トータル・ワークアウト 福岡店
緊急事態宣言に伴う営業時間のご案内
平素より格別のご愛顧を賜り誠に有難うございます。
1 月 7 日に４都県（東京、埼玉、千葉、神奈川）、1 月 13 日に７府県（大阪、京都、兵庫、愛知、岐
阜、福岡、栃木）に対し、緊急事態宣言が発令されました。
スポーツクラブに対しては、休業や時短営業等の具体的な要請はなされておりませんでしたが、当店
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。
つきましては、2020 年 12 月 28 日にリリースさせていただきました通り、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 月より設置しております。
何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
2021 年 2 月 1 日以降 営業時間
平日

従来の営業時間

9：00～22：00

土曜日 9：00～20：00
平日

9：00～23：00

▶

日曜日 9：00～19：00
休館日 第 2 木曜日・年末年始

土曜日 9：00～21：00
日曜日 9：00～20：00
休館日 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。

今後も新型コロナウイ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
施してまいります。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。
2021 年 1 月 14 日

TOTAL Workout Fukuoka
Information on business hours associated with a state of emergency
Thank you very much for your continuous support.
An emergency declaration was issued to 4 prefectures (Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa) on January 7th
and 7 prefectures (Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu, Fukuoka, Tochigi) on January 13th.
No specific requests were made to sports clubs such as closures or shortened working hours, but we
considered of the health and safety of our customers and staff, we are going to reduce the contact time
between people as much as possible and strengthening sterilization and cleaning work as part of safety
measures based on the "Basic Policy for Countermeasures against Coronavirus Infectious Diseases"
announced by the Ministry of Health, Labor and Welfare.
Therefore, as we released on December 28, 2020, we will change the business hours and set closed days
for the time being from February 1, 2021.
* Closed days have been set up since January 2021.
Thank you for your understanding.
Business hour after 2/1/2021
Original business hour
Weekday 9：00～23：00
Saturday 9：00～21：00
Sunday 9：00～20：00
Closed day

New Year

holidays

Weekday 9：00～22：00
Saturday 9：00～20：00
▶

Sunday 9：00～19：00
Closed day

2nd Thursday of the month・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.

January 14, 2021

