
会員様各位 

                         ２０２１年９月１０日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

【更新】緊急事態宣言の延長に伴うお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

愛知県の緊急事態宣言の期間が延長されましたので、今後の営業についてご案内させていただ

きます。当クラブと致しましては、対応を慎重に協議した結果、引き続き緊急事態宣言の発出

に伴う愛知県からの２０時までの時短要請の指示に従うことで感染拡大の防止に努めさせてい

ただきます。会員の皆様には制限、ご協力のお願いも多く大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心

して通える環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。 

【対象期間】 ８月２８日（土）～９月３０日（木） 

※９月２８日（火）・２９日（水）は休館日です。 

【運動エリアご利用時間】 火～金曜日 １０：００～２０：００ 

  ※退館時間は２１：００までとさせていただきます。 

  土・日曜日は通常営業となります。 

【プログラム】別紙タイムテーブルをご確認ください。 

  ※２０：００以降のレッスンは休講となります。 

チケットの有効期限についてはフロントまでお問い合わせください。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。対象期間の延長、一部プログラムやサービスの提供を縮小、または停止する

場合がございます。その際はあらためて館内掲示、ホームページやメール配信に

てご案内させていただきます。メール配信登録をされていない方はこの機会にぜ

ひご登録をお願い致します。 

スマートフォンの方はこちらのＱＲコードをご利用ください。       

ご不明な点はスタッフまでお尋ねください。 



【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・咳やくしゃみなどの風邪の症状、だるさ（倦怠感）や息苦しさがないかご確認ください。 

また、身内や身近な接触者にも同じ症状がみられないかもご確認ください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予め 

ご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクをご着用ください。 

会話される際は確実に鼻と口を覆うようにマスク着用の上、大きな声を出しての会話や 

長時間の会話はお控えください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話は禁止させていただきます。 

・対人距離をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）確保するよう努めてください。 

【休会について】 

原則感染対策を施しながら営業しておりますが、もし休会を希望される方は９月中のご利用が

１度もない場合のみ９月度特別休会でご対応させていただきます。通常お手続きの届出締日を

過ぎていますが、９月１４日までにご連絡をお願いいたします。（休会料：￥１,１００/月） 

【月会費について】 

時間制限が掛かる会員の皆様には、１０月度在籍の方を対象に月会費を割引いたします。会員

の皆様に今後も末永くご利用いただけるよう、下記のような対応といたしますので、ご理解を

お願いいたします。なお、割引に関してのお手続きは必要ございません。 

・レギュラー会員  ・レギュラー家族会員 

・法人会員（記名式／無記名式カードタイプ） 

（月会費から割引いた金額を引き落としさせていただきます。） 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに皆様の健康

維持・増進施設としての役割を果たすべく運営して参ります。大変ご不便をおか

けいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

１０月分の月会費１０％割引 



会員様各位 

                         ２０２１年８月２７日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

緊急事態宣言に伴うお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

愛知県に再び緊急事態宣言が発出されましたので、今後の営業についてご案内させていただき

ます。当クラブと致しましては、対応を慎重に協議した結果、緊急事態宣言の発出に伴う愛知

県からの２０時までの時短要請の指示に従うことで感染拡大の防止に努めさせていただきま

す。会員の皆様には制限、ご協力のお願いも多く大変恐縮ですが、皆様と一緒に安心して通え

る環境を作っていきたいと考えておりますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。   

急なご案内となり大変申し訳ございません。 

【対象期間】 ８月２８日（土）～９月１２日（日） 

【運動エリアご利用時間】 火～金曜日 １０：００～２０：００ 

  ※退館時間は２１：００までとさせていただきます。 

  土・日曜日は通常営業となります。 

【プログラム】別紙タイムテーブルをご確認ください。 

  ※８月３１日（火）から２０：００以降のレッスンは休講となります。 

チケットの有効期限についてはフロントまでお問い合わせください。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。対象期間の延長、一部プログラムやサービスの提供を縮小、または停止する

場合がございます。その際はあらためて館内掲示、ホームページやメール配信に

てご案内させていただきます。メール配信登録をされていない方はこの機会にぜ

ひご登録をお願い致します。 

スマートフォンの方はこちらのＱＲコードをご利用ください。       

ご不明な点はスタッフまでお尋ねください。 



 

【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・咳やくしゃみなどの風邪の症状、だるさ（倦怠感）や息苦しさがないか 

ご確認ください。 

また、身内や身近な接触者にも同じ症状がみられないかもご確認ください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予め 

ご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクをご着用ください。 

会話される際は確実に鼻と口を覆うようにマスク着用の上、大きな声を出して 

の会話や長時間の会話はお控えください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話は禁止させていただきます。 

・対人距離をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）確保するよう努めてください。 

 

【休会について】 

原則感染対策を施しながら営業しておりますが、もし休会を希望される方は９月

中のご利用が１度もない場合のみ９月度特別休会でご対応させていただきます。

お手続きの届出締日を過ぎていますが、９月１４日までにご連絡をお願いいたし

ます。（休会料：￥１,１００/月） 

 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに

皆様の健康維持・増進施設としての役割を果たすべく運営して参りま

す。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしく

お願い申し上げます。 



会員様各位 

                         ２０２１年６月１９日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

緊急事態宣言の解除に伴うお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

愛知県の緊急事態宣言の解除が決定されましたので、今後の営業についてご案内させていただ

きます。当クラブでは、緊急事態宣言の解除に伴い営業時間は通常となりますが、引き続き感

染予防対策を重視しながら、施設の運営を進めてまいります。ご理解とご協力を宜しくお願い

致します。 

 

【対象期間】   ６月２２日（火）～ 

【通常営業時間】 火～金曜日 １０：００～２２：００ 

         土・日曜日 １０：００～２０：００ 

（運動エリアのご利用は１５分前まで） 

※６月２７日(日)は休館日です。営業カレンダーをご確認ください。 

【プログラム】タイムテーブルをご確認ください。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。一部プログラム、サービスの提供を縮小、停止する場合がございます。その

際はあらためてホームページやメール配信にてご案内させていただきます。メー

ル配信登録がお済みでない方はこの機会にぜひご登録をお願い致します。 

 

スマートフォンの方はこちらのＱＲコードをご利用ください。       

登録方法などご不明な点はスタッフまでお尋ねください。 

 



 

【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予めご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクを着用ください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話はお控えください。 

・人と十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

・スタジオプログラムは引き続き人数制限をかけて換気を行いながら実施します。 

※ワクチン接種された方も同様の感染予防対策をお願い致します。 

【感染予防行動の徹底】 

・弊社スタッフの出勤時の検温や体調管理の徹底 

（３７．５℃以上の体温が確認された場合は、出社を控えます） 

・館内の換気体制の強化 

・館内の消毒を実施 

（1時間に一度を目安にスタッフによる消毒作業を実施します） 

【現在休会されている皆様へ】 

緊急事態宣言が解除され、７月度から復帰をお考えの方は、一度パルスポーツク

ラブ６・３までご連絡ください。（０５６３－５７－８０６３）       

皆様にお会いできるのをスタッフ一同心よりお待ちしております。 

 

緊急事態宣言は解除となりましたが、まだまだ油断できない状況が続いておりま

す。今後も皆様と一緒にこの困難を乗り越えていきたいと思います。引き続き感

染予防対策にご理解とご協力の程宜しくお願いいたします。 

 



会員様各位 

                         ２０２１年５月２９日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

【更新】緊急事態宣言の延長に伴うお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

愛知県の緊急事態宣言の延長が決定されましたので、今後の営業についてご案内させていただ

きます。当クラブでは、緊急事態宣言の発出に伴う愛知県からの２０時までの時短要請の指示

に従うことで感染拡大の防止に努めさせていただきます。会員の皆様には大変なご迷惑とご不

自由をお掛けいたします。急なご案内となり大変申し訳ございません。 

 

【対象期間】 ６月１日（火）～６月２０日（日） 

【運動エリアご利用時間】 火～金曜日 １０：００～２０：００ 

  ※退館時間は２１：００までに変更とさせていただきます。 

  土・日曜日は通常営業となります。 

  ※５月２９日(土)・３０日(日)は休業要請の対象のため休館 

【プログラム】別紙タイムテーブルをご確認ください。 

チケットの有効期限についてはフロントまでお問い合わせください。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。一部プログラム、サービスの提供を縮小、停止する場合がございます。その

際はあらためてホームページやメール配信にてご案内させていただきます。メー

ル配信登録がお済み出ない方はこの機会にぜひご登録をお願い致します。 

スマートフォンの方はこちらのＱＲコードをご利用ください。       

ご不明な点はスタッフまでお尋ねください。 

 



【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予めご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクを着用ください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話はお控えください。 

・人と十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

・スタジオプログラムは引き続き人数制限をかけて換気を行いながら実施します。 

【月会費について】 

時間制限が掛かる会員の皆様には、７月以降在籍の方を対象に月会費を割引いたします。前例

のない事態への対応となりますが、会員の皆様に今後も末永くご利用いただけるよう、下記の

ような対応といたしますので、ご理解をお願いいたします。割引に関してのお手続きは必要ご

ざいません。 

・レギュラー会員 ・レギュラー家族会員 

・法人会員（記名式／無記名式カードタイプ） 

・ホリデー会員 

（月会費から割引いた金額を引き落としさせていただきます。） 

【休会について】 

原則感染対策を施しながら営業しておりますが、もし休会を希望される方は６月中のご利用が

１度もない場合のみ６月度休会でご対応させていただきます。お手続きの届出締日を過ぎてい

ますが、６月１５日までにご連絡をお願いいたします。（休会料：￥１,１００/月） 

 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに皆様の健康

維持・増進施設としての役割を果たすべく運営して参ります。大変ご不便をおか

けいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

７月分の月会費１０％割引 

７月分の月会費４０％割引 



会員様各位 

                         ２０２１年５月２１日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

緊急事態宣言に伴う休業追加のお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

さて、愛知県の感染者数が厳しい状況でより一層規制を強化する必要があるとの事です。緊急

事態宣言の措置で新たに休業要請が追加されました。当クラブでは、緊急事態宣言の発出に伴

う愛知県からの２０時までの時短要請に加えて、土・日曜日の休業要請の指示に従うことで感

染拡大の防止に努めさせていただきます。会員の皆様には大変なご迷惑とご不自由をお掛けい

たします。急なご案内となり大変申し訳ございません。 

 

【対象期間】 ５月１２日（水）～５月３１日（月） 

【営業時間】 火～金曜日 １０：００～２０：００ 

土・日曜日 臨時休館 

※５月２２日(土)・２３日(日)・２９日(土)・３０日(日) 

【プログラム】別紙タイムテーブルをご確認ください。 

お手持ちのチケット有効期限は１ヶ月間延長させていただきます。 

６月１日からのＷＥＢ予約は５月２８日(金)１０時開始です。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。館内での感染予防を強化するため一部プログラム、サービスの提供を縮小、

停止する場合がございます。その際はあらためて館内やホームページにてご案内

させていただきます。 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに皆様の健康維持・増進施

設としての役割を果たすべく運営して参ります。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 



 

【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予めご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクを着用ください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話はお控えください。 

・人と十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

・スタジオプログラムは引き続き人数制限をかけて換気を行いながら実施します。 

【月会費について】 

時間制限が掛かる会員の皆様には、６月以降在籍の方を対象に月会費を割引いたします。ま

た、土日ご利用ができなくなってしまうホリデー会員様は、７月以降在籍の方を対象に月会費

を割引いたします。前例のない事態への対応となりますが、会員の皆様に今後も末永くご利用

いただけるよう、下記のような対応といたしますので、ご理解をお願いいたします。割引に関

してのお手続きは必要ございません。 

・レギュラー会員 ・レギュラー家族会員 

・法人会員（記名式／無記名式カードタイプ） 

・ホリデー会員 

（月会費から割引いた金額を引き落としさせていただきます。） 

（年間一括されている方は返金させていただきます。） 

【休会について】 

原則感染対策を施しながら営業しておりますが、もし休会を希望される方は５月中のご利用が

１度もない場合のみ５月度休会でご対応させていただきます。お手続きの届出締日を過ぎてい

ますが、５月中にご連絡をお願いいたします。（休会料：￥１,１００/月） 

６月分の月会費２０％割引 

７月分の月会費４０％割引 



会員様各位 

                         ２０２１年５月１０日 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

緊急事態宣言に伴う短縮営業のお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

５月７日（金）発出されました愛知県の緊急事態宣言を受け、当クラブの今後の営業について

ご案内させていただきます。急なご案内となり大変申し訳ございません。 

当社では、緊急事態宣言の発出に伴う愛知県からの時短営業の協力要請の働きかけに対応し、

２０時までの時短営業を行います。会員の皆様には大変なご迷惑とご不自由をお掛けいたしま

す。感染予防対策をより徹底して行うことで２０時までの営業を続けさせていただきますが、

会員の皆様にも引き続きご協力をお願いしつつ、安心してご利用いただける環境に努めて参り

ます。 

【対象期間】 ５月１２日（水）～５月３１日（月） 

【営業時間】 火～金曜日 １０：００～２０：００ 

土・日曜日 １０：００～２０：００ 

【プログラム】 

一部変更となりますので別紙タイムテーブルをご確認ください。 

※２０時以降のレッスンは中止となります。１２日(水)～１５日(土)

の変更分は予約済の方を優先させていただきます。 

１６日(日)以降のＷＥＢ予約は１５日(土)１０時開始となります。 

お手持ちのチケット有効期限は１ヶ月間延長させていただきます。 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられま

す。館内での感染予防を強化するため一部プログラム、サービスの提供を縮小、

停止する場合がございます。その際はあらためて館内やホームページにてご案内

させていただきます。 



【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

（３７．５℃以上が確認された場合は施設利用をお断り致しますので予めご了承ください。） 

・ご利用時には必ずマスクを着用ください。 

マスクなしでの会話はご遠慮ください。 

特に更衣室、浴室、サウナ内での会話はお控えください。 

・人と十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

・スタジオプログラムは引き続き人数制限をかけて換気を行いながら実施します。 

【月会費について】 

時間制限が掛かる会員の皆様には、６月以降在籍の方を対象に月会費を割引いたします。前例

のない事態への対応となりますが、会員の皆様に今後も末永くご利用いただけるよう、下記の

ような対応といたしますので、ご理解をお願いいたします。割引に関してのお手続きは必要ご

ざいません。 

・レギュラー会員 ・レギュラー家族会員 

・法人会員（記名式／無記名式カードタイプ） 

（月会費から２０％割引いた金額を引き落としさせていただきます。）   

（年間一括されている方は返金させていただきます。） 

【休会について】 

原則感染対策を施しながら営業しておりますが、もし休会を希望される方は５月中のご利用が

１度もない場合のみ５月度休会でご対応させていただきます。お手続きの届出締日を過ぎてい

ますが、５月中にご連絡をお願いいたします。（休会料：￥１,１００/月） 

 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに皆様の健康維持・増進施

設としての役割を果たすべく運営して参ります。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

６月分の月会費２０％割引 



会員様各位 

                         ２０２１年２月４日改正 

パルスポーツクラブ６・３ 

支配人 杉浦 崇雄 

緊急事態宣言に伴う営業のお知らせ 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。         

多数の制限が掛かる中でも多大なるご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。     

１月１３日（水）発出されました愛知県緊急事態宣言を受け、当クラブの今後の営業について

ご案内させていただきます。 

営業時間短縮要請について今回スポーツクラブ業態は対象外となっております。感染予防対策

をより徹底して行うことで通常通りの営業を続けさせていただきます。会員の皆様にも引き続

きご協力をお願いしつつ、安心してご利用いただける環境に努めて参ります。 

【対象期間】 １月１８日（月）～３月７日（日） 

【営業時間】 火～金曜日 １０：００～２２：００ 

土・日曜日 １０：００～２０：００ 

なお、政府の要請や社会情勢により変更を余儀なくされることも十分考えられます。館内での

感染予防を強化するため一部プログラム、サービスの提供を縮小、停止する場合がございま

す。その際はあらためて館内やホームページにてご案内させていただきます。 

【ご利用時のお願い】※営業を続けるためにも必ずお守りください。 

・発熱や体調不良の時はご来館をお控えください。 

・ご入館時には検温と手指消毒にご協力ください。 

・ご利用時には必ずマスクを着用ください。 

・更衣室、浴室、サウナ内での会話はお控えください。 

・人と十分な距離を取り、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

・スタジオプログラムは引き続き人数制限をかけて換気を行いながら実施します。 

これからも当クラブは感染予防を徹底し、安全安心に努めるとともに皆様の健康維持・増進施

設としての役割を果たすべく運営して参ります。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 



 

新型コロナウイルス感染症に関する 
情報提供のお願いについて 

 
日頃よりＰＡＬスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうござい

ます。新型コロナウイルス感染症の感染状況につきましては、第２波の到来が心配

され、警戒を緩めることができない状態が続いています。 
そこで、ＰＡＬスポーツクラブ６・３においても、会員の皆様の感染が確認され

た場合、消毒や臨時休館を行うとともに、会員様を誤った情報や風評被害から守ら

なくてはなりません。そのために、皆様には、お手数をおかけしますが、下記に該

当する場合、すぐにＰＡＬスポーツクラブ６・３（０５６３－５７－８０６３）に

電話でご連絡をお願いします。休館日の場合など、ＰＡＬスポーツクラブ６・３に

連絡しても通じない場合は、下記株式会社豊和までご連絡ください。 
 
 
１ （会員様あるいは）家族の方が、新型コロナウイルスの感染者であることが 

判明した場合 
 
２ （会員様あるいは）家族の方が、新型コロナウイルスの濃厚接触者であること 

が判明した場合 
 
３ （会員様あるいは）家族の方が、新型コロナウイルスの感染の疑いがあり、 

自宅待機を要請された場合 
 
 
 これまでもお願いしてきましたが、改めまして、会員の皆様のご理解とご協力を

宜しくお願い致します。 
 
 

令和２年７月２８日 株式会社豊和 
 （問合先 ＴＥＬ:０５６３－５７－８０７２） 



会員各位                            ２０２０年５月２５日 

 

６月２日（火）営業再開のお知らせ 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。緊急事態宣

言の解除を受け、６月２日（火）より営業再開させて頂きます。 

営業再開にあたり、感染予防については３つの密（密閉、密集、密接）を避け一層の安全確保

と対策を実施してまいります。なお、営業時間の変更と一部利用制限をかけながらの営業となり

ます。クラブ内での感染を防ぐため、会員様ご自身の予防のためにもご利用時の健康チェックや

注意事項の厳守にご協力ください。ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。 

 

【今後の営業について】 ６月２日（火）より営業再開 

火～金曜日 １０：００～２２：００ 
土・日曜日 １０：００～２０：００ 
月曜日   休館日 
 
※アスレチックジム・プールご利用の最終時間は１５分前となります。 

火～金曜日 ２１：４５まで ／ 土・日曜日 １９：４５まで 
 
６月２８日（日）は特別営業の予定でしたが、臨時休館に変更させて頂きます。 
 

・ご来館の際は必ずマスクの着用をお願い致します。マスクがない方はご利用をお断りさせて頂

きます。運動時には息苦しくならないようマスクの覆いから鼻を開放することや運動強度を

下げるなどご自身で調整してください。また、マスクの着用ができないエリア（浴室、サウナ、

プール等）での会話はお控えください。 

・ご自宅で検温の上、発熱や体調不良を感じる方はご来館をご遠慮ください。 

・ご入館の際は手指の消毒または手洗いにご協力ください。 

・ラウンジ、リラグゼーションは利用中止とさせて頂きます。長時間の滞在はご遠慮ください。 

・マシンや更衣室のロッカーは間隔を空けさせて頂きます。密接しないように会員様同士の距離

をとり、譲り合ってご利用ください。 



 

・スタジオプログラムは３０分枠の定員１５名、先着順となります。１日１回のみと参加制限を

設けさせて頂きます。詳細は同封のタイムテーブルにてご確認ください。声を出さない、接触

しないようにお気を付けください。（なお、７月からはＷＥＢでの事前予約とさせて頂きます。

スマートフォンやタブレットをお持ちの方はメール登録が必要となります。詳細につきまし

ては館内、ホームページにて後日改めてご案内させて頂きます。） 

・スタッフには出勤時の検温と体調チェック、マスク着用を義務付けます。 

・館内の換気体制の強化、消毒の徹底をしていきます。 

 

※グループ施設の湯あそびひろば６・３の湯は８月末で閉店させて頂き

ます。それに伴い正会員、ＤＡＹ会員、家族会員の皆様は特典なしの会

員種別にそれぞれ自動的に変更させて頂きます。９月からご希望の会員

種別がございましたら８月１５日までにフロントへお申し出ください。 
 
※ナイト会員の募集は終了とさせて頂きます。 
 

【各種受付業務について】 TEL 0563-57-8063 
６月度の休会復帰、コース変更など各種届出についてお電話での手続きを下記の時間にて受付

させて頂きます。また、復帰を迷われている方は営業再開後にフロントまでご相談ください。 

ホームページからのお問合せメールでも受付可能です。（４月度、５月度に休会届を提出されて

いない方は利用継続のご対応をさせて頂いておりますので、ご連絡の必要はございません。） 

臨時受付 ５月２９日（金）・３０日（土）１２:００～１９:００ 
 

※前回の月会費のご返金は株式会社豊和 カ）ホウワ の名義でお振込みさせて頂いて 

おりますので、ご確認ください。 

※家族会員様には代表者に郵送させて頂いております。ご家族の方にもお伝えいただき 

ますよう宜しくお願い致します。 

ＱＲコード 

営業に関する情報などはホームページにて随時更新しております。お手数を 

おかけしますが、ご確認を宜しくお願い致します。ホームページはこちらから⇒ 

https://www.pal-sports.com 

パルスポーツクラブ６・３支配人 杉浦 崇雄 

https://www.pal-sports.com/


会員各位                       ２０２０年５月１日 

 

臨時休館延長のお知らせ 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

緊急事態宣言の延長示唆を受け施設臨時休館を延長させて頂きます。 

 

休館期間 ４月１２日（日）～５月３１日（日） 

６月２日（火）より営業再開予定 
今後の状況を鑑みながら、慎重に検討し再開日が変更になる場合がございます。 

「湯あそびひろば６・３の湯」「癒しの里小京都の湯」も臨時休館となります。 

【月会費について】 
５月度は全会員様を休会扱いとさせて頂きます。（￥１，１００） 

※休会料は、施設維持管理としてご協力をお願い致します。 

休会料（￥１，１００）を差し引いて振込にてご返金させて頂きます。 

年間一括支払いの方は、終了月を変更で対応させて頂きます。 

【各種受付業務について】 TEL 0563-57-8063 
６月度の休会、５月末の退会等の各種届出は５月１３日（水）までにご連絡をお願い

致します。今回は特別対応と致しましてお電話のみでお手続きさせて頂きます。 

５月 ７日（木）～１０日（日） 
１２日（火）～１３日（水） １２:００～１９:００ 

 

営業に関する情報はホームページにて随時更新しております。 

お手数をおかけしますが、ご確認を宜しくお願い致します。 

 https://www.pal-sports.com    ホームページはこちらから ⇒ 

 

パルスポーツクラブ６・３支配人 杉浦 崇雄 

https://www.pal-sports.com/


会員各位                       ２０２０年４月１１日 

愛知県の緊急事態宣言に伴う臨時休館のお知らせ 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

世間的に行動制限が掛かる中でも、生活習慣の維持や運動不足の解消にも繋がるとの

思いから、一部利用制限をかけながら消毒や換気など対策を強化して営業を続けてお

りましたが、今回の緊急事態宣言の発出を受け、施設を臨時休館とさせていただくこ

ととなりました。急な変更となり皆様にご迷惑お掛けしますことをお詫び申し上げま

す。お客様及び従業員の健康と安全確保を最優先し、４月１２日（日）より営業自粛

とさせていただきます。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

※ 家族会員様には代表者に郵送させて頂いております。 

ご家族の方にもお伝えいただきますよう宜しくお願い致します。 

休館期間 ４月１２日（日）～５月６日（水） 
今後の状況を鑑みながら、慎重に検討し再開日が変更になる場合がございます。 

「湯あそびひろば６・３の湯」「癒しの里小京都の湯」も臨時休館となります。 

【月会費について】 
４月度は全会員様を休会扱いとさせて頂きます。 

休会料（￥１，１００）を差し引いて振込でご返金させて頂きます。 

※ 状況に応じた対応をしておりましたが、この内容に統一させて頂きます。 

（年間一括支払いの方を除く） 

【各種受付業務について】 TEL 0563-57-8063 
５月度の休会、４月末の退会等の各種届出は４月１５日（水）までにご連絡をお願い

致します。今回は特別対応と致しましてお電話のみでお手続きさせて頂きます。 

４月１２日(日)・１４日(火)・１５日(水) １０:００～１９:００ 
 

営業に関する情報はホームページにて随時更新しております。 

お手数をおかけしますが、ご確認を宜しくお願い致します。 

 https://www.pal-sports.com    ホームページはこちらから ⇒ 

 

パルスポーツクラブ６・３支配人 杉浦 崇雄 

https://www.pal-sports.com/


臨時休館についてのご案内 
日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

この度の緊急事態宣言、および新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、豊和グルー

プ全施設を臨時休館と致します。 

会員の皆様にはご不便をお掛けしますが、弊社といたしましても新型コロナウイルス感染

拡大防止に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。何卒ご理解とご協力のほど宜しく

お願い致します。 

記 

期間：４月１２日（日）～ ５月６日（水） 

パルスポーツクラブ６・３ ／ ６・３の湯 ／ 小京都の湯 

※ 期間は変更となる場合がございます。 

月会費に関して： 

・４月度は全会員様を休会扱いとさせて頂きます。休会料を差し引いて 

振込でご返金させて頂きます。休会料は１,１００円です。 

・５月度を休会希望の方は４月１５日（水）までにご連絡ください。 

・４月末退会を希望される方は４月１５日（水）までにご連絡ください。 

  休会料を差し引いて振込でご返金させて頂きます。 

電話受付期間：４月１２日（日）・１４日（火）・１５日（水） 

       １０：００～１９：００ 

パルスポーツクラブ６・３ （０５６３－５７－８０６３） 

※なお、今後の状況で営業に変更がある場合はホームページにてご案内させて 

いただきます。お手数をおかけしますが、ご確認を宜しくお願い致します。 

令和 2 年４月１０日 

株式会社豊和 パルスポーツクラブ６・３                                



新型コロナウイルスに対する対応について 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

この度、新型コロナウイルス対策として日本フィットネス産業協会からのガイドラインに

基づいて営業内容を一部制限させていただいております。今回は感染拡大防止をより強化

させていただきます。また、スタジオプログラム縮小を４月末まで延長します。会員様に

はご不便をお掛けしておりますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。 

なお、皆様に安心してご利用いただけるようアルコール除菌や消毒の強化、定期的な換気

など安全な施設管理に努め、スタッフには検温やマスク着用を徹底させていただきながら、

営業を続けてまいります。ご利用される皆様方にも体調管理に十分ご留意頂くと共に、体

調不良時または咳や発熱等の症状が見られたときには施設のご利用をお控え頂きますよう

お願い申し上げます。ご自宅で検温をしていただくこと、できる限りマスクの着用など周

りの方へのご配慮も合わせてお願い申し上げます。 

記 

期間：４月９日（木）～ ４月３０日（木） 

・スタジオプログラムの縮小 

  通常レッスン数の約半分で人数制限や一日の参加制限を設けます。 

・アスレチックジムの制限 

  隣同士での使用を避けて、間隔を空けて使用して頂きます。 

・プールの制限（プログラムは留意しながら開催継続） 

他の方との距離を保ちながらご利用して頂きます。 

ジャグジーでの長時間の会話などはご遠慮ください。 

・ラウンジ、リラグゼーション、ナイロンタオル利用中止 

※なお、今後状況に応じて営業体制に変更がある場合は、ホームページ上でご案内 

させていただきますので、随時ご覧いただきますようお願いいたします。 

令和 2 年４月９日                                       

株式会社豊和 



届出に関する特別対応のお知らせ条件変更 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

当クラブでは退会・休会・コース変更をする場合には届出が必要となります。 

休会システムについては病気、怪我、介護、出張、または自己都合などいかなる理由でも休

会が可能です。休会される場合は届出締日までにお手続きしてください。 

休会料として１ヶ月￥１，０００（税別）をお支払いいただきます。なお、復帰される場合

は前月締日までに休会復帰届が必要となります。 

会員規約の第１６条に記載されておりますので、下記をご確認ください。 

 

第１６条 （退会・休会） 

会員が退会・休会をする場合は、書面による手続きを毎月１５日（１５日が休館日の場合は、

前営業日となる）までに完了しなければならない（但し、都合により変更となる場合がある）。

原則として口頭による退会・休会の申し出は受け付けない。期限を過ぎた場合は翌月の退会・

休会となる。 

１．月会費その他未納金がある場合はこれを完納し、退会するものとする。 

２．休会の場合は休会料が発生する。 

 

しかしながら、今回は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて届出について一部特別対

応をさせて頂きます。４月度休会を希望される方は届出締日を過ぎていますが、４月１５日

（水）までは受け付けいたします。ただし、４月度のご利用が一度もない場合に限らせて頂

きます。今回はお電話でもお手続きさせて頂きます。 

⇒ 西尾市内に感染者が発生した為、条件を変更させて頂きます。 

４月７日（火）以降ご利用がない方は対応いたします。 

 

受付期間 令和２年４月１５日（水）まで 

受付方法 パルスポーツクラブ６・３ フロントまでお申し出ください 

０５６３－５７－８０６３ 

（受付時間 火～土 10:00～22:00 日 10:00～19:00） 

 

※ すでに引き落としされている４月分の会費につきましては、休会料と復帰月に充当させ

ていただきます。なお、退会される場合には休会料を差し引いてご返金させて頂きます。 

※ ４月１６日（木）以降は通常通りのご対応となりますのでご了承ください。 

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にフロントまでお問い合わせください。 

 

コロナウイルス対策の為、ラウンジ、リラグゼーション、ナイロンタオルのご利用を中止さ

せて頂きます。ご理解とご協力を宜しくお願い致します。 

 

令和２年４月７日 

パルスポーツクラブ６・３ 支配人 杉浦 崇雄 



届出に関する特別対応のお知らせ 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

当クラブでは退会・休会・コース変更をする場合には届出が必要となります。 

休会システムについては病気、怪我、介護、出張、または自己都合などいかなる理由でも休

会が可能です。休会される場合は届出締日までにお手続きしてください。 

休会料として１ヶ月￥１，０００（税別）をお支払いいただきます。なお、復帰される場合

は前月締日までに休会復帰届が必要となります。 

会員規約の第１６条に記載されておりますので、下記をご確認ください。 

 

第１６条 （退会・休会） 

会員が退会・休会をする場合は、書面による手続きを毎月１５日（１５日が休館日の場合は、

前営業日となる）までに完了しなければならない（但し、都合により変更となる場合がある）。

原則として口頭による退会・休会の申し出は受け付けない。期限を過ぎた場合は翌月の退会・

休会となる。 

１．月会費その他未納金がある場合はこれを完納し、退会するものとする。 

２．休会の場合は休会料が発生する。 

 

 

しかしながら、今回は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて届出について一部特別対

応をさせて頂きます。４月度休会を希望される方は届出締日を過ぎていますが、４月１５日

（水）までは受け付けいたします。ただし、４月度のご利用が一度もない場合に限らせて頂

きます。今回はお電話でもお手続きさせて頂きます。 

 

受付期間 令和２年４月１５日（水）まで 

受付方法 パルスポーツクラブ６・３ フロントまでお申し出ください 

０５６３－５７－８０６３ 

（受付時間 火～土 10:00～22:00 日 10:00～19:00） 

 

※ すでに引き落としされている４月分の会費につきましては、休会料と復帰月に充当させ

ていただきます。なお、退会される場合には休会料を差し引いてご返金させて頂きます。 

※ ４月１６日（木）以降は通常通りのご対応となりますのでご了承ください。 

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にフロントまでお問い合わせください。 

 

令和２年４月１日 

パルスポーツクラブ６・３ 支配人 杉浦 崇雄 



新型コロナウイルスに対する対応について 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

 

この度、新型コロナウイルス対策として日本フィットネス産業協会からのガイドラインに

基づいて引き続き営業内容を一部制限させていただいております。又感染拡大防止のため

スタジオプログラム縮小の期間を再延長させていただきます。会員様にはご不便をお掛け

しておりますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

なお、皆様に安心してご利用いただけるようアルコール除菌・消毒の強化など安全な施設

管理に努め、引き続き営業を続けてまいります。ご利用される皆様方にも体調管理に十分

ご留意頂くと共に、体調不良時または咳や発熱等の症状が見られたときには施設のご利用

をお控え頂きますようお願い申し上げます。 

 

記 

期間：３月３１日（火）～ ４月１２日（日） 
 

・スタジオプログラムの縮小 

  通常レッスン数の約半分で人数制限や一日の参加制限を設けます。 

詳しくは館内掲示またはホームページでご確認ください。 

・アスレチックジムの制限 

  隣同士での使用を避けて、間隔を空けて使用して頂きます。 

・プールは通常通り 
 

※なお、今後状況に応じて営業体制に変更がある場合は、ホームページ上でご案内 

させていただきますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたします。 

 

令和 2 年３月２５日                                       

株式会社豊和 



新型コロナウイルスに対する対応について 
 

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

 

この度、新型コロナウイルス対策として日本フィットネス産業協会からのガイドラインに

基づいて引き続き営業内容を一部制限させていただきます。又感染拡大防止のためスタジ

オプログラム縮小の期間を延長させて頂きます。会員様にはご不便をお掛けしております

が、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

なお、皆様に安心してご利用頂けるようアルコール除菌・消毒の強化など安全な施設管理

に努め、引き続き営業を続けてまいります。ご利用される皆様方にも体調管理に十分ご留

意頂くと共に、体調不良時または咳や発熱等の症状が見られたときには施設のご利用をお

控え頂きますようお願い申し上げます。 

 

記 

期間：３月 17 日（火）～29 日（日） 

・スタジオプログラムの縮小  

  通常レッスン数の約半分で人数制限や一日の参加制限を設けます。 

詳しくは館内掲示またはホームページでご確認ください。 

・アスレチックジムの制限 

  隣同士での使用を避けて、間隔を空けて使用して頂きます。 

・プールは通常通り 

・特別休会制度 

  特別休会の受付は 3 月 15 日（日）で終了と致します。 

※なお、今後状況に応じて営業体制に変更がある場合は、ホームページ上でご案内

させていただきますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたします。 

 

令和 2 年３月 14 日                                       

株式会社豊和 



会員各位 

  

新型コロナウイルスに対する対応について 

  

日頃よりパルスポーツクラブ６・３をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染による、政府要請の措置に伴う当クラブの対応といたしまし

ては、施設のアルコール除菌・消毒の強化など安全な施設管理に努め、引き続き営業を続

けてまいります。 

今回の状況を踏まえまして、下記の営業体制・特別措置を取らせていただきます。 

  

記 

  

・通常通りの営業 

  ただし今後の感染拡大の状況から、営業内容に変更が生じる場合がございます。 

・特別休会制度 

  3 月度の休会を「無料」でお受けいたしますので、ご希望の方はフロントへお問い合わせ

ください。 

  また届出の提出期限は過ぎておりますが、本件に関連した理由の休会につきましては、

上記の特別休会として取り扱わせていただきます。 

 なお、今後状況に応じて営業体制に変更がある場合は、ホームページ上でご案内させて

いただきますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたします。 

  

令和 2 年２月 28 日 

株式会社豊和 



お客様各位 

  

新型コロナウイルスに対する対応について 

  

日頃よりパルスポーツクラブ 6・3 をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  

この度の新型コロナウイルスによる感染症により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

 パルスポーツクラブ 6・3 では、新型コロナウイルスの対応につきましては、行政機関等の

情報を収集し、指導があった場合には速やかに対策をしてまいります。  

つきましては、お客様の安全と健康を考慮し、マスク着用での対応をさせて頂く場合もござ

いますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

また、会員様におかれましては、日頃以上に検温等、体調管理にご配慮いただき、万が一

体調が優れない場合には、施設のご利用をお控えいただくなど、ご協力をお願い致しま

す。 

何卒、ご理解の程、よろしくお願い致します。 

令和 2 年２月 

株式会社豊和 

 


