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エリア 都道府県 クラブ名 夏季休館日 クラブページＵＲＬ

北海道 北海道 セントラルフィットネスクラブ恵み野 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/megumino/index.html

北海道 北海道 セントラルウェルネスクラブ琴似 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/kotoni/index.html

北海道 北海道 アメリカンシェイプサーキット琴似店 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/asc_kotoni/index.html

北海道 北海道 セントラルウェルネスクラブ札幌 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/sapporo/index.html

北海道 北海道 ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/kg-yamahana/index.html

東北 青森県 セントラルフィットネスクラブ八戸 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/hachinohe/index.html

東北 青森県 セントラルフィットネスクラブ弘前 8月12日（日）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/hirosaki/index.html

東北 岩手県 セントラルフィットネスクラブ盛岡 8月13日（月）～20日（月） https://www.central.co.jp/club/morioka/index.html

東北 岩手県 ジムセントラル24盛岡 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-morioka/index.html

東北 宮城県 セントラルフィットネスクラブ仙台 8月8日（水）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/sendai/index.html

東北 宮城県 セントラルウェルネスクラブ北仙台 8月12日（日）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/kitasendai/index.html

東北 宮城県 セントラルフィットネスクラブ仙台泉中央 8月9日（木）～12日（日） https://www.central.co.jp/club/izumi/index.html

東北 宮城県 セントラルウェルネスクラブ仙台南小泉 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/minamikoizumi/index.html

東北 秋田県 セントラルフィットネスクラブ秋田広面 8月14日（火）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/akita/index.html

東北 秋田県 セントラルスポーツクラブ秋田土崎 8月11日（土）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/tsuchizaki/index.html

東北 秋田県 セントラルスポーツクラブ横手 8月12日（日）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yokote/index.html

東北 山形県 セントラルフィットネスクラブ東根 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/higashine/index.html

東北 福島県 セントラルウェルネスクラブ福島 8月13日（月）～16日（木）  https://www.central.co.jp/club/fukushima/index.html

東北 セントラルフィットネスクラブ郡山 8月10日（金）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/koriyama/index.html

関東 茨城県 セントラルフィットネスクラブ日立 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/hitachi/index.html

栃木県 セントラルスポーツクラブ南宇都宮 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/minamiutsunomiya/index.html

東北 栃木県 セントラルスポーツクラブ宇都宮 8月10日（金）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/utsunomiya-s/index.html

東北 栃木県 セントラルフィットネスクラブ宇都宮 8月14日（火）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/utsunomiya-f/index.html

東北 栃木県 セントラルスポーツクラブ佐野 8月13日（月）～16日（木）  https://www.central.co.jp/club/sano/index.html

東北 群馬県 セントラルウェルネスクラブ高崎 8月7日（火）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/takasaki/index.html

東北 群馬県 セントラルウェルネスクラブ前橋 8月16日（木）～20日（月） https://www.central.co.jp/club/maebashi/index.html

関東 埼玉県 セントラルスポーツ ジムスタ イオンモール川口前川 8月16日（木）～18日（土） https://www.central.co.jp/club/w_kawaguchi/index.html

東北 埼玉県 セントラルスイムクラブ川越 8月15日（水）～21日（火） https://www.central.co.jp/club/kawagoe/index.html

東北 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ桶川北本 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/kitamoto/index.html

東北 埼玉県 セントラルウェルネスクラブ越谷 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/w_koshigaya/index.html

東北 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 8月10日（金）～12日（日） https://www.central.co.jp/club/koshigaya_lt/index.html

スタジオ ヨガピス 越谷レイクタウン 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_koshigaya/index.html

セントラルウェルネスクラブ大宮宮原 8月7日（火）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/omiyamiyahara/index.html

セントラルスポーツクラブ岩槻 8月14日（火）～18日（土） https://www.central.co.jp/club/iwatsuki/index.html
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関東 埼玉県 パレスセントラルフィットネスクラブ(大宮) 8月3日（金）～6日（月） https://www.central.co.jp/club/palace-omiya/index.html

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 https://www.central.co.jp/club/rafre-saitama/index.html

埼玉県 セントラルウェルネスクラブ志木 8月10日（金）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/shiki/index.html

セントラルスポーツジム 24h志木 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-shiki/index.html

セントラルフィットネスクラブ新三郷 8月16日（木）～18日（土） https://www.central.co.jp/club/misato/index.html

関東 埼玉県 セントラルフィットネスクラブ小手指 8月22日（水）～25日（土） https://www.central.co.jp/club/cf-kotesashi/index.html

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 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/gs-higashiomiya/index.html

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ我孫子 8月7日（火）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/w_abiko/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ市川 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/ichikawa/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ本八幡 8月7日（火）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/cf-motoyawata/index.html

関東 千葉県 スタジオ ヨガピス本八幡 8月7日（火）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_motoyawata/index.html

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） 7月29日（日）～31日（火）、8月8日（水）～14日（火）、8月29日（水）～31日（金） https://www.central.co.jp/club/kenkyujo/index.html

関東 千葉県 曽谷セントラルスイムクラブ 7月29日（日）～31日（火）、8月8日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/soya/index.html

関東 千葉県 クリーンスパ市川 7月4日（水）、18日（水）､8月15日（水）、29日（水） https://www.central.co.jp/club/p-ichikawashi/index.html

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ新浦安 8月20日（月）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/shinurayasu/index.html

関東 千葉県 アメリカンシェイプサーキット新浦安 8月20日（月）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/asc_shinurayasu/index.html

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ柏 リニューアル工事により変更の可能性有 https://www.central.co.jp/club/kashiwa/index.html

関東 千葉県 アメリカンシェイプサーキット柏店 リニューアル工事により変更の可能性有 https://www.central.co.jp/club/asc_kashiwa/index.html

関東 千葉県 セントラルスポーツクラブ館山 8月6日（月）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/tateyama/index.html

関東 千葉県 セントラルスイムクラブ千葉 8月8日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/chiba-s/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 8月12日（日）～14日（火） https://www.central.co.jp/club/inagekaigan/index.html

関東 千葉県 スタジオ ヨガピス 稲毛海岸 8月11日（土）～14日（火） https://www.central.co.jp/club/yogapis_inagekaigan/index.html

関東 千葉県 セントラルウェルネスクラブ長沼 8月19日（日）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/naganuma/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ千葉 8月15日（水）～18日（土） https://www.central.co.jp/club/chiba-f/index.html

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 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/portsquare/index.html

セントラルウェルネスクラブおおたかの森 8月10日（金）～12日（日） https://www.central.co.jp/club/ootakanomori/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ流山 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/nagareyama/index.html

関東 千葉県 千葉県国際総合水泳場 8月20日（月） https://www.central.co.jp/club/tibakoku/index.html

関東 千葉県 セントラルスポーツクラブ津田沼 7月30日（月）～31日（火）、8月13日（月）～15日（水）、31日（金） https://www.central.co.jp/club/tsudanuma/index.html

ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸 8月13日（月）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/nissay-matsudo/index.html

関東 千葉県 セントラルフィットネスクラブ八千代台 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/yachiyodai/index.html

八千代市総合生涯学習プラザ 毎週火曜日のみ https://www.central.co.jp/club/p-yachiyo/index.html

関東 東京都 ジムセントラル24神田 休館日なし（※8月11日（土）～16日（水）までスタッフ対応時間短縮） https://www.central.co.jp/club/gc24-kanda/index.html

セントラルスポーツ ジムスタ飯田橋サクラテラス 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/cf-iidabashi/index.html
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関東 東京都 セントラルスポーツ ジム24h平井 休館日なし https://www.central.co.jp/club/csg24-hirai/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ葛西 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/cw-kasai/index.html

関東 スタジオ ヨガピス 西葛西 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_nishikasai/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ竹の塚 8月19日（日）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/takenotsuka/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ西新井 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/w_nishiarai/index.html

関東 東京都 アメリカンシェイプサーキット西新井店 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/asc_nishiarai/index.html

関東 東京都 THE SPA 西新井 休館日なし https://www.central.co.jp/thespa/nishiarai/

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ南千住 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/minamisenjyu/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブときわ台 8月10日（金）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/tokiwadai/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ西台 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/nishidai/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ大森 8月19日（日）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/omori/index.html

関東 東京都 スタジオ ヨガピス 大森 8月19日（日）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/yogapis_omori/index.html

関東 東京都 ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田 8月13日（月）～17日（金）、8月31日（金） https://www.central.co.jp/club/lavie-kamata/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ青砥 8月16日（木）～18日（土） https://www.central.co.jp/club/aoto/index.html

関東 東京都 ジムセントラル24青砥 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-aoto/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ亀有 8月12日（日）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/kameari/index.html

関東 セントラルスポーツ ジム24h亀有 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-kameari/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ京成小岩 8月6日（月）～8日（水） https://www.central.co.jp/club/cw-keiseikoiwa/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ東十条 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/higashijujo/index.html

関東 セントラルスポーツ ジム24h中延 休館日なし https://www.central.co.jp/club/csg24-nakanobu/index.html

関東 ジムセントラル24五反田 休館日なし（※8月11日（土）～15日（水）までスタッフ対応時間短縮） https://www.central.co.jp/club/gc24-gotanda/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ天王洲 8月8日（水）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/tennozu/index.html

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 毎週水曜日のみ https://www.central.co.jp/club/toa-asagaya/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ下北沢 8月8日（水）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/shimokitazawa/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ成城 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/seijo/index.html

関東 東京都 THE SPA 成城 休館日なし https://www.central.co.jp/thespa/seijo/

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ用賀 休館日なし https://www.central.co.jp/club/yoga/index.html

スタジオ ヨガピス 上馬 8月11日（土）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yogapis_kamiuma/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ上池袋 8月5日（日）～8日（水） https://www.central.co.jp/club/w_kamiikebukuro/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ保谷（旧南大泉店） 8月13日（月）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/minamioizumi/index.html

The Premier Club （ザ プリミアクラブ） 8月12日（日）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/premier/index.html

関東 東京都 セントラルスポーツ ジム24h中目黒 休館日なし https://www.central.co.jp/club/csg24-nakameguro/index.html

関東 東京都 セントラルスポーツ ジム24h祐天寺 休館日なし https://www.central.co.jp/club/csg24-yutenji/index.html

セントラルフィットネスクラブ南青山 休館日なし https://www.central.co.jp/club/minamiaoyama/index.html

セントラルフィットネスクラブ自由が丘 休館日なし https://www.central.co.jp/club/jiyugaoka/index.html

Page 3 / 6



最終更新日　2018/7/13

2018年夏季休館日一覧

※情報は2018年7月13日 時点のものです。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 夏季休館日 クラブページＵＲＬ

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ目黒 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/meguro/index.html

関東 東京都 東青梅セントラルスポーツクラブ 8月9日（木）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/higashiome/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ西東京 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/nishitokyo/index.html

関東 東京都 セントラルウェルネスクラブ清瀬 8月6日（月）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/kiyose/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ八王子 8月6日（月）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/hachioji/index.html

関東 東京都 スタジオ ヨガピス 八王子 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_hachioji/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ府中 8月2日（木）～5日（日） https://www.central.co.jp/club/fuchu/index.html

関東 東京都 セントラルフィットネスクラブ福生 8月3日（金）～5日（日） https://www.central.co.jp/club/fussa/index.html

東京都 セントラルウェルネスクラブ成瀬 8月19日（日）～22日（水） https://www.central.co.jp/club/w-naruse/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ新川崎 8月13日（月）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/shinkawasaki/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 8月1日（水）～4日（土） https://www.central.co.jp/club/mizonokuchi/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ武蔵小杉 8月20日（月）～23日（木） https://www.central.co.jp/club/musashikosugi/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ湘南平塚 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/hiratsuka/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ湘南LT 8月7日（火）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/shonanlt/index.html

関東 神奈川県 セントラルスイムクラブ湘南台 8月8日（水）～14日（火）、8月29日（水）～31日（金） https://www.central.co.jp/club/cs-shonandai/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ藤沢 8月1日（水）～4日（土） https://www.central.co.jp/club/fujisawa/index.html

関東 セントラルフィットネスクラブセンター南 8月5日（日）～8日（水） https://www.central.co.jp/club/centerminami/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾 8月1日（水）～4日（土） https://www.central.co.jp/club/ichigao/index.html

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） 8月8日（水）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/w_ookurayama/index.html

関東 ジムセントラル24妙蓮寺 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-myorenji/index.html

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブ慶應日吉 8月3日（金）～6日（月） https://www.central.co.jp/club/cw-hiyoshi/index.html

関東 神奈川県 セントラルスポーツクラブ戸塚 8月22日（水）～26日（日） https://www.central.co.jp/club/totsuka/index.html

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 8月13日（月）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/w_nagatsuta/index.html

関東 神奈川県 セントラルウェルネスクラブ能見台 8月22日（水）～25日（土） https://www.central.co.jp/club/noukendai/index.html

セントラルフィットネスクラブ二俣川 8月4日（土）～7日（火） https://www.central.co.jp/club/futamatagawa/index.html

関東 神奈川県 セントラルスポーツクラブ東戸塚 8月8日（水）～14日（火）、8月29日（水）～31日（金） https://www.central.co.jp/club/higashitotsuka-s/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ東戸塚駅前 8月8日（水）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/higashitotsuka-f/index.html

関東 神奈川県 セントラルスイムクラブ本郷台 8月10日（金）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/hongodai/index.html

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） 8月11日（土）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yokohama/index.html

関東 神奈川県 セントラルスポーツ ジムスタ 伊勢原駅前 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/gs_isehara/index.html

関東 神奈川県 セントラルフィットネスクラブ緑園都市 8月12日（日）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/ryokuentoshi/index.html

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） 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/next21/index.html

甲信越・北陸 石川県 セントラルフィットネスクラブ金沢 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/kanazawa/index.html

石川県 セントラルフィットネスクラブ野々市 8月12日（日）～14日（火） https://www.central.co.jp/club/nonoichi/index.html
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甲信越・北陸 長野県 セントラルフィットネスクラブ松本 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/matsumoto/index.html

東海 岐阜県 セントラルフィットネスクラブ岐阜 8月11日（土）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/gifu/index.html

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ岡崎 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/meitetsu-okazaki/index.html

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ千種 8月17日（金）～19日（日） https://www.central.co.jp/club/chikusa/index.html

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ大曽根 8月14日（火）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/meitetsu-ozone/index.html

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ藤が丘 8月12日（日）～14日（火） https://www.central.co.jp/club/fujigaoka/index.html

東海 愛知県 セントラルフィットネスクラブ一社 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/issha/index.html

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブ小牧 8月14日（火）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/meitetsu-komaki/index.html

東海 愛知県 名鉄セントラルフィットネスクラブいなす 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/meitetsu-inasu/index.html

東海 愛知県 セントラルスポーツ ジムスタ24 本山 8月13日（月）22:00～17日（金）9:30まで https://www.central.co.jp/club/gs-motoyama/

近畿 京都府 セントラルフィットネスクラブ太秦 8月10日（金）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/uzumasa/index.html

近畿 大阪府 セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前 8月13日（月）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/shinosaka/index.html

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ都島 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/miyakojima/index.html

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ蒲生 8月5日（日）～7日（火） https://www.central.co.jp/club/gamo/index.html

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ平野 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/hirano/index.html

近畿 大阪府 スタジオ ヨガピス 平野 8月13日（月）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_hirano/index.html

近畿 大阪府 みなとセントラルスイミングスクール 8月7日（火）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/minato/index.html

近畿 大阪府 セントラルウェルネスクラブ住ノ江 8月9日（木）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/suminoe/index.html

近畿 大阪府 アメリカンシェイプサーキット住ノ江 8月9日（木）～13日（月） https://www.central.co.jp/club/asc_suminoe/index.html

近畿 大阪府 セントラルスポーツクラブ四条畷 8月11日（土）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/shijonawate/index.html

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 8月12日（日）～14日（火） https://www.central.co.jp/club/gatetower/index.html

近畿 大阪府 セントラルスポーツ カルチャーセンター 8月11日（土）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/culturecenter/index.html

大阪府 セントラルスポーツ ジムスタ24 泉大津 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/gs-izumiotsu/

近畿 兵庫県 セントラルウェルネスクラブ六甲道 8月13日（月）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/rokkomichi/index.html

近畿 兵庫県 スタジオ ヨガピス 六甲道 8月8日（水）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yogapis/index.html

近畿 兵庫県 スタジオ ヨガピス 灘 8月8日（水）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yogapis_nada/index.html

近畿 兵庫県 セントラルフィットネスクラブ芦屋 8月9日（木）～11日（土） https://www.central.co.jp/club/ashiya/index.html

セントラルウェルネスクラブあまがさき 8月7日（火）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/w_amagasaki/index.html

近畿 兵庫県 セントラルスポーツ ジムスタ ＪＲ塚口 8月14日（火）～16日（木） https://www.central.co.jp/club/cf-tsukaguchi/index.html

近畿 兵庫県 スタジオ ヨガピス ＪＲ塚口 8月12日（日）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/w_amagasaki/index.html

中国・九州 広島県 セントラルフィットネスクラブ福山 8月8日（水）～10日（金） https://www.central.co.jp/club/fukuyama/index.html

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） 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/alpark/index.html

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 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/solaria/index.html

中国・九州 福岡県 スタジオ ヨガピス 渡辺通り 8月11日（土）～15日（水） https://www.central.co.jp/club/yogapis_watanabedori/

スタジオ ヨガピス 赤坂けやき通り 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/yogapis_akasaka/index.html
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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 8月15日（水）～17日（金） https://www.central.co.jp/club/asc_tenjin/index.html

中国・九州 福岡県 セントラルウェルネスクラブ野間大池 8月7日（火）～9日（木） https://www.central.co.jp/club/w_nomaoike/index.html

中国・九州 福岡県 ジムセントラル24警固 休館日なし https://www.central.co.jp/club/gc24-kego/
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