
 
2020 年 3 月 2 日 

お客様各位 
 

新型コロナウイルス等感染予防及び拡散防止への当社の取組みについて 
 

平素よりオレンジセオリーフィットネスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 
オレンジセオリーフィットネスでは、お客様とスタッフの健康と安全を考慮し、関係機関の情報を収集の上、

適宜、情報共有を行うと共に、行政等の指導があった場合は速やかに伝達・実施致します。 
 
現在、オレンジセオリーフィットネスでは以下の取組みをしております。 
・ 清掃の徹底 
・ 接触部分の消毒 
・ 消毒液の設置 
・ 換気の実施(地下店舗を除く) 
・ スタッフ・コーチの健康管理：出勤時検温と体調チェック 
・ スタッフ・コーチの手洗いとうがいの徹底 
・ クラス中のパーソナルタッチの指導の中止 
・ スタッフがマスクを常時着用 

 
感染拡散を防ぐため、しばらくの間、以下の点を厳守の上ご利用いただきますよう、強くお願い申し上げます。

少しでも該当すると感じる点がある方のご来館は固くお断り申しあげます。 
 
●次の症状がある方等、該当する点があるお客様は来場しないでください。 
    ＊風邪の症状（くしゃみや咳が出る）や 37.5 度以上の熱がある方。 
    ＊強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。 
    ＊咳、痰、胸部不快感のある方。 
    ＊糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方。 
    ＊免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。 
    ＊同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 
    ＊その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。 
    [補足]その地区で感染例が報道されている地区では、潜在的にだれが感染しているのかわからないので、

一層の対策が必要。以下の厚生労働省 HP を参照のこと。 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf 

●過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域渡への渡航、並び
に当該在住者との濃厚接触がある方。 

以下の外務省 HP を参照のこと。 
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html 

●過去 14 日以内に、新型コロナウイルス感染者が発生した観光クルーズ船から下船された方。 
 
●クラブへの入館時には、マスクの着用、手洗いの実施、備え付けの消毒液がある場合は手指の除菌をしっかり
行っていただくとともに、うがい・咳エチケットの励行をお願い致します。 
 
●その他、クラブがお客様にご提案させていただく注意やお願いについては、これを順守の上、施設をご利用く
ださいますよう重ねてお願い申し上げます。 
 

以上 



 
 

Notice regarding coronavirus (COVID-19 virus) measures 
 
 
Thank you for being a member of Orangetheory Fitness. 
  
Orangetheory Japan K.K. set up the task force and will endeavor to take measures according to the guidance 
of authorities and organizations such as the Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) and the Fitness 
Industry Association (FIA) in consideration of the health and safety of both members and staff. 
 
Our current measures are as follows. 
・ Thorough cleaning. 
・ Disinfect contact area. 
・ Disinfectant placement. 
・ Ventilate the studio. (Excludes underground studios) 
・ Health management for staff and coaches; Checking and recording of temperature and physical condition 

at work. 
・ Thorough hand washing by staff and coaches. 
・ Record coachʼs daily activity and path. 
 
In this regard, for the time being, we strongly recommend that you adhere to the following prior to participating 
in class in order to prevent infection. 
  
 Please refrain from visiting if you have the following symptoms. 
・ Those who have cold symptoms (sneezing or coughing) and fever of 37.5 degrees celsius or higher. 
・ Those who have strong sickness (malaise) and breathlessness. 
・ If you have cough, sputum or chest discomfort. 
・ If you have any other symptoms of coronavirus infection. 
 When entering the studio, please wear a mask and wash your hands thoroughly your fingers and 

encourage gargle and cough etiquette. 
 Please follow the cautions and requests that we propose to you. 
 
Kind Regards, 
 
 


