッピーになる！



首都圏の岩盤浴施設にてヨガイベントを開催

最近の活動について 05

①岩盤貸切ヨガ主催

お風呂上がりの
イチオシドリンク！

弊社ライターが取材を行い、ユーザー目線で施設の魅力を
紹介する記事コンテンツとコラボ企画を提案

②温浴施設の記事掲載とコラボ企画提案
ASEJYO視点で施設の「客室 /温泉 /食事 /近隣エリア」
を体験コンテンツと合わせて紹介
※鴨川の温泉宿 小湊温泉 魚彩和みの宿 三水 様 （千葉県鴨川市）

③宿泊施設の動画制作

※小樽市観光協会が初事例
④自治体に ASEJYO的新しい旅行様式の提案

自治体としては、小樽市が全国で初の ASEJYOを対象とした【観光 PR動画の制作＋旅行プラン】をスタート！

商品やサービスの PRを目的とした活動に ASEJYOコン
テンツを用いたコラボ企画案等を提案

⑤企業に商品 PRやコラボ企画提案



プロモーション事例
わたしたちがリアルイベントなどを通し、長年培ってきた企画・コンテンツ立案のメソッドをご提案します。

だからこそできる
あなたの日常を、たのしく、うつくしく、ハッピーに！



【ホテル・温浴施設様  向け】施設環境・地域の自然環境を活かした体験プランでの誘客プロモーション 06

・楽しい体験に紐付いた認知獲得
体験と紐付けて施設や近隣エリアの魅力を様々な切り口で PRすることができます。

・認知拡大
サイトへの記事掲載、 プレスリリースでの発信、SNSでの指定ハッシュタグなど、情報が広がっていく仕組みによって認知の拡大を図ります。

・ユーザー生成コンテンツの増加
中長期的に新規ユーザーへの推奨効果が期待できるユーザー生成コンテンツ（個人の SNS投稿 /口コミ /ブログなど）を体験を通じて作成できます。

ユーザー参加型体験企画の実施

■期待できる効果

課題に合わせた展開プラン

・動画制作
・WEBサイト制作
・ランディングページ作成
・Instagram 設立運用
・SNS広告運用
・オウンドメディア制作

【ホテル・温浴施設様 向け】施設環境・地域の自然環境を活かした体験プランでの誘客プロモーション

一般の女性を巻き込んだ汗活企画で認知向上からファン獲得へ結びつけます！

＜さらなる展開企画＞
・首都圏での出張体験イベント /ツアー
・タレント /インフルエンサーの起用
・意識調査 /マーケティング
・オリジナルグッズ制作 /販売
・企業コラボ



【ホテル・温浴施設様  向け】動画コンテンツ 07

動画コンテンツ制作

※社内向けの研修動画やセミナー向けの動画、その他マーケティング施策の一環として、YouTubeや SNSに投稿するための動画等も制作可能です。

親和性の高い外部メディア・動画制作会社とパートナーシップを結び、オリジナル動画コンテンツの制作をプロデュースします。
情報だけでなく、背景とライブ感。そして、旅情感を大切にしています。

■オフィシャル動画コンテンツは、プロモーション以外のメリットも！
昨今、一般のお客様が独自で動画や写真を SNSにアップするという機会が多くございますが、
稀に思いも寄らなかった口コミ投稿や、意図せぬお客様層による偏ったビジュアル投稿などで施設の発生することが考えられます。
そのため、オフィシャル動画は、信頼や品格の担保として、そして、ホテル側からお客様選択のアプローチとしても非常に効果的です。

■体験イベント ■施設紹介イメージ動画 .etc



【ホテル・温浴施設様  向け】 制作事例 | 鴨川の温泉宿  小湊温泉  魚彩和みの宿  三水  様 08

＜制作事例＞

※宿泊プランは現在開始準備中（2020年内に開始予定）

■鴨川の温泉宿 小湊温泉 魚彩和みの宿 三水 様 （千葉県鴨川市）

＜PR動画制作＞
・ASEJYO視点で施設の「客室 /温泉 /食事 /近隣エリア」を体験コンテンツと合わせて紹介

＜宿泊プラン作成サポート＞
・宿泊客向けサービスのオペレーション構築（宿泊客へのヨガマット・DVD貸出 /ランニングマップの配布 .etc ）

https://www.sansuihotel.com/



【自治体 /DMO/ 観光協会  向け】地域・観光プロモーション 09

1. 観光訴求がダイレクトにできる
2. 物販や EC、ふるさと納税、地域の担い手の募集などのお知らせがダイレクトにできる
3. 継続的な情報発信やシェアが生まれる
4. アンケートなどで市場調査がダイレクトにできる
5. 観光客からリピーターが増える

コラボレーション企画

■期待できる効果

オリジナルメニューの開発 .etc

＜地域コンテンツ＞
・特産品
・郷土食
・日本酒 /地ビール /ワイン .etc

【自治体 /DMO/観光協会 向け】地域・観光プロモーション

“汗活×地域の食” を活用したコラボレーション企画で、認知向上から関係人口創出に結びつけます！

※地域のファンづくり、関係人口構築、プロモーションなど幅広いノウハウがございます。 お困りごとや課題など、ぜひお気軽にご相談ください。



Office G-Revo株式会社
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 30-15 ビバリーヒルズ 206
TEL03-6450-5845 / FAX03-6450-5846
www.o-gr.net/

【お問い合わせ先】
Office G-Revo株式会社（担当：渡邉）
メール：nami@o-gr.net
mobile：070-5028-4140


