
【緊急事態宣言に伴う、フィットネス営業休業施設】

◆４月２９日（木）～５月１１日（火）
クラブ名  都道府県 住所 電話番号

セントラルフィットネスクラブ南青山 東京都 港区南青山6-1-3コレッツィオーネB1･B2 03-5468-1191
セントラルフィットネスクラブ天王洲 東京都 品川区東品川2-2-8スフィアタワー天王洲24F～26F 03-5462-2355
セントラルフィットネスクラブ目黒 東京都 目黒区中央町2-26-7 03-3712-2121
セントラルフィットネスクラブ自由が丘 東京都 目黒区中根1-14-17 03-5729-0550
セントラルウェルネスクラブ大森 東京都 大田区大森北1-8-2icot大森5F 03-5753-5211
セントラルフィットネスクラブ24下北沢 東京都 世田谷区北沢1-46-5 03-5738-5420
THE SPA 成城 東京都 世田谷区千歳台3-20-2セントラルウェルネスタウン成城 03-5429-1526
セントラルウェルネスクラブ成城 東京都 世田谷区千歳台3-20-2セントラルウェルネスタウン成城 03-5429-1631
セントラルフィットネスクラブ24用賀 東京都 世田谷区用賀2-41-11平成ビル用賀3F 03-3700-6116
セントラルウェルネスクラブ上池袋 東京都 豊島区上池袋1-37-16 03-5961-7730
セントラルウェルネスクラブ東十条 東京都 北区東十条1-24-5 03-5959-7900
セントラルウェルネスクラブ南千住 東京都 荒川区南千住4-7-1BiVi3・4F 03-3807-4545
セントラルフィットネスクラブ西台 東京都 板橋区蓮根3-7-10 03-5392-4545
セントラルウェルネスクラブときわ台 東京都 板橋区前野町2-17-6 03-5914-4001
セントラルウェルネスクラブ保谷 東京都 練馬区南大泉3-27 03-3978-2200
セントラルフィットネスクラブ竹の塚 東京都 足立区竹の塚5-7-3JOYぷらざビル5F 03-5851-0050
THE SPA 西新井 東京都 足立区西新井栄町1-17-10ウェルネスタウン西新井3F 03-5888-1526
セントラルウェルネスクラブ24西新井 東京都 足立区西新井栄町1-17-10ウェルネスタウン西新井5F 03-5888-3561
セントラルフィットネスクラブ青砥 東京都 葛飾区立石6-39-8 03-3838-0781
セントラルウェルネスクラブ24京成小岩 東京都 葛飾区鎌倉4-2-1タナベビル 03-5612-5071
セントラルフィットネスクラブ亀有 東京都 葛飾区亀有3-26-1リリオ館8F 03-5680-0303
セントラルウェルネスクラブ24葛西 東京都 江戸川区中葛西3-33-12 03-5667-1070
セントラルフィットネスクラブ八王子 東京都 八王子市新町2-5西野ビルディング 042-648-6789
セントラルフィットネスクラブ西東京 東京都 青梅市新町9-1-1 0428-31-2411
東青梅セントラルスポーツクラブ 東京都 青梅市勝沼1-40 0428-24-5552
セントラルフィットネスクラブ府中 東京都 府中市八幡町1-9 042-366-8513
セントラルウェルネスクラブ成瀬 東京都 町田市成瀬が丘2-28-1 042-788-1300
セントラルフィットネスクラブ福生 東京都 福生市本町46 042-551-0228
セントラルウェルネスクラブ清瀬 東京都 清瀬市元町1-7-3 042-493-2211
セントラルフィットネスクラブ太秦 京都府 京都市右京区太秦御所ノ内町7KCSビル2F～4F 075-864-2868
セントラルウェルネスクラブ都島 大阪府 大阪市都島区友渕町1-5-97 06-6921-1201
セントラルウェルネスクラブ蒲生 大阪府 大阪市城東区中央1-9-33 06-6786-2311
セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前 大阪府 大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー北館1F 06-6309-7151
セントラルウェルネスクラブ住ノ江 大阪府 大阪市住之江区西住之江1-1-21 06-6671-1051
セントラルウェルネスクラブ24平野 大阪府 大阪市平野区平野本町2-9-29 06-6795-0222
セントラルフィットネスクラブりんくうタワー 大阪府 泉佐野市りんくう住来北1りんくうゲートタワービル7F 072-460-1212
セントラルウェルネスクラブ六甲道 兵庫県 神戸市灘区桜口町5-1-1-111ウェルブ六甲道5番街1番館 078-858-6363
セントラルウェルネスクラブあまがさき 兵庫県 尼崎市潮江1-2-3 06-4960-4101
セントラルウェルネスクラブ芦屋 兵庫県 芦屋市船戸町4-1ラポルテ本館5F・6F 0797-38-2525

【まん延防止等重点措置に伴う、営業時間変更施設】

◆４月１２日（月）～５月１１日（火）
クラブ名  都道府県 住所 電話番号

セントラルフィットネスクラブ24仙台 宮城県 仙台市青葉区中央4-6-1SS30ビル敷地内 022-266-8855
セントラルウェルネスクラブ北仙台 宮城県 仙台市青葉区昭和町1-37 022-275-8411
セントラルウェルネスクラブ24仙台南小泉 宮城県 仙台市若林区遠見塚3-2-1 022-788-4777
セントラルフィットネスクラブ24仙台泉中央 宮城県 仙台市泉区泉中央1-1-2 022-375-0301

◆４月２６日（月）～５月１１日（火）
クラブ名  都道府県 住所 電話番号

セントラルウェルネスクラブ大宮宮原 埼玉県 さいたま市北区宮原町1-855-3 048-661-8600
セントラルスポーツジムスタハレノテラス東大宮 埼玉県 さいたま市見沼区島町393ハレノテラスB棟2F 048-682-5111
セントラルスポーツジムスタさいたま中央 埼玉県 さいたま市中央区上落合8-3-32HOME'Sさいたま中央店2Ｆ  048-851-1221
セントラルスポーツクラブ岩槻 埼玉県 さいたま市岩槻区加倉1-1-8 048-757-1871
セントラルスポーツジムスタイオンモール川口前川 埼玉県 川口市前川1-1-11イオンモール川口前川1F 048-264-7101
セントラルフィットネスクラブ本八幡 千葉県 市川市八幡3-4-1アクス本八幡B1 047-325-8821
セントラルフィットネスクラブ市川 千葉県 市川市市川1-3-184F・5F 047-323-2211
セントラルウェルネスクラブ柏 千葉県 柏市末広町6-1 04-7142-0180
セントラルウェルネスクラブ新浦安 千葉県 浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4F 047-350-2255
セントラルウェルネスクラブ能見台 神奈川県 横浜市金沢区能見台東10-2 045-786-4126
セントラルウェルネスクラブトレッサ 神奈川県 横浜市港北区師岡町700トレッサ横浜北棟4F 045-533-2271
セントラルウェルネスクラブ慶應日吉 神奈川県 横浜市港北区日吉4-1-1慶應義塾大学日吉キャンパス内　協生館B1F 045-560-5571
セントラルフィットネスクラブ東戸塚駅前 神奈川県 横浜市戸塚区川上町97-1 045-826-2255
セントラルフィットネスクラブ二俣川 神奈川県 横浜市旭区二俣川2-52-4 045-391-7211
セントラルウェルネスクラブ24長津田みなみ台 神奈川県 横浜市緑区長津田みなみ台1-38-1 045-989-0851
セントラルスイムクラブ本郷台 神奈川県 横浜市栄区小菅ヶ谷1-26-1 045-894-3373
セントラルフィットネスクラブ緑園都市 神奈川県 横浜市泉区緑園4-2-1 045-814-6680
セントラルスポーツクラブ戸塚 神奈川県 横浜市泉区中田西4-37-1 045-804-2525
セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町1162-7 045-974-1992
セントラルフィットネスクラブセンター南 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央55-1パインクリエイトビル5F 045-949-1451
セントラルフィットネスクラブ新川崎 神奈川県 川崎市幸区小倉1-1パークシティ新川崎 044-555-7751
セントラルフィットネスクラブ24武蔵小杉 神奈川県 川崎市中原区新丸子東3-1159 044-455-0201
セントラルフィットネスクラブ24溝ノ口 神奈川県 川崎市高津区溝口2-10-22 044-813-4455
セントラルフィットネスクラブ千種 愛知県 名古屋市東区葵3-15-31千種ニュータワービルB1～2F 052-931-7900
セントラルフィットネスクラブ大曽根 愛知県 名古屋市東区東大曽根町46-24 052-912-8891
セントラルフィットネスクラブ24藤が丘 愛知県 名古屋市名東区明ヶ丘124-1ami amiビルB1F 052-776-0537
セントラルフィットネスクラブ一社 愛知県 名古屋市名東区高社1-93アプリーテ星ヶ丘3F 052-776-1700

◆５月１日（土）～５月１１日（火）
クラブ名  都道府県 住所 電話番号

セントラルスイムクラブ川越 埼玉県 川越市富士見町8-6 049-225-2005
セントラルフィットネスクラブ小手指 埼玉県 所沢市小手指町1-6小手指タワーズ　ディアスカイタワー　2F・3F 04-2929-1761
セントラルウェルネスクラブ越谷 埼玉県 越谷市瓦曽根1-20-35 048-966-5312
セントラルフィットネスクラブ越谷レイクタウン 埼玉県 越谷市レイクタウン7丁目2-8 048-961-6210
セントラルウェルネスクラブ志木 埼玉県 志木市本町5-16-21 048-471-8118
セントラルフィットネスクラブ千葉みなと 千葉県 千葉市中央区問屋町1-50千葉ポートタウン7F 043-245-6161
セントラルフィットネスクラブ千葉 千葉県 千葉市中央区新町18-14千葉新町ビル 043-243-8800
セントラルフィットネスクラブ24蘇我 千葉県 千葉市中央区南町2-6-10 043-261-3715
セントラルウェルネスクラブ長沼 千葉県 千葉市稲毛区長沼町330-50ワンズモール3F 043-215-2615
セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 千葉県 千葉市美浜区高洲3-23-2稲毛海岸ビル 043-278-4747
セントラルフィットネスクラブ谷津 千葉県 習志野市谷津3-1-1 047-452-6149
セントラルフィットネスクラブ八千代台 千葉県 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム八千代台店5Fレストラン街 047-487-4466
セントラルウェルネスクラブおおたかの森 千葉県 流山市おおたかの森 南一丁目5番地の1流山おおたかの森S・C3F 04-7156-7350
セントラルフィットネスクラブ流山 千葉県 流山市平和台3-6-1 04-7159-0450
セントラルウェルネスクラブ我孫子 千葉県 我孫子市我孫子1-10-2YSビル4F 04-7179-2550


