
新型コロナウイルス
感染防止策について

リバティヒルクラブにご来館の皆様へ

リバティヒルクラブは、2020年6月1日（月）より営業再開致します。
営業再開にあたり、一般社団法人 日本フィットネス産業協会（FIA）の
ガイドラインに基づき、様々な感染防止策を講じて参ります。

ご来館に際して、ご自宅でのセルフチェックをはじめ、
館内での対応策を、掲載致しましたので、ご一読下さい。

感染防止策に、皆様のご理解・ご協力下さいます様、お願い申し上げます。

2020年5月27日

『飛沫防止ビニールカーテン』が取り付けられたフロント

営業再開における



ご来館時

館内では…

⑴ 37.5℃以上の発熱はない。
⑵ 咳やくしゃみ等、比較的軽い風邪の症状が、続いていない。
⑶ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがない。
⑷ 咳・痰・胸部に不快感がない。
⑸ 味覚・嗅覚に、全く違和感がない。
⑹ 身内や身近な接触者にも上記の症状は、全くみられない。

【セルフチェック】

　日頃より、当クラブをご利用頂きまして、誠に有難うございます。
　政府からの緊急事態宣言の発令に伴う休業要請に基づき、リバティヒルクラブは、４月8日㈬～５月
31日㈰の期間、臨時休館させて頂きました。
　メンバーの皆様には、急なご案内並びに長期間にわたる休業にも関わらず、ご理解・ご協力を賜り、
誠に有難うございました。
　営業再開に際しまして、当クラブが加盟している一般社団法人 日本フィットネス産業
協会（FIA）のガイドラインに基づき、感染防止に取り組んで参ります。引き続き、皆様
のご理解・ご協力をお願い致します。
　感染防止の対応策に関する内容を本誌に掲載致しましたので、ご一読下さいます
様、お願い致します。

①当クラブをご利用の際は、マスク又は、ネックゲイター＊等の着用を、出来るだけお願い致します。
②スタッフもマスクを着用させて頂きますので、ご了承下さい。
③新型コロナウイルス感染を防ぐ為、当面の間、以下の項目に該当すると感じる方は、ご来館をお控え下さい。
◉咳やくしゃみ等、比較的軽い風邪の症状が続いている方
◉37.5℃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
◉味覚・嗅覚に少しでも違和感のある方
◉新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触のある方
◉身内や身近な接触者に上記の症状がみられる方
◉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されている国・地域への渡航、並びに当該
在住者との濃厚接触がある方

④高齢者の方は、運動前の体調チェックと予防対策に万全を期して下さい。
⑤以下に該当する感染による重症化を引き起こしうる疾病をお持ちの方は、ご来館を暫くの間、お控え下さい。
　◉糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある方
　◉人口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
　＊ネックゲイター：首元から目元まですっぽりと覆える筒状の衣類（P03参照）

メンバーの皆様へ

【重要】リバティヒルクラブご入館に際して

当クラブの取り組み①
①アルコール消毒液スプレー
フロント・ジム・プールに、ご用意しておりますので、ご利用下さい。

②除菌水加湿器『アクアサニターミスト』の設置
スタジオ・DO-JO（ドージョー）入口、タッチスパの通路に設置し、安全で、除菌力・
消臭力の高い除菌水『アクアサニター』を噴霧しております。

③スタッフの対応について
　スタッフの出勤時には、全員に検温を義務付けております。
　また、手洗い・うがい・アルコール消毒の徹底を図り、感染防止に努めております。
　皆様の健康と安全を考慮し、勤務中は、マスクを着用させて頂いております。

①ロッカールームまでの無接触ルートの確保
館内の扉を開放しておりますので、ドアノブ等に
触れずに、ロッカールームまで行く事が出来ます。
同時に、換気の効果を高めています。

②ロッカーキーの除菌
ロッカーキーは、ご返却の度に、アルコール除菌
スプレーで消毒しております。

③ドアノブ・手すり等の除菌
館内のドアノブや手すりは一時間毎に除菌作業を
行っております。アクアサニターミストアルコール消毒液スプレー

①館内では、マスク又は、ネックゲイター等の着用を、出来るだけ
　お願い致します。
②館内での会話　近距離での会話は、ご遠慮下さい。
　ソーシャル・ディスタンスの取り組みにご協力下さい。
＊ソーシャル・ディスタンス＝人と人との間に適切な距離（2m）をとる事。

当クラブの取り組み②

目黒通り沿いの外扉 ロビーから館内への内扉

2

3

ネックゲイター

 さの あゆみ
リバティヒルクラブ支配人　佐野　 歩

新型コロナウイルス
感染防止策について

①エントランスにて、スタッフが入館者全員に検温をさせて
頂きます。

　その上で、セルフチェック6項目全てをクリアされた方
のみご入館頂けます。

②フロント前のアルコール消毒液で、手を消毒してから、
チェックインを行い、ご入館下さい。
③チェックイン・チェックアウト・各種手続き等は、フロント
の飛沫防止ビニールカーテン越しで、対応させて
頂きます。

④ビジター・ゲストの方は、ご入館時に、所定の用紙に
住所等のご記入をお願い致します。

ご来館前に…1
ご自宅にて、以下のセルフチェックを行い、6項目全てをクリアされてから、ご来館下さい。

飛沫防止ビニールカーテンが付けられたフロント

マスク

体温が37.5℃以上の方は、
ご入館は、ご遠慮頂きます。

必ず手を消毒してから、
ご入館下さい。

一般社団法人 日本フィットネス産業協会（FIA）のガイドラインより

【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P01 【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P02
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当クラブの取り組み②

目黒通り沿いの外扉 ロビーから館内への内扉

2

3

ネックゲイター

 さの あゆみ
リバティヒルクラブ支配人　佐野　 歩

新型コロナウイルス
感染防止策について

①エントランスにて、スタッフが入館者全員に検温をさせて
頂きます。
　その上で、セルフチェック6項目全てをクリアされた方
のみご入館頂けます。
②フロント前のアルコール消毒液で、手を消毒してから、
チェックインを行い、ご入館下さい。
③チェックイン・チェックアウト・各種手続き等は、フロント
の飛沫防止ビニールカーテン越しで、対応させて
頂きます。
④ビジター・ゲストの方は、ご入館時に、所定の用紙に
住所等のご記入をお願い致します。

ご来館前に…1
ご自宅にて、以下のセルフチェックを行い、6項目全てをクリアされてから、ご来館下さい。

飛沫防止ビニールカーテンが付けられたフロント

マスク

体温が37.5℃以上の方は、
ご入館は、ご遠慮頂きます。

必ず手を消毒してから、
ご入館下さい。
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【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P01 【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P02



＊水泳指導のレッスンは、定員10名とさせて頂きます。
＊カルチャークラス（フラダンス・ボールルームダンス・フェイスリフティングボイス・バレエ）は、上記に準じます。

ジムエリア

レッスン スタジオ／DO-JO（ドージョー）／アクア

①ヘッドホンの貸出しは、当面の間、中止させて頂きます。
②ランニングマシンのご利用時は、出来るだけマスク又は、
ネックゲイター等の着用をお願い致します。
　＊鼻は、マスクで覆わなくても構いません。
③予約受付等は、飛沫防止ビニールカーテンを設置している
ジムカウンターにて、対応させて頂きます。

テニスコート

アクアエリア
①アクアエリア（プール・ジャグジー・ソーキングプール・スチームサウナ等）
での会話は、飛沫感染防止の為、出来るだけお控え下さい。
②ジャグジーは、隣の方との間隔を1～2m空けて、ご利用下さい。
③ソーキングプール（寝湯）は、1名ずつご利用下さい。
④予約受付等は飛沫防止ビニールカーテンを設置しているアクア
カウンターで、対応させて頂きます。

①レッスンの人数制限
　参加者同士の間隔を十分に確保する為、人数制限を設けています。

②レッスンの参加方法
　レッスン開始90分前、スタジオ前のカウンターに、所定の受付用紙を用意致します。
　受付用紙に、お名前、ロッカーキー番号をご記入下さい。必ず、ご本人の直筆でお願い致します。
　他の方が代筆した場合には、ご本人・代筆した方は、そのレッスンだけでなく、今後のレッスンにも、ご参加
頂けません。

スタジオ 定員15名 DO-JO（ドージョー）定員10名 アクア 定員20名

①ジムマシン等の除菌
全てのジムのマシンは、スタッフが使用後、直ちに使い捨てペーパータオルで除菌清掃を
行っております。

②スタジオ、DO-JO（ドージョー）の常時換気
出入口扉と室内の窓を常時開放し、十分な換気を行っております。

③レッスン前後の除菌作業
レッスン中、手で触れた箇所や使用する機器等の除菌を、スタッフ・インストラクターが
行います。（アクアプログラムは除く）

当クラブの取り組み③

スタジオ、DO-JO（ドージョー）の扉

◀タッチスパの通路の扉

▲飛沫防止ビニールカーテンが
　付けられたタッチスパカウンター

①ゴルフレッスンの定員は、通常通りとさせて頂きます。
　プライベートレッスン1名、グループレッスン4名
②ゴルフインストラクターは、レッスン中、マスクを着用させて
頂きます。

③ドライビングレンジの出入口2箇所は、換気の為、随時開放
させて頂きます。
④ゴルフクラブ及びグローブのレンタルは、当面の間、中止とさせて頂きます。

ドライビングレンジ

①施術中は、出来るだけ、マスクの着用をお願い致します。
　ただし、フェイシャルメニューを除きます。
②予約受付等は、飛沫防止ビニールカーテンを設置している
タッチスパカウンターにて、対応させて頂きます。
③スタッフは、施術中、マスクを着用させて頂きます。
④タッチスパの通路の扉は、1時間毎に、開放させて頂きます。
⑤2階からテニスコートへの、扉も開放しております。

タッチスパ

①ラウンジからテラスへの扉は、原則として常時開放させて頂きます。
②ラウンジ スイートルームで行うカルチャークラス（英会話・書道教室・絵手紙教室・コントラクトブリッジ）
の定員は、8名とさせて頂きます。

　また、レッスン中は、換気の為、パーテーション及び目黒通り側の扉を開放させて頂きます。

ラウンジ

テラス スイートルーム
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飛沫防止ビニールカーテンが
付けられたジムカウンター

①お客様同士・コーチとの距離、ベンチのご利用の際は、2m以上
　の間隔を確保して下さい。
②テニスラケットのレンタルは、当面の間、中止とさせて頂きます。

飛沫防止ビニールカーテンが
付けられたアクアカウンター

ジャグジーでは、
1～2m間隔で！

【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P03 【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P04



＊水泳指導のレッスンは、定員10名とさせて頂きます。
＊カルチャークラス（フラダンス・ボールルームダンス・フェイスリフティングボイス・バレエ）は、上記に準じます。

ジムエリア

レッスン スタジオ／DO-JO（ドージョー）／アクア

①ヘッドホンの貸出しは、当面の間、中止させて頂きます。
②ランニングマシンのご利用時は、出来るだけマスク又は、
ネックゲイター等の着用をお願い致します。
　＊鼻は、マスクで覆わなくても構いません。
③予約受付等は、飛沫防止ビニールカーテンを設置している
ジムカウンターにて、対応させて頂きます。

テニスコート

アクアエリア
①アクアエリア（プール・ジャグジー・ソーキングプール・スチームサウナ等）
での会話は、飛沫感染防止の為、出来るだけお控え下さい。
②ジャグジーは、隣の方との間隔を1～2m空けて、ご利用下さい。
③ソーキングプール（寝湯）は、1名ずつご利用下さい。
④予約受付等は飛沫防止ビニールカーテンを設置しているアクア
カウンターで、対応させて頂きます。

①レッスンの人数制限
　参加者同士の間隔を十分に確保する為、人数制限を設けています。

②レッスンの参加方法
　レッスン開始90分前、スタジオ前のカウンターに、所定の受付用紙を用意致します。
　受付用紙に、お名前、ロッカーキー番号をご記入下さい。必ず、ご本人の直筆でお願い致します。
　他の方が代筆した場合には、ご本人・代筆した方は、そのレッスンだけでなく、今後のレッスンにも、ご参加
頂けません。

スタジオ 定員15名 DO-JO（ドージョー）定員10名 アクア 定員20名

①ジムマシン等の除菌
全てのジムのマシンは、スタッフが使用後、直ちに使い捨てペーパータオルで除菌清掃を
行っております。

②スタジオ、DO-JO（ドージョー）の常時換気
出入口扉と室内の窓を常時開放し、十分な換気を行っております。

③レッスン前後の除菌作業
レッスン中、手で触れた箇所や使用する機器等の除菌を、スタッフ・インストラクターが
行います。（アクアプログラムは除く）

当クラブの取り組み③

スタジオ、DO-JO（ドージョー）の扉

◀タッチスパの通路の扉

▲飛沫防止ビニールカーテンが
　付けられたタッチスパカウンター

①ゴルフレッスンの定員は、通常通りとさせて頂きます。
　プライベートレッスン1名、グループレッスン4名
②ゴルフインストラクターは、レッスン中、マスクを着用させて
頂きます。
③ドライビングレンジの出入口2箇所は、換気の為、随時開放
させて頂きます。
④ゴルフクラブ及びグローブのレンタルは、当面の間、中止とさせて頂きます。

ドライビングレンジ

①施術中は、出来るだけ、マスクの着用をお願い致します。
　ただし、フェイシャルメニューを除きます。
②予約受付等は、飛沫防止ビニールカーテンを設置している
タッチスパカウンターにて、対応させて頂きます。
③スタッフは、施術中、マスクを着用させて頂きます。
④タッチスパの通路の扉は、1時間毎に、開放させて頂きます。
⑤2階からテニスコートへの、扉も開放しております。

タッチスパ

①ラウンジからテラスへの扉は、原則として常時開放させて頂きます。
②ラウンジ スイートルームで行うカルチャークラス（英会話・書道教室・絵手紙教室・コントラクトブリッジ）
の定員は、8名とさせて頂きます。
　また、レッスン中は、換気の為、パーテーション及び目黒通り側の扉を開放させて頂きます。

ラウンジ

テラス スイートルーム

4

5

6

7

8

9

10

飛沫防止ビニールカーテンが
付けられたジムカウンター

①お客様同士・コーチとの距離、ベンチのご利用の際は、2m以上
　の間隔を確保して下さい。
②テニスラケットのレンタルは、当面の間、中止とさせて頂きます。

飛沫防止ビニールカーテンが
付けられたアクアカウンター

ジャグジーでは、
1～2m間隔で！

【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P03 【営業再開における新型コロナウイルス感染防止策】　P04



ロッカールーム・浴室・サウナ
①ロッカールーム・浴室・サウナルームでの会話は、出来るだけお控え下さい。
②浴槽等では、他の方と1～2mの間隔を空ける様、お願い致します。

トイレ
飛沫感染防止の為、
①ハンドドライヤーは、当面の間、使用中止とさせて頂きます。
②便座を閉じてから、流す様お願い致します。

今後の状況により、内容や期間を変更させて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
最新の情報は、ホームページまたは館内告知をご覧下さい。

男性ロッカールーム 女性ロッカールーム バスルーム サウナ

男性・女性ロッカールームのプライバシー確保
男性・女性ロッカールームは、扉を開放しても、お着替えされるスペースは、外からは
決して見えませんので、ご安心下さい。

当クラブの取り組み④
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