
最終更新日　2017/12/20

2018年冬季休館日一覧

※情報は2017年12月20日 時点のものとなります。詳しくは各クラブホームページをご覧ください

エリア 都道府県 クラブ名 12/25日以降の休館日 1月の休館日 備考

北海道 北海道 セントラルフィットネスクラブ恵み野 28日、31日 毎週木曜日、4日、11日、18日、25日 1/1～3は特別営業の為、営業時間が異なります。

北海道 北海道 セントラルウェルネスクラブ琴似 27日、31日 3日、10日、17日、24日、31日

北海道 北海道 アメリカンシェイプサーキット琴似店 27日、31日 3日、10日、17日、24日、31日

北海道 北海道 セントラルウェルネスクラブ札幌 28日、31日 4日、11日、18日、25日 1/1～3は特別営業の為、営業時間が異なります。

北海道 北海道 ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻 26日、31日 毎週火曜日、2日、9日、16日、23日、30日

東北 青森県 セントラルフィットネスクラブ八戸 31日 15日・16日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 青森県 セントラルフィットネスクラブ弘前 27日・31日 毎週水曜日 1月1日・1月2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 岩手県 セントラルフィットネスクラブ盛岡 27日・31日 毎週水曜日 1月1日・1月2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 岩手県 ジムセントラル24盛岡 無休 無休 24時間営業

東北 宮城県 セントラルフィットネスクラブ仙台 29日・31日 毎週金曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 宮城県 セントラルウェルネスクラブ北仙台 25日・31日 毎週月曜日、8日・15日・22日・29日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 宮城県 セントラルフィットネスクラブ泉中央 28日・29日・30日・31日 28日

東北 宮城県 セントラルウェルネスクラブ南小泉 27日・31日 毎週水曜日 1月1日～1月2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 秋田県 セントラルフィットネスクラブ秋田 31日 15日・16日・31日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 秋田県 セントラルスポーツクラブ土崎 25日・30日・31日 毎週月曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 秋田県 セントラルスポーツクラブ横手 25日・30日・31日 毎週月曜日、16日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 山形県 セントラルフィットネスクラブ東根 31日 15日・16日・31日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東北 福島県 セントラルウェルネスクラブ福島 25日・31日 8日・15日・22日・29日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。
東北 福島県 セントラルフィットネスクラブ郡山 29日・31日 毎週金曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。
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関東 茨城県 セントラルフィットネスクラブ日立 25日、31日 8日、15日、22日、29日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 栃木県 セントラルスポーツクラブ南宇都宮 30日、31日 8日、15日、22日、29日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 栃木県 セントラルスポーツクラブ宇都宮 30日、31日 1日、2日、3日、毎週日曜日

関東 栃木県 セントラルフィットネスクラブ宇都宮 26日、31日 毎週火曜日 1月1日及び3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 栃木県 セントラルスポーツクラブ佐野 25日30日31日 8日15日22日29日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 群馬県 セントラルウェルネスクラブ高崎 27日、31日 10日、17日、24日、31日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 群馬県 セントラルウェルネスクラブ前橋 25日、31日 毎週月曜日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルスポーツ ジムスタ 川口前川 31日 無 １月1日～3日までは特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルスイムクラブ川越 25日,29日,30日,31日 8日,15日,22日,29日 1月1日～1月7日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ桶川北本 29日、31日 5日、12日、19日、26日 毎週金曜日 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ越谷 27、31日 3日、10日、17日、24日、31日 1月1日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルフィットネスクラブ越谷レイクタウン 29,31日 5日、12日、19日、26日 1月1日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 スタジオ ヨガピス 越谷レイクタウン 29日、30日、31日 1日、2日、3日 －

関東 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ大宮宮原 27,31日 3,10,17,24,31日 1月1日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルスポーツクラブ岩槻 29,30,31日 7,8,9,10日 1月1日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 パレスセントラルフィットネスクラブ(大宮） 29,31日 毎週金曜日、1日 12月30日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルウェルネスクラブラフレさいたま 休館日なし 15日、29日 12月30日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ志木 25日、31日 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルフィットネスクラブ新三郷 28日、31日 4日、11日、18日、25日 1月1日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルフィットネスクラブ小手指 28日・31日 毎週木曜日 １月1日～3日までは特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 埼玉県 セントラルスポーツ ジムスタ ハレノテラス東大宮 28,31日 4日、11日、18日、25日 1月1日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。
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関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ我孫子 27日、31日 毎週水曜日 1月1日・2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ市川 27日、31日 毎週水曜日 12月30日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ本八幡 26日、31日 毎週火曜日、2日 12月30日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 千葉県 スタジオ ヨガピス 本八幡 26日、31日 毎週火曜日、2日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 千葉県 セントラルスイムクラブ南行徳(ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ研究所） 27.28.29.30.31日 1～７日,28～31日、毎週日曜日

関東 千葉県 曽谷セントラルスイムクラブ ２９日～３１日 １日～７日、２９日～３１日

関東 千葉県 クリーンスパ市川 31日 1日、2日、3日、16日、30日

関東 千葉県 セントラルスイムクラブ浦安 27日～31日 1日～7日

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ新浦安 31日 11日・21日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 千葉県 アメリカンシェイプサーキット新浦安店 31日 1日・3日・11日・21日 12月31日～1月3日までは休館となります。

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ柏 31日 15.22.29日 1/1～3までは特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 アメリカンシェイプサーキット柏店 31日 1.2.3.8.15.20.22.29日 1/1～3までは休業となります。

関東 千葉県 セントラルスポーツクラブ館山 30日・31日 8日・15日・22日・29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルスイムクラブ千葉 30日・31日 15日・16日・17日 1月3日～7日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 25日、31日 毎週月曜日、8日、15日、22日、29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 スタジオ ヨガピス 稲毛海岸 25日、29日、３０日、３１日 １日、２日、３日 、８日、１５日、２２日、２９日

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ 長沼 27日・31日 毎週水曜日（3日・10日・17日・24日・31日） 1月1日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ千葉 29日・31日 5日、12日、19日、26日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブポートスクエア 27日・31日 1日 ・毎週水曜日(3日・10日・17日・24日・31日) １月２日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブおおたかの森 29日、31日 毎週金曜日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ流山 25日、31日 15日・22日・29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 千葉県 千葉県国際総合水泳場 28日、29日、30日、31日 1日、2日、3日、4日、15日

関東 千葉県 セントラルスポーツクラブ谷津 30日・31日 8日・16日・24日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 セントラルスポーツクラブ津田沼 30、31日 毎週日曜日1、2、3日、31日

関東 千葉県 ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸 30、31日 毎週月曜日    1日、2日、3日

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ八千代台 27日・31日 週水曜日、3日・10日・17日・24日・31日 1月1日～2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 千葉県 八千代市総合生涯学習プラザ 26日、29日、30日、31日 毎週火曜日、1日、2日、3日
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関東 東京都 ジムセントラル24神田 31日 無 12月29日、30日、1月1日～3日は受付時間が異なります。

関東 東京都 セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋サクラテラス 31日 無 1月1日～3日までは特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ葛西 31日 毎週月曜日（8日 祝日営業） 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ竹の塚 25日、31日 毎週月曜日、8日、15日、22日、29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ西新井 29日、31日 毎週金曜日、5日、12日、19日、26日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 アメリカンシェイプサーキット西新井店 29日、31日 1月1日と毎週金曜日、5日、12日、19日、26日 1月2日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 THE SPA 西新井 なし なし 28日(木)～3日(水)までは祝日料金となります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ南千住 25日、31日 15日・22日・29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブときわ台 25日、31日 11日・15日・22日・29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ西台 31日 毎週金曜日、5日、12日、19日、26日 12月29日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ大森 25日、31日 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 スタジオ ヨガピス 大森 29日、30日、31日 1日、2日、3日、8日、15日、22日、29日

関東 東京都 ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田 29日、30日、31日 1日、2日、15日、31日 1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ 青砥 28日、31日 毎週木曜日(4日・11日・18日・25日) 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 東京都 ジムセントラル24青砥 年中無休 年中無休 年末年始も24時間営業となります。

関東 東京都 リリオセントラルフィットネスクラブ ２５日、３０日、３１日 毎週月曜日

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ京成小岩 25日、31日 15日・22日・29日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ東十条 27日、31日 毎週水曜日（3日・10日・17日・24日・31日） 1/1～2は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ天王洲 28日・31日 毎週木曜日 1月1日～3日までは特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐谷 27日、31日 1日、2日、3日、以降毎週水曜日 4日営業時間 10:00～19:00

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ下北沢 31日 毎週木曜日 1月1日～3日までは特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ成城 29日・31日 毎週金曜日、5日、12日、19日、26日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 THE SPA 成城 無休 無休 12月28日～1月3日までは特定営業日(土日祝日料金)
関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ用賀 26日、31日 毎週火曜日 12/30～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。
関東 東京都 スタジオ ヨガピス 上馬 26日、29日、30日、31日 毎週火曜日

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ上池袋 26日、31日 毎週火曜日 1/1及び1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ南大泉 25日（月）、31日（日） 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 東京都 The Premier Club （ザ プリミアクラブ） 31日（日） 1日（月）7日（日）14日（日）21日（日）28日（日） 1月2日～4日は特別営業、5日より通常営業

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ南青山 31日 毎週月曜日 12月30日～1月3日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ自由が丘 27日、31日 毎週水曜日 12月30日～1月2日は特別営業のため営業時間が異なります。

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ目黒 12/29(金）・12/31（日） 1/5（金）・1/12（金）・1/19（金）・1/26（金）

関東 東京都 東青梅セントラルスポーツクラブ 30日,31日 毎週日曜日（7日、14日、21日、28日） ２日、３日１１：００～１８：００、４日より通常営業

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ西東京 26日、31日 毎週火曜日（２日、９日、１６日、２３日、３０日） ３日１１：００～１８：００、４日より通常営業

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ清瀬 25日（月）、31日（日） 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ八王子 25日（月）、31日（日） 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 東京都 スタジオ ヨガピス 八王子 29日（金）、30日（土）、31日（日） 1日（月）2日（火）3日（水）

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ府中 29日（金）、31日（日） 5日、12日、19日、26日（金） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ福生 27日、31日 毎週水曜日（3日、10日、17日、24日、31日） 2日11：00～18：00、4日より通常営業

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ成瀬 26日、31日 毎週火曜日 12月30日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。
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関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ新川崎 25日（月）、31日（日） 8日、15日、22日、29日（月） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 27日、31日 毎週水曜日 1/1､2特別営業1/3休館日1/4より通常営業

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ武蔵小杉 28日(木)、31日(日) 4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木) 1月1日～3日は特別営業、4日は休館日となり5日から通常営業

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ湘南平塚 27日、31日 毎週水曜日 12月30日～1月2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ湘南LT 31日 毎週火曜日 12月30日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルスイムクラブ湘南台 ２９日・３０日・３１日 １日～８日・３０日・３１日 ５日～８日に短期教室実施

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ藤沢 28日、31日 1月1日～3日・毎週木曜日(11日・18日・25日) 1月4日（木）は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾 27日（水）、31日（日） 3日、10日、17日、24日、31日（水） 1月1日～2日は特別営業、4日より通常営業

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブトレッサ（大倉山） 29日（金）、31日（日） 5日、12日、19日、26日（金） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブ慶應日吉 25日（月）29日（金）30日（土）31日（日） 1日（月）8日（月）15日（月）22日（月）29日（月） 1月2日～3日は特別営業、4日より通常営業

関東 神奈川県 セントラルスポーツクラブ戸塚 28日・30日・31日 毎週木曜日4日11日18日25日 12月29日・1月2日3日は特別営業の為営業時間が異なります

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台 25日、31日 毎週月曜日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブ能見台 25日、31日 毎週月曜日 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ二俣川 26日、31日 毎週火曜日（2日、9日、16日、23日） 12月30日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルスポーツクラブ東戸塚 27日・28日・29日・30日・31日 1日～4日・29日・30日・31日

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ東戸塚 28日、31日 毎週木曜日(4日・11日・18日・25日) 12/30～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルスイムクラブ本郷台 27日・28日・29日・30日・31日 1日～3日・30日

関東 神奈川県 ヨコハマフィットネスプラザ（セントラルスイムクラブ横浜） 29日、30日、31日 1日、2日、30日、31日 1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルスポーツ ジムスタ伊勢原駅前店 31日 未定 1月1日～3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ緑園都市 25日.31日 15日・22日・29日 12/30～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

関東 神奈川県 ジムセントラル24妙蓮寺 無(29日～31日はｽﾀｯﾌ不在。手続き、対応不可） 無(1日はｽﾀｯﾌ不在。手続き、対応不可） 12/29～1/1の4日間はスタッフ不在での利用となります。

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブセンター南 25日（月）31日（日） 8日（月）15日（月）22日（月）29日（月） 1月1日～3日は特別営業、4日より通常営業

甲信越・北陸 新潟県 セントラルフィットネスクラブＮＥＸＴ２１（新潟） ２６日・３１日 １日・毎週火曜日 1月２日、3日は特別営業（時間が異なります）

甲信越・北陸 石川県 セントラルフィットネスクラブ金沢 27日、31日 毎週水曜日 12月30日、1月1日、2日は特別営業（時間が異なります）

甲信越・北陸 石川県 セントラルフィットネスクラブ野々市 25日・31日 1日以外の月曜日 1月1日、２日、3日は特別営業（時間が異なります）

甲信越・北陸 長野県 セントラルフィットネスクラブ松本 29日・31日 毎週金曜日 1月1日、２日、3日は特別営業（時間が異なります）

東海 岐阜県 セントラルフィットネスクラブ岐阜 31日 11日・21日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ岡崎 29日・31日 毎週金曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ千種 29日・31日 毎週金曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ大曽根 28日・31日 毎週木曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ藤が丘 25日・31日 毎週月曜日（1日は、11：00～16：00の特別営業） 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ一社 27日・31日 毎週水曜日、1日 1月2日は11:00～18:00の特別営業

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ小牧 29日・31日 毎週金曜日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブいなす 27日・31日 毎週水曜日、15日～24日 1月1日～1月2日は特別営業の為、営業時間が異なります。

東海 愛知県 セントラルスポーツ ジムスタ24 本山 31日 なし 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。
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近畿 京都府 セントラルフィットネスクラブ太秦 25日、31日 8日、15日、22日、29日 1/1～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 大阪府 セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前 25日、31日 8日、15日、22日、29日 1/1～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ都島 27日、31日 毎週水曜日 1月1日、2日は特別営業のため営業時間が異なります。

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ蒲生 26日、31日 毎週火曜日 1月1日、3日は特別営業のため営業時間が異なります。

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ平野 25日、31日 8日、15日、22日、29日 1/1～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 大阪府 スタジオ ヨガピス 平野 25日、29日、30日、31日 毎週月曜日、1日、2日、3日 -

近畿 大阪府 みなとセントラルスイミングスクール 29日、30日、31日 毎週日曜日、1日、2日、3日、4日、5日 休館日

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ住ノ江 28日、31日 4日、11日、18日、25日 1/1～1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 大阪府 アメリカンシェイプサーキット住ノ江店 28日～31日 1日～4日 -

近畿 大阪府 セントラルスポーツクラブ四条畷 29日、30日、31日 1日、2日、3日、4日、31日

近畿 大阪府 セントラルフィットネスクラブゲートタワー 25日、31日 8日、15日、22日、29日 1月1日 ～ 1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 大阪府 セントラルスポーツ カルチャーセンター 29日、30日、31日 1日、2日、3日、4日、8日、14日、28日

近畿 大阪府 セントラルスポーツ ジムスタ24 泉大津 28日、31日 4日、11日、18日、25日 1月1日～1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 兵庫県 セントラルウェルネスクラブ六甲道 27日、31日 毎週水曜日 1月1日、2日は特別営業のため営業時間が異なります。

近畿 兵庫県 スタジオ ヨガピス 六甲道 27日、29日、30日、31日 毎週水曜日、1日、2日 -

近畿 兵庫県 スタジオ ヨガピス 灘 27日、29日、30日、31日 毎週水曜日、1日、2日 -

近畿 兵庫県 セントラルフィットネスクラブ芦屋 28日、31日 1日、4日、11日、18日、25日 1月2日、3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 兵庫県 セントラルウェルネスクラブ あまがさき 26日、31日 2日、9日、16日、23日、30日 1/1,1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

近畿 兵庫県 セントラルスポーツジムスタＪＲ塚口 26日、31日 1日、2日、9日、16日、23日、30日 1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

中国・九州 広島県 セントラルフィットネスクラブ福山 27日、31日 1日、3日、10日、17日、24日 1月2日のみ特別営業となり、営業時間が異なります。

中国・九州 広島県 セントラルフィットネスクラブアルパーク（広島） 29日、31日 5日、12日、19日、26日 1月1日 ～ 1月3日は特別営業の為、営業時間が異なります。

中国・九州 福岡県 セントラルウェルネスクラブ天神ソラリア 27日、31日 毎週水曜日 1月1日、2日は特別営業のため営業時間が異なります。

中国・九州 福岡県 スタジオ ヨガピス 天神ソラリア 27日、29日、30日、31日 毎週水曜日、1日、2日 -

中国・九州 福岡県 スタジオ ヨガピス 赤坂けやき通り 27日、29日、30日、31日 毎週水曜日、1日、2日 -

中国・九州 福岡県 アメリカンシェイプサーキット天神ソラリア店 27日、31日 毎週水曜日、1日、2日 -

中国・九州 福岡県 セントラルウェルネスクラブ野間大池 26日、31日 2日、9日、16日、23日、30日 1/1,1/3は特別営業の為、営業時間が異なります。

中国・九州 福岡県 スタジオ ヨガピス 渡辺通り 29日、30日、31日 1日、2日、3日、9日、16日、23日、30日

中国・九州 福岡県 ジムセントラル24警固 - - 12月31日、1月1日、毎週水曜日はスタッフ滞在無し
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