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年

経

月

昭和４７年１２月

歴

「コアラ体育クラブ」設立
現在の本社所在地（東京都台東区浅草）にて事務所開設
台東区内小学生を中心に水泳教室開催

昭和４８年 ７月

臨海教室（静岡県西伊豆岩地海岸）開設

８月

（株）服部時計店厚生施設プール管理営業契約締結

９月

「コアラ体操教室」開設

１２月

「コアラスキースクール」開設
（社）日本職業スキー教師協会公認校として、福島県磐梯国際スキー場
にて開設

昭和４９年 ８月

臨海教室に併設し、海洋遠泳キャンプ開設
水泳教室小学生会員１０名により、静岡県熱海～初島間（約12㎞）
リレー遠泳完泳

１１月

「（有）コアラ体育サービス」設立
水泳、体操教室、スキースクールの充実を図る

昭和５０年 ５月

「サッカースクール」開設

昭和５１年 ７月

水泳教室小学生会員６名により、静岡県下田～大島間（約24㎞）
リレー遠泳完泳

昭和５２年 ６月

三井不動産所有「三井片瀬山プール（神奈川県藤沢市）」と「三井百合ヶ
丘プール（川崎市麻生区）」のプール営業管理業務受諾契約締結
「コアラ水泳教室」 （社）日本スイミングクラブ協会登録

８月

海洋遠泳キャンプ充実し、再度小学生会員により下田～大島間
リレー遠泳完泳

昭和５３年 ４月
９月

私立「白うめ幼稚園（足立区東綾瀬）」体育指導員派遣契約締結
私立「白うめ幼稚園（足立区東綾瀬）」にて、「コアラ体操教室綾瀬校」
開設

昭和５４年 ８月

英仏ドーバー海峡横断リレー遠泳に、水泳教室会員が中学生として日本人
初挑戦

昭和５５年 １２月

「コアラスキースクール」を「磐梯コアラスキースクール」に名称変更
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昭和５６年 ７月

「コアラスイミングスクール」開設（東京都北区志茂）
高島株式会社（東証一部上場）とのプール指導・管理運営業務委託契約
締結
「コアラ水泳教室」を「コアラスイミングスクール」に名称変更

昭和５７年 ５月

朝日カルチャーセンターとのタイアップにより、 「朝日カルチャーセン
ター赤羽水泳教室」開設

昭和５８年 ４月

「コアラサッカースクール」開設（東京都北区・台東区）

昭和５９年 ４月

富士見幼稚園、成立幼稚園、ホーリネス幼稚園の園児に対する水泳授業
を受託

昭和６１年 １月
９月

朝日カルチャーセンター磐梯スキー教室」開設
「ＲＯＸコアラスイミングクラブ」設立（東京都台東区）
（株）ＲＯＸヘルスプラザとのプール指導、管理運営業務委託契約締結

昭和６２年 ４月

（株）レイトンインターナショナル（港区赤坂）とのタイアップにより、
札幌、仙台、東京、横浜のスポーツクラブ管理運営受託（３年契約）
「キッドビクススクール」開設（東京都台東区）

５月

「（有）コアラ体育サービス」を「（有）スポーツ･イン」に名称変更
「（株）コアラ体育サービス」設立
事業本部を東京都千代田区外神田に置き、スイミング、フィットネス、
サッカー、アウトドアの４事業部体制をとる

１１月

「ＲＯＸフィットネススタジオ」運営、管理営業に関して（株）ＲＯＸヘ
ルスプラザと管理運営業務委託契約締結

平成元年

１２月

「レイトンスキースクールニセコ」設立（北海道ニセコ）

８月

「フィットネスクラブヴァーサス」開設（千葉県浦安市）
（株）団地サービスとの運営契約により、住宅・都市整備公団施設を運
営管理開始

平成２年

５月

「ヴァーサス」内にて、「ヴァーサスゴルフスクール」開設 （千葉県浦
安市）

平成３年

９月

「浦安コアラサッカークラブ」開設（千葉県浦安市）

３月

「（株）コアラ体育サービス」事業本部を東京都北区志茂にあるコアラス
イミングスクール内に移転し、各事業部現場の統括を図る
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平成４年

４月

「コアラスイミングスクール」（東京都北区志茂）施設リニューアルにて
フィットネスクラブ「ヴァーサス」を増設し、複合施設として名称を
「ﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾀｯｸakabane／ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞｳﾞｧｰｻｽ&ｺｱﾗｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ」
とする

平成５年

１月

（社）日本職業スキー教師協会公認校の「ばんだいコアラスキースクール
」 名称を「磐梯プロスキースクール」（福島県猪苗代）に名称変更
「磐梯スノーボードスクール」開設

９月

「あいづコアラサッカークラブ」開設（福島県会津若松市）ルービィー工
業株式会社とグランド使用契約締結

１０月

「ヴァーサス＆コアラ」（東京都北区志茂）施設運営管理企業体系を改め
下記のように契約内容変更
当施設の事業運営管理は、（株）コアラ体育サービスが高島（株）＜東
証一部上場＞との業務委託契約をテナント契約と改め、高島（株）と（
株）コアラ体育サービスにおいて、新たに賃貸契約を締結させ、当社直
営となる
Ｖ＆Ｋ セミナーハウス 「磐梯荘」 開設 （福島県耶麻群猪苗代町）
福島県における、事業運営管理統括（スキー、サッカー、アウトドアス
ポーツ）と指導者人材養成のための宿泊施設として始動

平成６年

２月
１２月

「鹿沢スキースクール」開設（群馬県鹿沢）
大山鏡ヶ成スキースクール」開設（鳥取県日野郡江府群鏡ヶ成）

平成７年

４月

新年度より新規事業組織図の改定を行う
事業部（事業所）体制を教育事業部（フィットネス・スイミング・サッ
カー） と第二事業部（スキー・スノーボード・ゴルフ・アウトドア）
に体系を分け、本社総務として事業運営管理部、経営企画室と企画開発
部、さらに緊急災害対策室を設置、統括と経営管理を社長室が行うもの
とする

１２月

人工雪開発会社（株）スノーヴァとの人工雪スキーゲレンデプロジェクト
の組織化を図る
「日本スノーボード事業普及研究会」を（株）スノーヴァ、（株）鴻池組
（株）パティネ商会、（株）コアラ体育サービスの４社にて発足し参画
する
京都府伏見区醍醐に日本初屋内人工スノーボード場（ダイゴボーダーズ
アリーナ） の運営管理業務受託 ダイゴスノーボードスクール開設

平成８年 １２月

大山桝水高原スキー場（鳥取県溝口町）隣接の大山高原ホテル内に
「大山高原スキースクール」桝水校を開設
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平成９年

４月
１２月

足立白百合幼稚園の園児に対する水泳授業を受託
「大山鏡ヶ成スキースクール」を「大山高原スキースクール」に名称変更
し、（社）日本職業スキー教師協会〈ＳＩＡ〉公認校となる

平成１０年 ７月
９月

東京都北区立７小学校の夏期水泳指導を受託
「猪苗代ジュニアサッカーフェスティバル」の企画運営
参加は、関東・茨城・福島県内より４１チーム約８５０人

１１月

福島県磐梯国際スキー場及び磐梯国際観光ホテルを賃貸契約にて経営す
る

平成１１年 ４月

（財）東京都生涯学習文化財団駒沢オリンピック総合運動場駒沢トレー
ニングルームの運営を東京都より受託する

７月
１１月
１２月

東京都北区立９小学校の夏期水泳指導を受託
台東区立清島温水プールにて幼児・児童の水泳教室開始
新潟県湯沢町「ルーデンス昭和スキー場」「ルーデンスホテル」の経営を
委託運営

平成１２年 ７月
８月

東京都北区立10小学校の夏期水泳指導を受託
ルーデンスビレッジ中里にて「がき大将」イベント開催、 述べ3,000人参
加

１２月

鹿島軽井沢リゾート（株）「軽井沢スノーパーク」（群馬県北軽井沢町）
にて「軽井沢スキースクール」開校
ルーデンス昭和スキー場を｢ルーデンス湯沢スキー場」に名称変更
「ルーデンススキースクール」開校
（株）コープ旅行センターとのタイアップによりジュニアスキー教室開催

平成１３年 ４月

福島県猪苗代町、昭和観光開発株式会社「ホテルニュー磐梯」を業務受託
契約にて運営

７月

（株）コープ旅行センターとのタイアップにより「ジュニアアウトドアキ
ャンプ」開催

９月

台東区立区民館トレーニングルーム４館の運営・指導業務を台東区より受
託

平成１４年 ４月

ホテルリステル猪苗代との業務受託により、「リステルスイミングスクー
ル」開校

６月

台東区立区民館トレーニングルーム１館増え、計５館の運営・指導業務を
台東区より受託
（株）コープ旅行センターとのタイアップにより「ジュニア臨海教室」
開催

７月

静岡県西伊豆松崎町岩地にて、「ウエザーフレンド 海の学校」開設
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平成１５年 ４月

都立王子工業高等学校の環境整備及び施設管理業務を東京都より受託

平成１６年 ４月

台東区立産業研修センタートレーニングルーム体操教室指導を（財）台東
区産業振興事業団より受託
台東区上野区民館受付管理及び日常清掃業務を台東区より受託
台東区立下町風俗資料館日常清掃及び定期清掃業務を台東区より受託

７月

目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託

平成１７年 ４月

学校法人中央工学校アクト情報ビジネス専門学校スポーツ健康学科の水
泳授業をコアラスイミングスクールが受託（週４日）
台東区立区民館トレーニングルーム１館増え、計６館の運営・指導業務を
台東区より受託

６月

「ちびっこランド保育園」（東京都北区）の園児に対する水泳授業を受託
コアラサッカークラブ運営企画による「ＪＡＰＡＮ＆ＫＯＲＥＡ親善サッ
カーフェスティバル２００５」を開催

７月

台東区教育委員会より台東区立小学校１２校の「夏の岩井臨海学園」水泳
指導員派遣を受託
目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託

平成１８年 ４月

「コアラスイミングスクール」（北区志茂）が設立２５周年を迎える
会員参加型の記念イベントを開催

７月

台東区教育委員会より台東区立小学校１２校の「夏の岩井臨海学園」水泳
指導員派遣を受託
目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託

１０月

北区健康いきがい課より介護予防教室の運営指導を受託

１１月

北区健康いきがい課より水中運動教室の運営指導を受託
台東区より都立浅草高等学校温水プールの管理業務を受託

平成１９年 ４月

都立桐ヶ丘高等学校、飛鳥高等学校、王子工業高等学校（３校）の環境整
備業務を東京都より受託
台東区リバーサイドスポーツセンターのトレーニングルーム運営管理業
務を台東区より受託
東京都駒沢オリンピック公園総合運動場トレーニングセンターがリニュ
ーアルオープン、（財）東京都スポーツ文化事業団より受託し９年目を
迎える

５月

北区健康いきがい課介護予防より「おたっしゃ筋力アップ事業」を受託
北区健康いきがい課介護予防より「水中運動教室」を受託
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平成１９年 ５月

「未来っ子保育園」（東京都北区）の園児に対する水泳授業を受託
「北幼稚園」（東京都北区）の園児に対する水泳授業を受託

７月

目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託

平成２０年 ４月

社会福祉法人台東区社会福祉事業団より「特定高齢者及び一般高齢者筋力
トレーニング講師派遣委託」契約を締結
台東区立清島温水プールの監視管理業務を指定管理者（株）山武より
受託（３年間指定管理）
台東区より都立浅草高等学校温水プールの管理業務を受託

５月

北区健康いきがい課介護予防より「おたっしゃ筋力アップ事業」を受託
北区健康いきがい課介護予防より「水中運動教室」を受託

７月

目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託

平成２１年 ４月

（財）東京都スポーツ文化事業団より駒沢オリンピック公園総合運動場の
指定管理者としてトレーニングルーム運営業務を受託

５月

北区健康いきがい課介護予防より「おたっしゃ筋力アップ事業」を受託
北区健康いきがい課介護予防より「水中運動教室」を受託

７月

目黒区教育委員会より目黒区立中学校２校の「館山臨海学園」の水泳指導
員派遣を受託
台東区リバーサイドスポーツセンターのトレーニングルーム運営管理業
務を台東区より受託

平成２２年 ４月

北区健康いきがい課介護予防より「おたっしゃ筋力アップ事業」と「お口
のかむかむ口腔機能向上トレーニング教室」を受託
台東区老人福祉センターより「特定高齢者運動機能向上マシントレーニン
グ教室」を受託
目黒区教育委員会より「八ヶ岳自然宿泊体験教室（小学校５年生）
指導」を受託
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