
MIRAfitness における感染拡大予防ガイドライン 

【 ３密の回避 】 

1.換気設備の設置等（「密閉」の回避） 

■イッツモア一宮 SC 店 
①トレーニングジム 
トレーニングエリアが密閉された空間となることを防ぐため、必要十分な換気を徹底する。 
換気設備 2 箇所の常時運転を行う。 
30 分に 1 回以上 5 分程度、出入り口を含めた 2 方向の窓を全開にするなどの方法で換気量
を確保する。 
②更衣室・ロッカールーム 
換気設備各 1 箇所の常時運転、使用時以外のドアの開放を行う。 
③シャワールーム 
換気設備各 1 箇所の常時運転、使用後の扉の開放の徹底を行う。 
 
■甲府上阿原店 
①トレーニングジム 
トレーニングエリアが密閉された空間となることを防ぐため、必要十分な換気を徹底する。 
換気設備 2 箇所の常時運転を行う。 
30 分に 1 回以上 5 分程度、出入り口を全開にして換気量を確保する。 
②更衣室・ロッカールーム 
換気設備各１箇所の常時運転、使用時以外のドア及び男子更衣室の窓の開放を行う。 
③シャワールーム 
換気設備各１箇所の常時運転、使用後の扉の開放の徹底を行う。 
 
■甲府国⺟店 
①トレーニングジム 
トレーニングエリアが密閉された空間となることを防ぐため、必要十分な換気を徹底する。 
換気設備 5 箇所の常時運転を行う。 
30 分に 1 回以上 5 分程度、出入り口を含めた 2 方向の窓を全開にするなどの方法で換気量
を確保する。 
②更衣室・ロッカールーム 
換気設備各１箇所の常時運転、使用時以外のドア及び男子更衣室の窓の開放を行う。 
③シャワールーム 



換気設備各１箇所の常時運転、使用後の扉の開放の徹底を行う。 
 
■MIRAsmash 
①卓球場 
卓球場が密閉された空間となることを防ぐため、必要十分な換気を徹底する。 
換気設備 2 箇所の常時運転を行う。 
30 分に 1 回以上 5 分程度、出入り口を全開にして換気量を確保する。 
②更衣室 
換気設備各１箇所の常時運転、使用時以外のドアの開放を行う。 
③シャワールーム 
換気設備１箇所の常時運転、使用後の扉の開放の徹底を行う。 
 

2.施設内の混雑の緩和（「密集」の回避） 

・入場者の制限により混雑度を管理し最低 1m（マスク着用のない場合は２ｍ） 
の対人距離を確保し、最大入場可能人数を制限する。 
・事前に同時利用可能人数については告知を行い、入場制限を行う。 
■イッツモア一宮 SC 店 
従業員 2 名、利用者 13 名の 15 名とする。 
■甲府上阿原店 
従業員 2 名、利用者名の 9 名の 11 名とする。 
■甲府国⺟店 
従業員 2 名、利用者 13 名の 15 名とする。 
■MIRAsmash 
従業員 2 名、利用者 10 名の 12 名とする。 
卓球教室は開催しない 

3.人と人との距離の確保（「密接」の回避） 

最低１ｍ（マスク着用のない場合は２ｍ）の対人距離を確保する。 
近距離での会話、発声を避ける。 
①受付 
諸届受付には透明ビニールシートを設置する。 
②トレーニングジム 
■イッツモア一宮 SC 店 
 ・同時利用可能最大人数（従業員含む）15 名 
 ・マシンの間隔は１ｍ（マスク着用がない場合は 2ｍ）以上確保する。 



 ・設置場所を移動できないマシンは 1 台おきに使用する等、使用できるマシンを制限す
る。 

 ・マッサージチェアは台の間隔を 2m 以上開けて設置する。 
 ・ストレッチエリア内は同時 2 名までの利用とする。 
★更衣室・ロッカールーム 
 ・男女各同時利用可能人数 4 名  
 ・更衣室のロッカーに鍵をかけるなどして、利用できるロッカーの間隔を 1m 以上確保

し、同時利用を抑制する。 
 ・掲示物により同時利用可能人数の告知を行う。 
 ・ドライヤーは使用不可とする。 
 ・洗面台は 1 台を使用不可とする。 
★シャワールーム 
 シャワールームの利用後の扉、カーテンの開放の義務化。 
    
■甲府上阿原店 
 ・同時利用可能人数（従業員含む）11 名 
 ・マシンの間隔は１ｍ（マスク着用がない場合は 2ｍ）以上確保する。 
 ・設置場所を移動できないマシンは 1 台おきに使用する等、使用できるマシンを制限す

る。 
 ・マッサージチェアは台の間隔を 2m 以上開けて設置する。 
 ・ストレッチエリア内は同時 2 名までの利用とする。 
★更衣室・ロッカールーム 
 ・同時利用可能人数 4 名 

・更衣室のロッカーに鍵をかけるなどして、利用できるロッカーの間隔を 1m 以上確保
し、同時利用を抑制する。 

 ・掲示物により同時利用可能人数の告知を行う。 
 ・ドライヤーは使用不可とする。 
 ・洗面台は 1 台を使用不可とする。 
  
★シャワールーム 
 シャワールームの利用後の扉、カーテンの開放の義務化。 
■甲府国⺟店 
 ・同時利用可能人数（従業員含む）15 名 
 ・マシンの間隔は１ｍ（マスク着用がない場合は 2ｍ）以上確保する。 
 ・設置場所を移動できないマシンは 1 台おきに使用する等、使用できるマシンを制限す

る。 



 ・マッサージチェアは台の間隔を 2m 以上開けて設置する。 
 ・ストレッチエリア内は同時 2 名までの利用とする。 
★更衣室・ロッカールーム 
 ・同時利用可能人数 4 名 
 ・更衣室のロッカーに鍵をかけるなどして、利用できるロッカーの間隔を 1m 以上確保

し、同時利用を抑制する。 
 ・掲示物により同時利用可能人数の告知を行う。 
 ・ドライヤーは使用不可とする。 
 ・洗面台は 1 台を使用不可とする。 
★シャワールーム 
 シャワールームの利用後の扉、カーテンの開放の義務化。 
 
■MIRAsmash 
 ・同時利用可能最大人数（従業員含む）12 名  
 ・マシンの間隔は１ｍ（マスク着用がない場合は 2ｍ）以上確保する。 
 ・卓球台は間隔を２m 以上確保する。 
 ・ダブルスの利用は不可とする。 
★更衣室 
 ・同時利用可能人数 1 名  
 ・換気設備の常時稼働 

・利用後の扉の開放の義務化 
★シャワールーム 
 シャワールームの利用後の扉の開放の義務化。 
 

【 その他の感染防止対策 】 

4.マスクの着用の徹底 

①従業員全員のマスク着用の義務化。 
②来館者へのマスク着用の義務化をし、マスク未着用については入館を断る。 

5.手洗い・手指消毒 

①入口・マシンエリア近辺に次亜塩素酸消毒液を設置し、利用者の手指の消毒を徹底する。 
②従業員は、業務開始時や他者の接触が多い場所に触れた後、清掃後、トイレの利用後など

には必ずこまめに手指を消毒する 
③利用者にはタオルを持参していただき、しっかりと拭くよう指示する。 



6.体調チェック 

①従業員は出勤後に体温チェックを徹底する。 
発熱（平熱より１度以上、もしくは 37.2 度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやの
どの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、出勤を 1 週間停止する。 

②入場者に対して、発熱（平熱より１度以上、もしくは 37.2 度）や軽度であっても風邪症
状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状があれば入場しないようにお断りする
とともに、原則として来館前に検温を行っていただき、検温していない、体調に不安があ
る場合は入口に体温計を設置しその場で検温を行う。 

 

7.トイレの衛生管理 

①不特定多数が接触する場所（便座、スイッチ、洗浄レバー）は、定期的に清拭消毒を行う。 
②便座クリーナー使用を促す。 
③通常のトイレ清掃だけでなく、定期的な確認を行い、必要に応じて、清掃、消毒を行う。 
④トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。 
 

8.休憩スペースのリスク軽減 

休憩スペースの利用を停止する。 
 

9.喫煙スペースの使用制限 

弊社フィットネスクラブには喫煙スペースはございません。 
 

10.清掃・消毒 

①受付・玄関 
 ドアノブ等の定期清掃・消毒を実施 
②トレーニングジム 
  マシン、ストレッチマット、マッサージチェアの清掃・消毒は利用者が使用前後に行い、
従業員は清掃・消毒が確実に行われているかを確認する。 

マシン、ストレッチマット、マッサージチェアなどの複数の人の手が触れる場所の清掃消
毒を従業員が 1 時間に 1 回実施する。 
③更衣室・シャワールーム 
  消毒液を設置し、利用者に消毒を促すと同時に従業員が定期的にロッカー清掃・消毒を実



施する。 
④レンタル品 
 レンタル品は利用者の使用前後に従業員が消毒を行う。 
⑤卓球台 
利用者の使用前後に従業員が消毒を行う。 
 ⑥その他 

 鼻水や唾液などがついたごみはビニール袋に密閉して捨てる。ごみを捨てる場合はマス
クや手袋を着用し、脱いだ後はで手指の消毒をする。 

 

【 施設ごとの注意点等 】 

11. 店舗ごとの注意点 

・各店舗の相互利用の制限 
・無料オリエンテーションは当面行わない。 
・県外往来者の入館制限については、県の「施設における感染拡大予防ガイドラインの作成
基準」に準じて対応する。  
 

12.チェックシート管理 

本ガイドラインに沿ったチェックリストにより、毎日の確認を行い、1 週間ごとに当該リス
トを本部に提出し、本部は県に提出いたします。 


