
２０２０年７月３１日 

  

お客様 各位  

  

株式会社ブルーアースジャパン             

  

  

  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店 営業時間のお知らせ 
  

  

日頃より MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店をご愛顧いただき、誠にありがとうご

ざいます。当店は感染拡大予防対策を継続・徹底の上、８月１日（土）より、通常営業と

なります。 

お客様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。  

  

■営業時間  

 通常（２４時間）営業 

スタッフアワー 平日      11：00～14：30 17：30～21：30 

土・日・祝日  11：00～14：30 

 

■会費の取り扱い 

７月の短縮営業分の割引き額５００円を、８月分の月会費から差し引きいたします。 

  

以上  

  

 

ご不明な点につきましては、店舗へお問い合わせ下さい。  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店  

TEL  ０５５－２６７－７１３１ 



２０２０年７月１４日 

  

お客様 各位  

  

株式会社ブルーアースジャパン             

  

  

  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店 短縮営業時間のお知らせ 
  

  

日頃より MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店をご愛顧いただき、誠にありがとうご

ざいます。当店は県の新型コロナウィルス対策に従い、７月１８日（土）より当面の間、

営業時間を下記のとおりとさせていただきます。 

感染拡大予防ガイドライン遵守のため、お客様にはしばらくの間ご不便をお掛けいたし

ますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。  

  

■営業時間     

平日     午前 6 時～24 時（スタッフアワー 11：00～14：30 17：30～21：30） 

土・日・祝日 午前 6 時～20 時（スタッフアワー 11：00～14：30） 

※ 県の要請が解除され次第、通常営業に戻させていただきます。 

 

■会費の取り扱い 

改めてご案内させていただきます。 

  

以上  

  

 

ご不明な点につきましては、店舗へお問い合わせ下さい。  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店  

TEL  ０５５－２６７－７１３１ 



２０２０年７月９日 

  

お客様 各位  

  

株式会社ブルーアースジャパン             

  

  

  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店 短縮営業時間のお知らせ 
  

  

日頃より MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店をご愛顧いただき、誠にありがとうご

ざいます。当店は県の新型コロナウィルス対策に従い、明日（７月１０日）より当面の間、

営業時間を下記のとおりとさせていただきます。 

感染拡大予防ガイドライン遵守のため、お客様にはしばらくの間ご不便をお掛けいたし

ますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。  

  

■営業時間     

平日 午前 6 時～24 時（スタッフアワー 11：00～14：30 17：30～21：30） 

土日 午前 6 時～18 時（スタッフアワー 11：00～14：30） 

※ 県の要請が解除され次第、通常営業に戻させていただきます。 

 

■会費の取り扱い 

改めてご案内させていただきます。 

  

以上  

  

 

ご不明な点につきましては、店舗へお問い合わせ下さい。  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店  

TEL  ０５５－２６７－７１３１ 



２０２０年 6 月 19 日 

 

お客様 各位 

株式会社ブルーアースジャパン            

 

 

MY-BODY 南橋本 営業内容変更のお知らせ 

 

 

 日頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 

 MY-BODY 南橋本店は、この度の営業自粛要請解除を受け、ガイドラインに基づき更なる感染防止対策を講

じたうえで、時間短縮営業を解除し下記の通り営業内容を変更させて頂きます。 

 お客様にはご不便をお掛け致しますが、利用上の制限及び注意事項の遵守にご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  

■営業時間の変更 

 対象店 

   MY-BODY 南橋本 

 

営業時間 

   ６月 19 日（金）から 24 時間営業の再開  

※スタッフ常駐時間はホームページをご確認ください 

             

 

■感染拡大防止のため、下記事項にご協力をお願い致します。 

 ・来店時に健康状況をチェックさせて頂きますのでご協力ください。 

 ・事前の検温で発熱（微熱含む）が無いことを確認のうえご来館下さいますようお願い致します。 

 ・体調不良、発熱、咳、倦怠感、味覚や臭覚の異常等の症状がある方のご利用を固くお断り致します。 

 ・入館時は必ず、店舗備え付けの消毒剤で手指消毒をお願い致します。 

 ・ご利用者様には、マスク着用にご協力をお願い致します。 

 ・会話は至近距離を避け、必要最小限に留めて頂きますようお願い致します。 

 ・館内の混雑回避のため、利用人数制限をさせて頂きます。 

 ・その他については館内掲示をご確認下さい。 

 
 今後も引き続き政府や自治体の対策・要請等により営業内容を変更させて頂く場合もございますので、その

際は速やかに店頭及びホームページにてご案内致します。 

 

                                              以上 



２０２０年６月１７日 

  

お客様 各位  

  

株式会社ブルーアースジャパン             

  

  

  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店 短縮営業継続のお知らせ 
  

  

日頃より MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店をご愛顧頂き、誠にありがとうござい

ます。当店は県の対策に従い、当面の間、営業時間を下記のとおりとさせて頂きます。 

感染拡大予防ガイドライン遵守のため、お客様にはしばらくの間ご不便をお掛け致しま

すが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

  

■営業時間     

平日 午前 7 時～24 時（スタッフアワー 11：00～14：30 17：30～21：30） 

土日 午前 7 時～18 時（スタッフアワー 11：00～14：30） 

※ 県の要請が解除され次第、通常営業に戻させて頂きます。 

 

■会費の取り扱い 

改めてご案内させて頂きます。 

  

以上  

  

 

ご不明な点につきましては、店舗へお問い合わせ下さい。  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店  

TEL  ０５５－２６７－７１３１ 



２０２０年６月３日 

  

お客様 各位  

  

株式会社ブルーアースジャパン             

  

  

  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店 営業時間変更のお知らせ 
  

  

日頃より MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店をご愛顧頂き、誠にありがとうござい

ます。当店は６月４日より、営業時間を下記のとおり変更させて頂きます。 

感染拡大予防ガイドライン遵守のため、お客様にはしばらくの間ご不便をお掛け致しま

すが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

  

■営業時間の変更  

６月４日 朝７時より  ６月１８日まで 

  

■営業時間     

平日 午前 7 時～24 時（スタッフアワー 11：00～14：30 17：30～21：30） 

土日 午前 7 時～18 時（スタッフアワー 11：00～14：30） 

※ 山梨県の対策・要請等により変更させて頂く場合もございます。 

 

■会費の取り扱いについて 

 ６月も時間短縮営業のため、７月の月会費から一律 1,100 円差し引かせて頂きます。 

  

以上  

  

 

ご不明な点につきましては、店舗へお問い合わせ下さい。  

MY-BODY フォレストモール甲斐竜王店  

TEL  ０５５－２６７－７１３１ 



２０２０年 6 月３日 
 

お客様 各位 
株式会社ブルーアースジャパン            

 

東京都内 MY-BODY 営業内容変更のお知らせ 

 
 日頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
 東京都内の MY-BODY４店舗は、この度の営業自粛要請解除を受け、ガイドラインに基づき更なる感染防止
対策を講じたうえで、６月 4 日から営業内容を変更させて頂きます。 
 お客様にはご不便をお掛け致しますが、利⽤上の制限及び注意事項の遵守にご理解とご協⼒を賜りますよう
お願い申し上げます。 
  
■営業時間の変更 
 対象店 
   MY-BODY 高円寺店・荻窪店・西八王子店・イオンタウン稲城⾧沼店 

営業時間 
   ６月 4 日（⽊） 午前 10 時から 24 時間営業の再開  

※スタッフ常駐時間はホームページをご確認下さい 
             
■スタジオプログラムについて 

対象店 
   MY-BODY 西八王子店・イオンタウン稲城⾧沼店 
 内容 
   6 月４日（⽊）からヨガ等のコンディショニング系プログラムを実施 

※タイムテーブルはホームページをご確認下さい 
 
■感染拡大防止のため、下記事項にご協⼒をお願い致します。 
 ・来店時に健康状況をチェックさせて頂きますのでご協⼒ください。 
 ・事前の検温で発熱（微熱含む）が無いことを確認のうえご来館下さいますようお願い致します。 
 ・体調不良、発熱、咳、倦怠感、味覚や臭覚の異常等の症状がある方のご利⽤を固くお断り致します。 
 ・入館時は必ず、店舗備え付けの消毒剤で手指消毒をお願い致します。 
 ・ご利⽤者様には、マスク着⽤にご協⼒をお願い致します。 
 ・会話は至近距離を避け、必要最小限に留めて頂きますようお願い致します。 
 ・館内の混雑回避のため、利⽤人数制限をさせて頂きます。 
 ・その他については館内掲示をご確認下さい。 
 
 今後も引き続き政府や自治体の対策・要請等により営業内容を変更させて頂く場合もございますので、その
際は速やかに店頭及びホームページにてご案内致します。 
 
                                              以上 



２０２０年５月２６日 
 

お客様 各位 
株式会社ブルーアースジャパン            

 
 

MY-BODY 南橋本店 営業再開のお知らせ 

 
 
 日頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
 弊社では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、MY-BODY 南橋本店の臨時休館を５月３１日までとご案
内しておりましたが、この度の緊急事態宣言解除に伴い、更なる感染防止対策を徹底し営業を再開させて頂き
ます。 
 
■再開日時と営業時間 ※当⾯の間、営業時間を短縮させて頂きます。 
 ５月２７日（水） 午前１０：００～午後１０：００まで 
 
■営業内容 
 ジムのみ利⽤可能とし、スタジオレッスンは当⾯の間休講とさせて頂きます。 
 
■会費のお取り扱いについて 
 ４月、５月の休館日数分については、５月２７日引き落としの会費で調整済みとなっております。 
 （５月２７日から５月末日までのご利⽤料金等は頂きません。） 
 ご不明な点については店舗へお問い合わせ下さい。 
 
■感染拡大防止のため、下記事項にご協⼒をお願い致します。 
 ・事前の検温で発熱（微熱含む）が無いことを確認のうえご来館下さいますようお願い致します。 
 ・体調不良、発熱、咳、倦怠感、味覚や臭覚の異常等の症状がある方のご利⽤を固くお断り致します。 
 ・入館時は必ず、店舗備え付けの消毒剤で手指消毒をお願い致します。 
 ・ご利⽤者様には、マスクの着⽤をお願い致します。 
 ・会話は至近距離を避け、必要最小限に留めて頂きますようお願い致します。 
 ・館内の混雑回避のため、利⽤人数制限をさせて頂きます。 
 ・その他については館内に掲示しております【ご利⽤時の注意事項】をご確認ください。 
 
 お客様が安心・安全に施設をご利⽤頂けるよう、対策と環境を整えてまいります。 
 なお、今後も引き続き政府や自治体の対策・要請等により営業内容を変更させて頂く場合もございますので、
その際は速やかに店頭にてお知らせするとともに、ホームページの専⽤バナーに掲載致します。 
 ご理解とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
                                            以上 



令和 2 年 5 月 15 日 
ご利用者様各位 

株式会社ブルーアースジャパン 
MY-BODY 牧之原 

 
 

営業再開のお知らせ 
 
 
 平素は MY-BODY 牧之原をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
 当店はこれまで静岡県からの休業要請により臨時休館とさせて頂いておりましたが、5 月 15 日の休業
要請解除を受け、利用者様に安心してご利用頂けるよう更なる感染防止対策を講じ、下記のとおり営業
を再開させて頂きます。 

なお、今後も引き続き政府や自治体の対策・要請等により、営業内容を変更する場合もございますの
で、その際は速やかに店頭及びホームページ、SNS 等でご案内させて頂きます。 

何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
■再開日時 
 2020 年 5 月 18 日（月）12：00 より 
 
■会費のお取り扱いについて     
 ・４・5 月臨時休館日分に関しましては、日割り計算後、６月以降の会費で相殺致します。 
  （4 月会費→5 月 27 日引落にて・5 月会費→6 月 29 日引落にて） 
 ・5 月退会のお客様は、日割り計算後、店頭または振込にてご返金させて頂きます。 
 
■お願い・その他 
 ・３密回避のため、入館制限やロッカーの使用制限等を実施しております。予めご了承下さい。 
 ・ご利用者様には入館前の検温とマスク着用をお願い致します。 
 ・入館時は、必ず店舗設置の消毒剤で手指消毒をお願い致します。 
 ・発熱（微熱含む）、咳や風邪の症状、倦怠感や体調不良、味覚や嗅覚の異常等、などある方のご利 
  用は固くお断り致します。 
 ・5 月中は全てのスタジオプログラムを一時休止致します。 
 ・その他については館内掲示の【館内ご利用注意事項】をご確認下さい。 
 

以上 



２０２０年５月１４日 
 

フィットネス会員様 各位 
株式会社ブルーアースジャパン            

 
 

山梨県内フィットネス施設 営業再開のお知らせ 

 

 
 日頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
 弊社では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、山梨県内の「ブルーアース」並びに「MY-BODY」の臨
時休館を５月３１日までとご案内しておりましたが、県内における休業要請の解除に伴い、山梨県への感染拡
大予防ガイドラインの提出及び承認を受け、県内フィットネス施設の営業を下記のとおり再開させて頂くこと
となりました。 
 
■再開日時と対象店舗 
 ５月１６日（土） 
 ・山梨県内のブルーアース各店       店舗の営業開始時間より 
 ・MY-BODY 富士川店             午前１０時より 
 ・MY-BODY イオンタウン山梨中央店      午前１０時より 
 ・MY-BODY フォレストモール甲斐⻯王店    午前１１時より 
 
■会費のお取り扱いについて 
 臨時休館日数分は６月以降の会費にて調整させて頂きます。詳細は所属の店舗へお問い合わせ下さい。 
 
■山梨県へ提出・承認の「感染拡大予防ガイドライン」遵守のため、下記事項にご協⼒下さい。 
 ・来館前には必ず検温を行い、発熱（微熱含む）が無いことが確認されたうえご来館をお願い致します。 
 ・体調不良、発熱、咳、倦怠感、味覚や臭覚の異常等の症状がある⽅はご利⽤を固くお断り致します。 
 ・⼊館時は必ず、店舗備え付けの消毒剤で手指消毒をお願い致します。 
 ・ご利⽤者様には、マスクの着⽤をお願い致します。 
 ・会話は至近距離を避けながら必要最小限に留めて頂き、更衣室や⾵呂場等については⾧時間の利⽤を 
  控えて頂けますようお願い致します。 
 ・館内の混雑回避のため、人数制限（店舗毎の基準有り）をさせて頂きます。 
 ・当⾯の間、店舗間の相互利⽤は禁止とさせて頂きます。 
 この他、館内消毒等を含め様々な対策を徹底して参ります。 
 
 安心して施設をご利⽤頂ける対策と環境を整え、従業員一同、皆様のご来館をお待ちしております。 
 なお、今後も引き続き政府や自治体の対策・要請等により内容変更をさせて頂く場合もございますので、そ
の際は速やかに店頭にてお知らせするとともに、ホームページの専⽤バナーに掲載致します。 
 ご理解とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
                                            以上 



２０２０年５月６⽇ 
お客様 各位 

株式会社ブルーアースジャパン            
 
 

臨時休館 期間延⻑のお知らせ 

 
 

⽇頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
はじめに、過酷な状況下で感染拡大防止のため最前線でご尽⼒されておられる医療従事者の皆様、その他

にも地域の医療を支えてくださっている医療従事者の皆様、また、⽇常生活が維持できるよう係わっておら
れる全ての皆様に、心から敬意と感謝を申し上げます。 
 弊社では現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため「ブルーアース」並びに「MY-BODY」の全店
舗を５月６⽇まで臨時休館とさせて頂いておりましたが、政府による緊急事態宣言延⻑の決定及び地⽅自治
体の休業要請を受け、下記のとおり臨時休館を延⻑させて頂くこととなりました。 

お客様にはご不便とご迷惑をお掛けしておりますが、弊社と致しましても引き続きこの事態の収束に 
向け、全⼒で取り組んで参ります。何卒ご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

止まない雨はありません。人々が安心して暮らせる穏やかな⽇常が一⽇も早く戻ってくることを願い、今は
共に⼒を合わせてこの苦境を乗り越えて参りましょう。 
 最後に、皆様ご自身の健康にくれぐれもご留意くださいませ。 
 
■対象店舗 
 「ブルーアース」「ＭＹ−ＢＯＤＹ」の全店舗（※MY-BODY 佐久インターウェーブ店を除く） 

 

■延⻑期間 
 山梨・東京・神奈川    ２０２０年５月７⽇（⽊） ～ ５月３１⽇（⽇）まで  
 静岡                ２０２０年５月７⽇（⽊） ～ ５月１７⽇（⽇）まで 
                        ※アクアスやいづは５月２０⽇（水）まで 
 
■諸手続き 
 臨時休館に係わるお客様の手続きは不要です。 
 休会や退会等の手続きをご希望のお客様については、５月１０⽇が締切⽇となります。 
 各店舗の月会費等の扱いについては、後⽇ホームページにご案内させて頂きます。 
 

■本件に関するお問い合わせ 
 対応⽇時  ５月７⽇以降 
 ◇ 山梨     「スポーツ・スパ ブルーアース」055-221-1555（10 時～17 時／⽇曜⽇除く） 
 ◇ 静岡     「アクアスやいづ」       054-621-0200（10 時～18 時／月曜⽇除く） 
 ◇ 東京・神奈川 「MY-BODY 南橋本」      042-713-3050（12 時～19 時／⽇曜⽇除く）            
 
※今後の政府や自治体の対策・要請等により、内容変更をさせていただく場合もございます。また、 
毎週月曜⽇にホームページへ最新情報を掲載させて頂きます。随時ご確認頂けますようお願い致します。 

 
                                            以上 



２０２０年４⽉１９⽇ 
お客様 各位 

 
株式会社ブルーアースジャパン            

 
 
 

緊急事態宣⾔の対象地域拡⼤に伴う⼭梨県内店舗臨時休館のお知らせ 
 
 

⽇頃より弊社施設をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 
４⽉１６⽇（⽊）付けの政府による「緊急事態宣⾔」の対象地域が全国に拡⼤されたこと、また、新型コロ

ナウィルスの感染拡⼤の状況を踏まえ、お客様と従業員及びご家族様の安全を最優先に考え、既に臨時休館し
ております一部の店舗に加え、現在営業中の⼭梨県内の「ブルーアース」並びに「MY-BODY」におきまして
も、下記のとおり臨時休館とさせて頂きます。 

お客様には誠にご不便をおかけ致しますが、国全体で新型コロナウィルスの感染拡⼤防⽌の強化が必要とな
る現状に弊社も全⼒で取り組んで参る所存です。 

本来であればお客様の皆様にご連絡差し上げなければならないところですが、本⽂でのお知らせとなります
ことをご容赦頂けますようお願い申し上げます。 

一⽇も早くこの事態が収束することを願い、お客様が安⼼して施設をご利⽤できる⽇に備え、万全の準備を
整えて参ります。 

何卒、皆様のご理解とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 
 
■対象店舗 
 ⼭梨県内のブルーアース並びに MY-BODY の全店舗 

 

■対象期間 
 ２０２０年４⽉２０⽇（⽉） ～ ２０２０年５⽉６⽇（⽔）の間 

 

■⽉会費のお取り扱いについて 
 臨時休館⽇数分の⽉会費等については、⽇割り計算にて６⽉以降の会費で調整させて頂きます。 
 

■本件に関するお問い合わせ 
 対応時間         午前１０：００ ～ 午後６：００ 
 ４⽉２０⽇ ～ ２２⽇  所属の店舗へお問い合わせ下さい。 
 ４⽉２３⽇ ～ ５⽉６⽇ スポーツ・スパ ブルーアース 
              電話番号：０５５−２２１−１５５５ 
               

このご案内は４⽉１９⽇時点での決定事項となります。今後の政府の対策・要請等により、内容の変更をさ
せていただく場合もございます。その場合は速やかにホームページに掲載致しますので、随時ご確認頂けます
ようお願い致します。 

以上 
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２０２０年３⽉ 14 ⽇ 

ブルーアース並びに MY-BODY 各店フィットネス会員の皆様 
スイミングスクール・その他カルチャー教室会員の皆様 

株式会社ブルーアースジャパン            
 
 

3 ⽉ 16 ⽇（⽉）からの各種レッスン再開に関するご案内 
 
⽇頃より弊社施設をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 
この度の新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌を踏まえた弊社施設における各種レッスン休講等の臨時

措置につきまして、皆様にご不便とご迷惑をお掛けしておりましたことをお詫び申し上げますととも
に、多くの皆様からご理解とご協⼒を賜りましたことに、深く御礼申し上げます。 

 
既に弊社ホームページ等でもご案内しておりました 3 ⽉ 15 ⽇（⽇）までの同臨時措置に対し、3 ⽉

16 ⽇（⽉）（3 ⽉ 16 ⽇が休館⽇の店舗は翌営業⽇）から「ブルーアース」並びに「MY-BODY」の各
種レッスンの再開について、下記のとおりご案内させていただきます。 

※ただし、指定管理施設「ブルーアース富⼠河⼝湖」「MY-BODY 富⼠川」「アクアスやいづ」につ
きましては個別の対応となりますので、直接店舗までお問い合わせ下さい。 

 
このご案内は 3 ⽉ 14 ⽇時点での弊社決定事項となります。今後の状況や政府の対策により、営業

内容の変更をさせていただく場合もございます。なお、従業員または会員様から新型コロナウィルス
感染者の発⽣が確認された場合は、速やかに館内施設の除菌清掃を⾏うと同時に保健所等の指⽰に従
い、安全が確認されるまでの間、当該施設に勤務する従業員の⾃宅待機及び同施設を休館させていた
だきます。随時、弊社の営業内容についてホームページの更新を⾏ってまいりますので、ご確認をお
願い致します。ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

 考えうる感染拡⼤防⽌対策を講じ、次のとおりレッスンを再開致します。 

 
【スタジオレッスンについて】 
 ・スタジオ使⽤後に消毒液等を⽤いた噴霧器による消毒を実施。 
 ・過密状態とならないよう定員制（4 ㎡当たり 1 名）を設ける。 
 ・レッスン時の⼊り⼝ドア・窓等の開放による室内換気を実施。 
 ・上記対策等を講じながら 21：00 までのスタジオレッスンを再開。 

※ただし 21：00 以降開始のレッスンについては、窓等の開放による夜間の近隣住⺠への影響（音 
 漏れ等）を考慮し、休講を継続。 

 
【フィットネスのプールレッスンについて】 
 ・通常どおり再開。 
 



 
 
【スイミングスクール・親⼦スイミングについて】 
 ・通常どおり再開。 
 ・更⾐室や体操場等については、常時換気と消毒液等を使⽤したこまめな除菌掃除を実施。 
 ・保護者の⾒学席は状況が収束するまでの間、閉鎖。⾒学はご遠慮下さい。ご理解を賜りますよう、 
  お願い致します。 
 
【各カルチャー教室について】 
 ・ジムトレーニングエリアやスタジオレッスンに準じた対策を講じながら通常どおり再開。 
 
【スクール等のバス送迎について】 
 ・通常どおり再開。 
 ・ドライバーはマスク着⽤を徹底。 
 ・⾞内の除菌清掃の実施。 
 ・⾞内の飲⾷禁⽌。 
 ・⾛⾏中、窓を可能な範囲で常時開放し、⾞内換気を実施。 
 ・送迎をご利⽤のお⼦様は、可能な限りマスクの着⽤にご協⼒下さい。 
 

「その他、下記の対策等についてもこれまでどおり実施を継続してまいります。」 

 マスク着⽤ 
・スタッフは可能な限りマスクを着⽤させていただきます。 
・会員様におかれましても必要に応じマスク着⽤をお願い致します。 

 消毒の励⾏ 
  ・会員様にはご来館の際、備え付けのアルコール消毒剤等の使⽤をお願い致します。 
  ・更⾐室は加湿器や噴霧器により、弱酸性消毒液等で除菌消毒を実施致します。 
  ・トレーニングマシンは消毒液等による除菌清掃を実施致しますが、会員様に於かれましても器具

の使⽤前後は備え付けの備品にて消毒をお願い致します。 
 スタッフの体調管理 

・⽇々検温を⾏い、体調管理表によるチェック及び記録を⾏います。 
・⾵邪や 37.5℃以上の発熱症状がある場合は出勤停⽌と致します。 

 
 

会員の皆様におかれましては、ご⾃⾝の健康管理にご留意いただくとともに、体調の優れない場合
や、咳・発熱等がみられた時は、当施設のご利⽤をお控え下さい。会員の皆様のご理解とご協⼒をお
願い申し上げます。 

                                          以上 



２０２０年３⽉７⽇ 
⼭梨県内のブルーアース並びに MY-BODY 各店 
フィットネス会員の皆様へ 

株式会社ブルーアースジャパン            
 

新型コロナウィルス感染症に関する対応について 
 
⽇頃より弊社施設をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 
昨⽇（６⽇）⼭梨県内において新型コロナウィルス感染者の発⽣が公表されたことを受け、会員の

皆様の健康と安全確保のため、⼭梨県内の弊社運営施設「ブルーアース」並びに「MY-BODY」全店
の館内設備において、３⽉ 8 ⽇（⽇）より下記の通り対応して参ります。なお、今後の状況により対
応の変更をさせていただく場合もございますので、弊社ホームページにて随時ご案内させていただき
ます。 

 
 
【ジムトレーニングエリアについて】 
 館内の換気を実施しながら通常どおり利⽤可能と致します。 
   ・窓や排煙⼝等を館内の換気が可能な範囲で開放させていただきます。 
【スタジオレッスンについて】 

 ・３⽉８⽇（⽇）から１５⽇（⽇）まで全てのスタジオレッスンを休講と致します。 
【プールレッスンについて】 

 ・３⽉８⽇（⽇）から１５⽇（⽇）まで全てのプールレッスンを休講と致します。 
 ・ただし、終⽇フリーコースで通常どおり利⽤可能と致します。 

【お⾵呂・サウナ・シャワー（シャワーは MY-BODY 施設）】 
   ・お⾵呂、シャワーは通常どおり利⽤可能と致します。 
   ・サウナは３⽉８⽇（⽇）から１５⽇（⽇）まで利⽤休⽌と致します。 
 
 その他、下記の対策を継続実施して参ります。 
 マスクの着⽤ 

・スタッフは状況によりマスクを着⽤させていただきます。 
・会員様におかれましても必要に応じマスク着⽤をお願い致します。 

 消毒の励⾏ 
  ・会員様にはご来館の際、備え付けのアルコール消毒剤の使⽤をお願い致します。 
  ・更⾐室は加湿器や噴霧器により、弱酸性消毒液等で常時加湿除菌を実施致します。 
  ・トレーニングマシンは消毒液による除菌清掃を実施致します。会員様に於かれましてもトレーニ

ングマシンの使⽤前後は備え付けの備品にて拭き掃除をお願い致します。 
 スタッフの体調管理 

・⽇々検温を⾏い、体調管理表によるチェック及び記録を⾏います。 
・⾵邪や発熱等の症状がある場合は、症状に応じ近隣の医療機関に相談・受診する等し、改善す 
 るまで出勤停⽌と致します。 

 
 



 
 「３⽉休会希望者の受付について」 

 3 ⽉休会を希望される⽅への特別措置として、３⽉ 12 ⽇（⽊）までにお電話での休会申し込み 
を受付いたします。 
 ３⽉休会の⽅は、既に⼝座から引き落とされている３⽉分の会費を４⽉分として繰り越しさせ 
ていただきます。 
 従って、４⽉の⼝座引き落とし額は３⽉分の休会費＋諸費⽤となります。 
 ご不明な点がございましたら、登録店舗へお問い合わせください。 

 
会員の皆様におかれましては、ご⾃⾝の健康管理にご留意いただくとともに、体調の優れない場 

 合や、咳・発熱等の症状がみられた時は、施設利⽤をお控えいただきますよう、ご理解とご協⼒を 
 願い申し上げます。 

以上 



令和２年３⽉ 4⽇

株式会社ブルーアースジャパン

新型コロナウィルス感染症に関する対応について

⽇頃より弊社施設をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
このたびの新型コロナウィルス感染症に関して、⼭梨県内では現在のところ感染者が発表されてい
ないことを考慮し、⼭梨県内の弊社施設においては下記の通り対応しております。なお、⾏政機関の
指導や今後の状況変化に伴う対応の変更等については、弊社ホームページにて随時ご案内させていた
だきます。

１. スタジオレッスンについて
・スタジオは使⽤後に噴霧器による消毒を実施する。
・スタジオレッスンは過密状態とならないよう定員制（4㎡当たり⼀名）を徹底する。
・レッスン時間を５〜１０分短縮する。
・レッスン時は⼊り⼝ドアと窓等を開放し、室内換気を実施する。

２. マスクの着⽤
・スタッフは状況によりマスクを着⽤させて頂く場合がございます。
・会員様におかれましても必要に応じマスクの着⽤をお願い致します。

３. 消毒の励⾏
・会員様にはご来館の際、備え付けのアルコール消毒剤の使⽤をお願い致します。
・更⾐室は常時、加湿器による加湿除菌を実施する。
・トレーニングマシンは消毒液による除菌清掃を実施する。会員様に於かれましてもトレーニン
グマシンの使⽤後は備え付けの備品にて拭き掃除をお願い致します。

４. 換気対策
・ 1時間に 1〜2 回程度、窓や排煙⼝等を開放し館内換気を実施する。

５. 更⾐室の消毒の徹底
・更⾐室は加湿器や噴霧器により、弱酸性消毒液等で消毒を実施する。

６. スタッフの体調管理
・⽇々、体調管理表によるチェック及び記録を⾏う。
・⾵邪や発熱等の症状がある場合は、症状に応じ近隣の医療機関に相談・受診する等し、改善す
るまで出勤停⽌とする。

７. ３⽉休会について
・ 3⽉休会を希望される⽅は、特別な措置として３⽉ 12 ⽇（⽊）までにお電話で休会の申込みを
受付致します。会費の扱いとしては、４⽉を休会費とし、既に頂いた3⽉会費を4⽉分会費とし
て振替を⾏います。

会員の皆様におかれましては、ご⾃⾝の健康管理にご留意いただくとともに、体調の優れない場
合や、咳・発熱等の症状がみられた時は、施設利⽤をお控えいただきますよう、ご理解とご協⼒を
願い申し上げます。

以上



2020 年 3 月 3 日 

東京・神奈川エリア、静岡エリアの 

ブルーアース、アクアスやいづ、ＭＹ－ＢＯＤＹ 

各店フィットネス会員の皆様へ 

株式会社ブルーアースジャパン 

 

新型コロナウィルス対策によるスタジオレッスン臨時休講のご案内 
 

 日頃より弊社施設をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 

 このたびの新型コロナウィルス感染症につきまして、3 月 1 日の厚生労働省の呼び掛け

（小規模患者の集団（クラスター）が次の集団での感染を生んで大規模感染に移行するの

を防ぐ目的のため、換気が悪く人が密集する空間に集まることを避けるよう注意すること）

を踏まえて、弊社では会員の皆様ならびにスタッフの健康と安全確保のため、同ウィルス

の感染が発表されている東京・神奈川エリアならびに静岡エリアで運営する弊社施設にお

けるスタジオレッスン（映像レッスンを含む）を 3 月 15 日（日）まで臨時休講とさせてい

ただきます。 

 また、その後の状況変化に伴う変更等については、当ホームページにて随時ご案内させ

ていただきます。 

 

対象店舗は下記の通りです。 

●ブルーアース 

スポーツ・湯パ ブルーアース焼津 

海洋深層水体験施設アクアスやいづ 

●MY-BODY 

MY-BODY 西八王子 

MY-BODY イオンタウン稲城長沼 

MY-BODY 南橋本 

MY-BODY 牧之原 

 

 今後も引き続き行政機関の指導に則り、速やかに対応してまいります。 

 会員の皆様におかれましては、ご自身の健康管理にご留意いただくとともに、体調の優

れない場合や、咳・発熱等の症状がみられたときは、施設利用をお控えいただきますよう、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 なお、臨時休講により休会をご希望される方や、その他ご不明な点がございましたら、

お気軽にご利用の施設までお問い合わせください。 



                          2020 年 2 月 26 日 
会員のみなさまへ  

各スクール生・保護者のみなさまへ 
  

                     株式会社ブルーアースジャパン 
 
 

新型コロナウィルス感染症に関する対応について 
 

 

 日頃より弊社施設をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 
 

 このたびの新型コロナウィルスの対応に関して、弊社施設におきましては消

毒液の設置、館内のこまめな除菌清掃等を実施し衛生強化を行っておりますが、

今後も引き続き行政機関の指導に則り、適切に対応してまいります。 
 

 弊社スタッフには勤務開始前の体調確認を行いますが、体調によっては急遽

レッスンを中止する場合がございます。また、感染予防及び感染拡大防止策と

して、スタッフがマスクを着用させていただく場合がございます。スタッフな

らびにインストラクターにはレッスンでのハイタッチなどの接触を控えるよう

指示しております。 

 ご利用者様から感染の報告が出た場合につきましては、施設利用休止等の措

置を講ずる場合もございます。予めご了承ください。 

 

 会員のみなさま、各スクール生・保護者のみなさまにおかれましては、ご自

身の健康管理にご留意いただくとともに、体調の優れない場合や、咳・発熱等

の症状がみられたときは、施設利用をお控えいただきますよう、ご協力をお願

い申し上げます。 

 

 みなさまの健康と安全確保に、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

                                 以上 


