トータル・ワークアウト福岡店

営業時間変更 及び 休館⽇設置のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り誠に有難うございます。
新型コロナウイルス感染症により罹患された⽅が、⼀⽇も早く回復されますよう ⼼よりお祈り申し上げ
ます。また、医療関係者並びに、⽇々ご尽⼒を頂いている皆様に⼼より深く感謝申し上げます。
この度、TOTAL Workout 福岡店は、厚⽣労働省から発表されております「新型コロナウイルス感染症
対策の基本⽅針」をふまえ、お客様ならびにスタッフの健康と安全に配慮し、⼈と⼈との接触時間を可能
な限り抑えていくことと、安全対策の⼀環として除菌・清掃作業の強化を考えております。
したがって、2021 年 2 ⽉ 1 ⽇より当⾯の間、誠に勝⼿ながら、営業時間の変更 及び 休館⽇の設置を
させていただく運びとなりました。

※休館⽇に関しては、2021 年 1 ⽉より設置いたします。

何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
尚、都内店舗におきましては、従来通りの営業時間で運営いたします。

2021 年 2 ⽉以降
従来の営業時間
平⽇

9：00 〜 23：00

⼟曜⽇

9：00 〜 21：00

⽇曜⽇

9：00 〜 20：00

休館⽇

年末年始

⇒

休館⽇

営業時間

平⽇

9：00 〜 22：00

⼟曜⽇

9：00 〜 20：00

⽇曜⽇

9：00 〜 19：00

第 2 ⽊曜⽇（2021 年 1 ⽉より実施）・年末年始

※アスレチックトリートメント会員 及び TW Lab. 会員は平⽇ 21:00〜・⼟
曜⽇ 19:00 〜・⽇曜⽇ 18:00 〜のパーソナル・トレーニング受講後にもケ
ア 及び バイクトレーナー・トレーニング（BTT）をお受けいただけます。

TOTAL Workout は、今後も新型コロナウィルス感染対策に注視しながら、政府・⾃治体の⽅針に基づ
き、必要な対応を実施して参ります。引き続き、ご理解とご協⼒を賜りますよう、お願い申し上げます。
ご不明な点はスタッフまでお申し付けください。
2020 年 12 ⽉ 28 ⽇

TOTAL Workout FUKUOKA

Notice of change in business hours and closed days

Thank you very much for your continuous support.
We sincerely hope that those affected by the COVID-19 infection will recover as soon as possible. We
would also like to express our deepest gratitude to the medical staff and everyone who has made daily
efforts.
Based on the "Basic Policy for Countermeasures against Coronavirus Infectious Diseases" announced by
the Ministry of Health, Labor and Welfare, the TOTAL Workout Fukuoka gym consider the health and
safety of customers and staff, and will reduce the contact time between people. We would like to strengthen
the sterilization and cleaning as part of safety measures and to suppress it as much as possible.
Therefore, from February 1, 2021, we will change the business hours and set up closed days. * Closed
days will be set up from January 2021.
Thank you for your understanding.
In addition, the gyms in Tokyo will be operated during the same business hours as before.

Business Hour after February 2021
Weekdays

Original Business Hour

Saturday
Weekdays
Saturday
Sunday

Sunday

9:00-23:00
Closed day

9:00-21:00
9:00-20:00

Closed day

New Year

Holidays

9:00-22:00
9:00-20:00
9:00-19:00

2nd Thursday of the month（starts from January
2021）& New Year Holidays

⇒

* Athletic treatment members and TW Lab. Members are able to use Care service and
Bike Trainer Training(BTT) after your personal training even if your training starts from
21:00 on weekdays,19:00 on Saturday and 18:00 on Sunday.

TOTAL Workout will continue to pay close attention to measures against COVID-19 infections and take
necessary measures based on the policies of the government and local governments. We ask for your
continued understanding and cooperation.
If you have any questions, please contact the staff.
December 28, 2020

