2020 年 5 月 25 日
会員様各位
株式会社テイクフィジカルコンディショニング

重要

テイクフィジカルコンディショニングジム五条・京都北山営業再開時の
ご利用方法および一部営業時間変更のご案内とお願い

平素よりテイクフィジカルコンディショニングジムをご利用いただき、誠にありがとうございます。
長らくの間ご不便をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。 現在弊社では、お伝えしております
通り、6 月 1 日からの営業再開を目標に準備をすすめています。
しかしながら新型コロナウィルス感染拡大については油断が許されない状況だと報道されています。弊社とい
たしましては、決して油断することなく、さらなる感染予防に努めていく必要があると考えております。 つきまし
ては、営業再開のおり、当面の間はご利用方法および一部営業時間の変更をさせていただくこととなりました。
当施設は３密の条件が発生しにくい施設ではありますが、会員の皆様により安心してご利用いただくため、体調
管理のため、そして絶対にウィルス感染拡大を起こさないために徹底した対応策をとらせていただきます。
変更について「当面の間」と掲げておりますが、情勢の変化に準じて緩和させていただければと考えております。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

営業再開時期につきましては、今後の様々な情勢により変更となる可能性があります。
6 月 1 日に営業再開が不可能な場合
SNS（LINE、Facebook）、ホームページにて決まり次第ご周知いたします。 各会員様へのお電話でのご連絡、郵送は差
し控えさせていただきます。 後日あらためて、 詳細のご案内（会費の取り扱いなど）を郵送させていただきます。
ご理解のほどご了承お願いいたします。

営業方法 大きな変更点

次ページ以降に詳細を記載いたしますので、必ずご確認ください

感染予防の観点から、下記のとおり営業方法の変更をさせていただきます。

⚫ 営業時間の変更をいたします
⚫ ご利用方法の変更をいたします
（ 全ての利用を予約制、1 日を 1～6 部制に分ける、1 部につき 4 名まで）
⚫ 一部サービス・物品の使用を制限いたします
（スタジオプログラム、酸素カプセルなど）
⚫ 入店時の会員様へのお願いをいたします
（マスク着用でのご利用、検温や体調チェックなど）

① 営業時間を当面の間 変更いたします。
五

条 店

2020 年 6 月 1 日（月）～
平日 / ９：４５～２０：００（最終入場 19：00）

京都北山店

土、日、祝日 / ９：４５～１８：１５（最終入場 17：15）

2020 年 6 月 2 日（火）～
火曜～日曜 1０：００～18：30（最終入場 17：30）

＊月曜日定休 （６月 1 日は定休日）

▼ご予約・お問い合わせは各店舗へお電話ください
五条店

（075）-325-4200

予約受付開始 5 月 31 日（日） *9：30～16：00

京都北山店 （075）-707-2238

予約受付開始 5 月 30 日（土） *9：30～18：00

再開後の電話受付時間は営業時間に準じます。 ご予約が再開前日となりますが、ご了承ください。

② ご利用方法を当面の間 変更いたします。
・ 施設利用を 1～6 部の完全時間入れ替え制とし、1 時間半～2 時間毎に 15 分間の清掃・消毒時間を
設けます。 それに伴い予約時間を 1～6 部からお選びいただくようになります。
※ 別紙タイムテーブルをご参照ください。
・ 同時間帯の施設のご利用人数を 最大 4 名までに制限させていただきます。
・ 全てのご利用（ワークアウトを含む）は、事前のご予約制とさせていただきます。
・ ワークアウトのご利用および滞在時間は 1 回につき 1 時間程度を目安としていただきます。

③ 一部サービス・物品の使用を制限いたします。
・ トレーニングエリアでのトレーナーによるサポートは 1m 程度以上の距離をたもちます。
・ スリッパ、貸し出しシューズ、酸素カプセル、雑誌関係 は当面の間、撤去いたします。
・ スタジオメニュー（ピラティス・TRX・サーキットトレーニング）の休止延長。 5 月からスタートしたオンライン
メニュー（ピラティス、トレーニング）を継続して開催いたします。
※休会中の皆様にもご利用いただけるよう、オンラインプランをご用意いたします。
（オンラインプラン 月額 11,000 円 税込 / 回数制限なしでご参加可能） お気軽にお問い合わせください。

④共有物の設置が最小限となるよう工夫いたします。
・ウェア、タオル、アメニティ類は受付にてお渡しいたします。ご面倒ですが必要なものをお声かけください。
・トレーニングエリアのドリンクは必要な時にご指示ください。スタッフが冷蔵庫を開閉し、お渡しします。
・マットエリアでは 1 人用のマットをご用意いたします。

会員様へ ご利用に際して感染予防対策のお願い
・施設入館時、およびご利用時は原則マスク着用をお願いいたします。
・入館時に非接触型体温計での体温測定と健康観察表での体調チェックを実施させていただきます。
・受付での手指消毒をお願いいたします。
・入館時、パウダールームでのうがいをお願いいたします。（受付でコップをお渡しいたします）

［会費等の取り扱いについて］
5 月 6 日発信の案内文書をご確認ください。 既にお振替させて頂いている 5 月分会費につきましては、7 月会
費に充当させていただきます。6 月会費は 5 月 27 日口座振替予定です。
ご不明点ございましたらお問い合わせください。

テイクフィジカルコンディショニングは感染予防対策を強化してまいります。
（１）清掃、除菌、消毒、換気の強化
・1 時間 30 分おきに 15 分間（北山店は 2 時間おきに 20 分間）の清掃・消毒時間を設けます。
この時間は会員様には施設内入館をお控えいただき、一斉清掃・消毒作業をいたします。
・ドア・ロッカー・トレーニング器具、シャワールームなどすべての清掃を、アルコール消毒クロス・次亜塩素
酸水を使用し、実施。
・手指消毒液を多くの場所に設置いたします。 （受付、各施術室、パウダールーム、冷蔵庫上、トイレなど）
・除菌効果の高い手洗いソープを設置。
・各施術室に空間除菌脱臭機を設置。
・排煙口の開放による換気を実施し、空間除菌を徹底。

（2）従業員の感染予防対策を徹底
・通勤時・勤務中のマスク着用を徹底。
・出勤前に体温測定、健康チェックを行い、37.5℃以上の発熱、体調不良がある場合は出勤停止。
・出勤時、会員様の対応前後にうがい、手洗い、手指消毒を実施。

下記のタイムテーブルの通り、施設利用を 1～6 部の完全時間入れ替え制とさせていただきます。
それに伴い、予約時間を 1～6 部の開始時間からお選びいただくようになります。 なお、開始時間よりも遅れて
ご来館された場合は、次の入れ替わり時間までのご対応となります。 感染予防対策の徹底のため、何卒予めご
了承をお願いいたします。

■ 五条店 タイムテーブル

1部

ワークアウト開始時間

ダブルテイク 70 開始時間

ダブルテイク 100 開始時間

9:45〜10:15

9:45〜10:05

9:45

施設内 除菌

2部

11:15〜11:30

11:30〜12:00

施設内 除菌

3部

13:15〜13:45
15:00〜15:30

13:15

15:00〜15:20

15:00

16:30〜16:45

16:45〜17:15

施設内 除菌

6部

13:15〜13:35
14:45〜15:00

施設内 除菌

5部

11:30

13：00～13：15

施設内 除菌

4部

11:30〜11:50

16:45〜17:05

16:45

18:15〜18:30

18:30〜19:00

18:30〜18:50

18:30

20:00〜清掃、除菌

＊土、日、祝は 5 部までの営業となります。
＊1 部につき、ご予約は最大 4 名まで。ご予約はお早めにお願いいたします。

■ 京都北山店 タイムテーブル

1部

ワークアウト開始時間

ダブルテイク 70 開始時間

ダブルテイク 100 開始時間

10:00〜10:30

10:00〜10:30

10:00

施設内 除菌

2部

12:00〜12:20

12:20〜12:50

施設内 除菌

3部

12：20

14:20〜14:40

14:40〜15:10

施設内 除菌

4部

12:20〜12:50
14:40〜15:10

14:40

16:20〜16:40

17:00〜17:30

17:00〜17:30
18:30～清掃、除菌

＊1 部につき、ご予約は最大 4 名まで。ご予約はお早めにお願いいたします。

17:00

