
会員・保護者各位（福島県内）                           

2020 年 4 月 30 日 

株式会社 ピュアスポーツ 

 

 

5 月の営業再開（福島県事業所）に関して 

 

 

 政府の緊急事態宣言及び、当該自治体からの休業要請を受けて臨時休館（休業）としておりますが、 

皆様におかれましては多大なるご理解とご協力を賜りまして深く感謝いたします。 

 5 月 6 日までの休業要請に合わせ、5 月 11 日まで（ピュアネスは 5 月 6 日まで）臨時休館としており

ますが、この期間が明けても休業要請（緊急事態宣言）が継続となったり、学校関係の休校継続をする可

能性もあります。 

 

＊臨時休館が延長するような場合は、ホームページに掲載・LINE@等での連絡を差し上げます 

  ※延長後の営業再開の日にちが決まりましたらホームページ、LINE@等でお知らせ致しますので 

   ご確認をお願い致します 

 

＊今後の状況によりましては変更の可能性がある点も併せてご了承ください。  

 

 

以上、先行きが不透明な中で大変ご心配・ご迷惑をおかけしますが、皆様と元気に再開できる日を願い 

対応努力を続けてまいりますので、ご理解を頂きご協力をお願い致します。 



会員・保護者各位 
2020年 4月 20日 

株式会社ピュアスポーツ 
福島南スイミング 

 

臨時休館（休業）のお知らせ 
 
	 日頃よりピュアスポーツ会員の皆様、保護者の皆様には大変お世話になり深く感謝申し上げます。 

弊社では可能な限り営業継続の方針で努力をしておりましたが、4 月 16 日の安倍首相よりの「全国緊急事態宣言」

及び、福島両県知事からの「緊急事態宣言」を鑑み、ピュアスポーツ全ての施設を臨時休館とさせて頂くことに致し

ました。 

「地域の方々の運動の場を提供しよう！」という意思で行なって参りましたが、未だかつて経験のない事象となり、

会員様・ご家族様・従業員の安全、健康が 優先と考え休館とさせて頂くことに致しました。会員の皆様におかれま

しては大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
【臨時休館（休業）の内容】 
◎	 休館（休業）期間 

2020年 4月 21日(火)〜5月 2日(土)まで 

※	 5月 3日（日）〜5月 11日(月)は練習カレンダーによる休館日となります 

※	 5月 12日(火)より営業再開を予定しておりますが、今後の状況により変更となる可能性もあります 

 
◎	 休館(休業)分の振替レッスンの対応について 

2020年 8月 1日(土)【練習カレンダー(７月分)】まで振替レッスンをお受けいたします 

※	 振替のできないコース(フリー、選手コース、ぴゅあ部)に関しては後日対応をご連絡いたします 

 

◎	 休館（休業）中の受付（電話対応）時間 

【火〜土】	 10:00〜14:00 

【日・月】	 休館日 

 TEL 024-573-7320	 FAX 024-573-7344  	 	 ホームページ https://puresports.co.jp/minami/ 

※	 臨時休業に伴い、電話または FAXのみの対応となります 

※	 ５月分の休会は５月１６日（土）までの受付となります 

※	 上記以外のお問い合わせは、ホームページの問い合わせフォームよりお願いします 

 
◎	 今後のお知らせについて 

今後の状況により、対応内容を変更させていただく場合がございます。変更する場合は、ホームページ及び

LINEで発信します。この機会に LINEの登録も是非お願い致します。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ぴゅあ福島南スイミング 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 LINE登録 QRコード 



会員・保護者各位                           2020 年 4 月 17 日 

株式会社ピュアスポーツ 

代表取締役 斎藤恵美子 

 

全事業所臨時休館（休業）のお知らせ 

 

 日頃よりピュアスポーツ会員の皆様、保護者の皆様には大変お世話になり深く感謝申し上げます。 

弊社では可能な限り営業継続の方針で努力をしておりましたが、4 月 16 日の安倍首相よりの「全国緊急

事態宣言」及び、宮城・福島両県知事からの「緊急事態宣言」を鑑み、ピュアスポーツ全ての施設を臨時

休館とさせて頂くことに致しました。 

「地域の方々の運動の場を提供しよう！」という意思で行なって参りましたが、未だかつて経験のない

事象となり、会員様・ご家族様・従業員の安全、健康が最優先と考え休館とさせて頂くことに致しました。

会員の皆様におかれましては大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

【各施設、臨時休館（休業）の期間】 

 

ピュアスポーツの各事業所は以下のように臨時休館とさせて頂きます。 

状況によりまして休館日の延長など日程が変わる可能性があります。その場合は連絡を差し上げますが、

ホームページなどでのご確認もよろしくお願い致します。 

尚、各事業所ごとにお知らせを致しますので、詳細やお問い合わせなどは各事業所へお願い致します。 

 

施設名 臨時休館日程 再開予定日 

仙南スイミング 4/21(火)～5/7(木) 5/8(金)～ 

大和スイミング 4/17(金)～5/6(水) 5/7(木)～ 

多賀城スイミング 4/21(火)～5/6(水) 5/7(木)～ 

古川スイミング 4/21(火)～5/6(水) 5/7(木)～ 

福島スイミング 4/21(火)～5/11(月) 5/12(火)～ 

福島東スイミング 4/21(火)～5/11(月) 5/12(火)～ 

福島南スイミング 4/21(火)～5/11(月) 5/12(火)～ 

ピュアフットネス福島 4/21(火)～5/6(水) 5/7(木)～ 

 

休館日中もご自身、ご家族みな様の体調には充分お気をつけてお過ごしください。 

再開後にまた元気にお会いできることを願っております。 



【緊急事態宣言発令に伴うピュアスポーツの対応について】 
 

令和２年４月１７日(金) 
株式会社ピュアスポーツ 

福島スイミング 
福島東スイミング 
福島南スイミング 

 
日頃よりピュアスポーツ福島エリアをご利用いただき感謝申し上げます。昨日４月１６日に 
安倍首相より緊急事態宣言が全国都道府県に拡大されました。 
それに伴いピュアスポーツ福島エリア（福島、福島東、福島南スイミング）の対応として下記

の対応を取らせていただきます。 
 
・臨時休館	 令和２年４月２１日（火）〜５月２日（土）	 ２週間 
・カレンダー休館	 令和２年５月３日〜５月１１日（月）	 １週間 
・	 営業再開予定	 令和２年５月１２日（火）予定 
 
・	 臨時休館中のレッスンは振替対応とし、８月１日（土）までお受けさせていただきます 
※	 振替ができないコースに関しては後日改めてお知らせいたします 

 
・	 特別休会制度として、４、５月の休会費（1,040円）は無料とさせていただきます 
※	 ５月の休会は５月１６日（土）まで受付致します 
※	 すでに４、５月分の休会手続きをされた方も自動的に無料で対応させていただき

ます 
※	 休会手続き上、通常の引き落としになる場合もございます。その場合は休会終了後に調

整させていただきます。 
 
上記の内容の詳細は４月２０日（月）よりホームページに掲載し、書面にて郵送させてい

ただきますのでご確認ください。 
 
	 突然の対応となり、会員の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほどよろ

しくお願い致します。 
 

株式会社ピュアスポーツ 
福島エリア統括所長	 藤井	 洋治郎 



『特別休会制度』についてお知らせ 

 

2020.4.13（月） 

（株）ピュアスポーツ 

 

 平素より（株）ピュアスポーツをご利用賜りまして誠にありがとうございます。 

新型コロナウィルスの対応と致しまして、ピュアスポーツとして『特別休会制度』を設ける事に致しま

した。「レッスンに行きたいけど、心配で休まざるを得ない」「休会したいが休会費がかかる」等会員の

皆様方のお休み中の不安を少しでも軽減して頂きたいとの想いで、この特別制度を設けさせて頂きまし

た。 

手続きなどに関しましては今まで通り各事業への連絡・手続き（休会届）でお受け致します。 

詳細などにつきましては、各事業所従業員にお問い合わせください。 

 

【特別休会制度の内容】 

 ＊5 月を休会の場合；休会費を『無料』と致します 

 ＊対象期間；令和 2 年 5 月度（それ以降につきましては、状況に合わせて対応させて頂きます） 

 ＊月途中からの復帰も可能です。その際は現金にてお月謝を頂戴致します 

 ※休会月内での“振替えレッスン”はお受け致し兼ねます 

 

 

【臨時休業などのお知らせにつきまして】 

 突然の陽性判明や、然るべき機関からの指示・要請の場合、即断で休業となる場合がございま

す。その際できる限り対応できる従業員で連絡の努力を致しますが、完全閉鎖等で出来かねる場合

もございます。ホームページでの掲載も行いますので、ホームページのご確認もお願い致します。 



会員、保護者各位 

新型コロナウィルスの対応について 〈2020.4.10 更新〉 

 

 日頃より会員様、保護者の皆様にはピュアスポーツへの様々なご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。 

全国的に新型コロナウィルスが広がっており 7 都府県が緊急事態宣言の対象となりましたが、ピュア

スポーツ運営地の宮城・福島はまだ対象とはなっておりません。現状におきましてはピュアグループの

営業は継続してまいります。ただ、唯一のスポーツクラブ・ピュアネス福島におきましてはスタジオプロ

グラムの変更、時間短縮の措置を取っての営業とさせていただきます。 

 運営地域での感染の方が発表されておりますが、その都度保健所等然るべき機関に確認を取り感染経

路や濃厚接触に該当していない点の返答を頂いての運営継続をしております。今後におきましても日々

状況の確認・検討を続け、拡散防止の為に必要と判断した場合に休館とする可能性もございます。 

現時点で休館となる可能性のある指標は以下のようになりますので、ご理解ご協力をお願い致します。 

 

【休館となる場合の指標】 

１．施設ご利用・ご来館の方が陽性となった場合 

２．弊社従業員が陽性となった場合 

３．行政、保健所などの機関から直接弊社への指示・要請があった場合 

４．該当する県、自治体より、明確に弊社の業種を対象とした休業の指示・要請があった場合 

※ １．２．の休館の期間は消毒のための日数＋状況の判断で決めた日数と致します 

 

【ピュアスポーツの行っている防止対策】… 以下の内容を徹底しております 

 ＊毎日の清掃、消毒（除菌） 必要な時間帯に適宜行っています 

 ＊１～２時間ごとの館内換気 

 ＊手指用消毒液の設置（必要個所） 

 ＊バス内の消毒、換気、走行中の通気での換気（窓開け） 

 ＊指導中以外の従業員のマスク着用の推奨 

 ＊従業員の毎日の検温、体調把握 

 ＊ギャラリーや体操時に密集しないようにする 

 

 上記の内容で運営を続けさせて頂いております。 

刻々と状況が変わっても来ますし、その都度の状況において対策も変わってくる可能性がありますので、 

ご迷惑をかける場面もあるかと思いますがご理解を頂きご協力をお願い致します。 

尚、施設へご来館の皆様におかれましては、入館時に手指消毒を行って頂くこと、マスク着用、終了後

の早めの退館をお願いしたく重ねてご協力をお願い致します。 

 

株式会社 ピュアスポーツ 



振替えレッスンの対応について 

2020.4.10 更新 

（株）ピュアスポーツ 

 

 2020 年 2 月分からの振替えに関して、『6 月までお受けします』とお知らせしておりましたが、 

4 月以降の振替えも有効な期間を以下のように延期いたします。ご活用をください。 

 

【振替え有効期間】 

◎ お休みをした月を含めて 4 か月間有効と致します 

・3 月分は 6 月まで、4 月分は 7 月まで、5 月分は 8 月まで、以降も同様に 4 ヶ月とします 

※有効月は各事業所カレンダーの「〇月度」の月末までとさせていただきます 

◎ 休会の方は期間に含みませんので、レッスンに参加した月での期間です 

・例）3 月の振替えが残っていて、4～5 月休会した方は 8 月まで有効となります 

◎ 退会をされた方もレッスンに参加できなかった分を同様にお受けします 

 

振替えをご利用いただく時は、振替え前日までにお申し出ください。（クラス状況により曜日・時

間が希望に添えない場合もございます。予めご確認をお願い致します） 

以上の点、よろしくお願い致します。 




