緊急事態宣言に伴う臨時休業について
メンバーの皆 様
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。
さて 、当 店 はこれまでメンバー の 皆 様とスタッフの 安 全・安心 を第 一 に考え 、コロナウイル
ス 感 染 症の対 策に万全 の態 勢で 取り組むことにより自信を持ってクラスを提 供してまいりま
したが、この度の内 閣 総 理 大 臣による緊 急事 態 宣 言に伴 い、東 京 都・神 奈 川 県・千 葉 県・埼玉
県・愛 知 県にあるスタジオを臨時 休 業することといたしました。
当面は 以下の 概 要にて 取り組 んでまいりますので、皆 様に於 かれましてはご 理 解とご 協 力
いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

■概 要
○ 休 業 期間：本 年 4月11日より5月6日まで
○ 休 業の対 象となるスタジオ(以下「休 業スタジオ」)の会費 返 金等について
・原 則、日割り計算の上、次 月以 降 の請 求にて相 殺させていただきます。
・休 業 スタジオのメンバーで4月6日まで の 特 別 休 会 にお 申 込 み いた だ いて ない方につき、4月1日より10日
までの 分を日割り計算のうえ 次 月以 降 の請 求にて相 殺させていただきます。
・休 業 スタジオのメンバーで4月6日からの 特 別 休 会 制 度にお申込 みいただいた 方につき、今 回に限り休 会 費
750円はいただきません。

○ 休 業スタジオの運営体 制について
・4月17日までは原 則 午前10時から午 後 6時まで窓口手 続きを含む 諸業 務を 継 続いたします。

○その 他
・適 時、一 斉メール その 他にて情 報を更 新してまいります。
・5月7日以 降 のクラススケジュールにつきましては、5月1日以 降に開 示いたします。

■臨時休業するスタジオ
青 葉 台／麻 布十 番／東 久留米／八 王子オーパ／本八幡／浦 和／池下
ご不 明 点 等ありましたらどうぞお 気 軽に所属スタジオまでお問い合わせください。
また皆 様とお目にかかれることを楽しみにしております!

About Temporary Closing as
Declaration of an Emergency
Dear Members,
Thanks for using Orangetheoryfitness.

Until now, we have put the safety and security of our members and staff first, and have offered
classes with confidence by taking all possible COVID-19 measures.

Following the declaration of an emergency by the Prime Minister of Japan, we have decided to
temporarily close the studios in Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama and Aichi prefectures.
For the time being, we will work on the following outline.

We sincerely appreciate your understanding and cooperation in advance.

■Outline
○Closing period: From April 11 to May 6
○About Membership Fee:
・In principle, the prorated amount will be set off and will be offset by billing from the following month.
・For those who have not applied for the special leave system until April 6, the equivalent amount from April 1 to April
10 will be calculated on a daily basis and will be offset by the following month's bill.
・Members who have applied for the special leave system from April 6 will not be charged 750 yen for this time.

○About Studio Ops: 10am - 6pm in principle (Until April 17)
○Others: We will update the information in a timely manner by email and other means.

■Temporarily closed studio
Aobadai, Azabujuban, Higashikurume, Hachioji Opa, Motoyawata, Urawa, Ikeshita
If you have any questions, please feel free to contact us.
We look forward to seeing you again!
Hope all are well and healthy.

