
〒279-8501　 浦 安 市 猫 実 一 丁 目 １ 番 １ 号

TEL　 047-712-6818／FAX　047-351-5494

「生涯スポーツ健康都市」

スポーツで輝け！



浦安市生涯スポーツ健康都市宣言

私たち浦安市民は、日ごろからスポーツに親しみ、スポー

ツを楽しみ、豊かなスポーツ文化を育むことで、一人ひと

りが生涯にわたって心身ともに明るく健康であることを願

い、ここに「生涯スポーツ健康都市」を宣言します。

いつでもスポーツ：日ごろからスポーツに親しみ、明

　 るくいきいき暮らしましょう。

たのしくスポーツ：スポーツを気軽に楽しむ場をつく

　 りましょう。

ずーっとスポーツ：スポーツ活動を支えるサポーター

　 を育てましょう。

みんなでスポーツ：スポーツを通して地域と友情の輪

　 を広げましょう。
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浦安市体育施設の概要

○屋内施設○

 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 概要 料金

１．  １月５日～12月28日 メインアリーナ

　バルドラール浦安アリーナ 舞浜2番地27  午前９時～午後９時 サブアリーナ 有料

（運動公園総合体育館） TEL.355-1110  休館日／第１、第３ 武道場２面・弓道場

(駐車場有り６３４台) 水曜日（第１、第３ 卓球室・卓球コーナー

　  水曜日が祝日の場合 トレーニング室

 は開館します） 会議室・多目的室

 年末年始 その他

２．  １月５日～12月28日 武道場２面

　中央武道館 猫実一丁目18番15号  午前９時～午後９時 トレーニング室 有料

TEL.380-2100  休館日／第１、第３ 会議室

(駐車場有り２０台)  月曜日（第１、第３ その他

 月曜日が祝日の場合

 は開館します）

 年末年始

○屋内プール○

 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 概要 料金

３．  １月５日～12月28日 ２５ｍ公認プール

　バルドラール浦安アリーナ 舞浜2番地27  午前９時～午後９時 多目的プール 有料

（運動公園屋内水泳プール） TEL.304-0030  休館日／第１、第３ 健康プール

　（キッズスポーツルーム含む） (駐車場有り６３４台) 水曜日（第１、第３ リハビリプール

 水曜日が祝日の場合 屋外プール

 は開館します） 更衣室等

 年末年始

○屋外施設○

 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 料金

４．

　運動公園テニスコート 舞浜2番地27 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　８面 TEL.350-9829

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り６３４台)

利用期間・利用時間等

４／１～11／30

午前９時～午後９時

　土・日・祝日

午前７時～午後９時
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 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 料金

５．

　中央公園テニスコート 富岡四丁目25番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　６面 TEL.351-9242 ３／１～11／30 12／１～翌年２月末日

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り１８台) 午前９時～午後９時 午前９時～午後７時

　 　

　 　

６．

　高洲テニスコート 高洲二丁目７番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　４面 TEL.350-0485

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り２０台)

７．

　美浜テニスコート 美浜五丁目10番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　２面 (駐車場無し) １年を通して午前９時～午後５時

８．

　美浜運動公園テニスコート 入船五丁目46番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　２面 (駐車場無し) ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

　

　

９．

　舞浜テニスコート 舞浜二丁目１番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　２面 (駐車場無し) ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

　 午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

土・日・祝日 　

午前７時～午後７時 　

利用期間・利用時間等

１年を通して午前９時～午後９時
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 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 料金

10．

　高洲中央公園テニスコート 高洲四丁目１番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・砂入り人工芝　２面 TEL.353-7778 　　　１年を通して午前９時～午後９時

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り６９台)

11．

　高洲南テニスコート 港84番１ １月４日～12月28日まで 有料

　　・ハードコート　２面 (駐車場有り１０台) ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

　 午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

土・日・祝日 　

午前７時～午後７時 　

12．

　KG軟式野球場（中央公園軟式野球場） 富岡四丁目25番 ３月１日～11月30日まで 有料

　　・野球場　１面 TEL.351-9242 １年を通して午前９時～午後９時

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り１８台)

13．

　運動公園野球場 舞浜2番地27 １月４日～12月28日まで 有料

　　・１面（夜間照明設備有り） TEL.350-9829 ４／１～11／30 12／１～翌年３／31

(駐車場有り６３４台) 午前９時～午後９時 午前９時～午後９時

土・日・祝日 　

午前７時～午後９時 　

14．

　運動公園軟式野球場 舞浜2番地27 有料

　　・２面 TEL.350-9829

(駐車場有り６３４台)

（ただし、１２、１、２月は、閉鎖）

４月、９月～11月

午前９時～午後７時（土・日・祝は午前７時～午後７時）

12月～３月

午前９時～午後５時

利用期間・利用時間等

１月４日～12月28日まで

午前９時～午後５時（土・日・祝は午前７時～午後５時）

５月～８月
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 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 利用種目 料金

15．

　今川球技場 今川三丁目12番 ２月１日～12月28日まで 有料

　　・ソフトボール場　２面 (駐車場有り５４台) １年を通して午前９時～午後５時

　

　

　

　

16．

　総合公園球技場 明海七丁目２番 １月４日～12月28日まで 有料

　　・ラグビー兼サッカー場　１面 TEL.353-2867

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り４６台)

17．

　大三角公園少年野球場 舞浜三丁目37番 １月４日～12月28日まで 無料

　　・少年野球場　１面 (駐車場有り約３０台) ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

土・日・祝日 　

午前７時～午後７時 　

18．

　Ｊ:ＣＯＭ浦安少年野球場 高洲四丁目１番 １月４日～12月28日まで 無料

（高洲中央公園少年野球場） TEL.353-7778 ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

　　・少年野球場　１面 (駐車場有り６９台) 午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

　

19．

　美浜運動公園少年野球場 入船五丁目46番 １月４日～12月28日まで 無料

　　・少年野球場　１面 (駐車場無し) ５／１～８／31 ９／１～翌年４／30

午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

土・日・祝日 　

午前７時～午後７時 　

５／１～８／31

　土・日・祝日

午前７時～午後９時

（ただし、１月は、閉鎖）

午前９時～午後９時
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 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 利用種目 料金

20．

　運動公園スポーツコート 舞浜2番地27 １月４日～12月28日まで 有料

　　・人工芝フットサルコート　２面 TEL.350-9829

　　　（夜間照明設備有り） (駐車場有り６３４台)

21．

　ブリオベッカフィールド明海 明海二丁目１番 １月４日～12月28日まで 有料

（明海球技場） TEL.350-8026

　　・人工芝フットサル場　１面 (駐車場有り４５台)

　　・人工芝少年サッカー場　１面

　　（夜間照明設備有り）

22．

　高洲海浜公園パークゴルフ場 高洲九丁目18番 １月４日～12月28日まで（火曜休場） 有料

　　・27ホール TEL.382-0382

(駐車場有り１５２台)

23．

運動公園アーチェリー場 舞浜２番地27 １月４日～12月28日 ・アーチェリー 有料

（夜間照明設備有り） TEL.350-9830 午前９時～午後９時 ・弓道（遠的）

（ブリオベッカ浦安競技場） ４月１日～11月30日

(駐車場有り６３４台) 土・日・祝日

午前７時～午後９時

24．

運動公園スケートボード場 舞浜２番地27 有料

TEL.350-9829 ４月１日～11月30日 12月１日～３月31日

(駐車場有り６３４台) 午前９時～午後７時 午前９時～午後５時

12～２月　午前９時～午後４時（最終スタート午後３時）

４／１～11／30

４・５・10・11・３月　午前９時～午後５時（最終スタート午後４時）

１月４日～12月28日

土・日・祝日

午前７時～午後７時

午前９時～午後９時

午前７時～午後９時

午前９時～午後９時

５／１～８／31

　土・日・祝日

午前７時～午後９時

６～９月　午前９時～午後６時（最終スタート午後５時）

　土・日・祝日

１月４日～12月28日まで

午前９時～午後５時

５／１～８／31

午前９時～午後７時

土・日・祝日

午前７時～午後７時

（半面利用の場合は、フットサルも可）
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 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 概要 料金

25．

　ブリオベッカ浦安競技場 舞浜2番地27 １月４日～12月28日 ・陸上競技場全面 有料

（運動公園陸上競技場） TEL.350-9830 午前９時～午後９時 　陸上競技種目

（夜間照明設備有り） (駐車場有り６３４台) ４月１日～11月30日 ・フィールド

土・日・祝日  サッカー・ラグビー等

午前７時～午後９時

＊雨天時の使用可否については、各施設の管理棟にお問い合わせください。

＊管理棟の無い施設は、巡回員（080-1039-2108）にお問い合わせください。

○屋外プール○

 No　　　　施　設　名 場所・電話番号 利用期間等 概要 料金

26．

　東野プール 東野二丁目18番1号 ７月第１土曜～ 競泳プール 有料

TEL.352-6891 ９月第１日曜 子供プール

午前９時～午後５時 ちびっ子プール

(駐車場無し) ※最終入場は午後４時 流水プール

閉鎖日／悪天候等の場合
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浦安市体育施設の利用方法

○登録方法○

●浦安市の体育施設（各球技場・体育館・武道館）を使用する場合は、登録手続きが必要となります。

●登録は、小学生以上の方で、本人又は同居のご家族の方が申請を行ってください。（ご家族の身分証明書も必要です）

　代理の方でも登録手続きを行うことができますが、下記必要書類のほかに委任状が必要となります。

１．個人登録

○市内在勤者は、上記の他に社員証等市内在勤を証明できるもの（名刺不可）

○市内在学者は、上記の他に学生証等市内在学を証明できるもの

○登録場所・受付時間○

　〔市民スポーツ課〕　　　月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時

　〔バルドラール浦安アリーナ〕（総合体育館）第１、第３水曜日を除く午前９時から午後９時（第１、第３水曜日が祝日の場合は開館します）

　〔中央武道館〕　　　　　第１、第３月曜日を除く午前９時から午後９時（第１、第３月曜日が祝日の場合は開館します）

○個人登録証で利用できる内容○

　○テニスコート専用使用　・・・・テニスコートの利用（中学生以下の個人登録証では利用できません）

　○教　室　参　加　・・・・・・・バルドラール浦安アリーナ（体育館）・中央武道館で開催される教室への参加

　○トレーニング室使用　・・・・・バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館のトレーニング室の利用（講習会要受講）

　○ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）個人使用　・・・・・ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）の定めた時間に予約をせずに個人で利用

　○アーチェリー場個人使用　・・・アーチェリー場の定めた時間に予約をせずに個人で利用（要認定証）

　※口座振替依頼書を指定金融機関へ提出していただければ、その依頼書の写しが浦安市に到着した日（約２週間前後）

　　の使用料から、口座引落し開始となります。（Ｐ24参照）

　※口座振替の登録をしていない方は、自動予約機にて使用料の支払い（前納）となります。

　※中学生以下の方の登録証では、自動予約機等を使用しての施設の予約等は行えません。

　※トレーニング室は、１６歳以上の方がご利用になれます。

　※登録証の有効期限は、登録日より２年間となります。以後２年ごとに更新の手続きを行ってください。（Ｐ26参照）

　※住所を変更された場合は、速やかに変更手続きをお願いします。

　　（新しい住所を確認できる、身分証明書が必要となります）

注　１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢をいいます。

　　ただし、口座振替の登録は、１６歳以上の方に限ります。

市内在学者

〔市外者登録〕

　※口座振替扱いとなりますと、インターネットや管理棟設置端末を使用しての抽選の当選確定や随時予約が行えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （トレーニング室で開催の教室は利用講習会受講済の方）

　○バルドラール浦安アリーナ（体育館）・武道館専用使用・・・バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館の各室の利用（中学生以下の個人登録証では利用できません）

　○バルドラール浦安アリーナ（体育館）・武道館個人使用・・・バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館が定めた種目・時間に予約をせずに個人で利用

○身分証明書（住所・氏名・生年月日の分かるもの(免許証・保険証等)

中央武道館

上記以外の方

体育施設

テニスコート

バルドラール浦安アリーナ

　（総合体育館） 市内在住者

市内在勤者

登録対象者

小学生以上の方

〔市内者登録〕

必　要　書　類

○浦安市体育施設使用者登録（変更）申請書（窓口備え付け）

　（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)
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２．団体登録

◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

　　　　　　　　　　　（１６歳以上は９名分以上）

　　　　　　　　（中学生は代表者含む１０名以上）

　　　　　　　　（小学生は代表者含む１０名以上）

　　　　　　　　　　　（代表者含む１０名以上）

　　　　　　　　　　（１６歳以上は１１名分以上）

　　　　　　　（小中学生は代表者含む１２名以上）

　少年サッカー場

　　　　　　　　　　　  （代表者含む１２名以上）

　　　　　　　　　　　（１６歳以上は５名分以上）

　　　　　　　　（小中学生は代表者含む６名以上）

○登録場所・受付時間○

　〔市民スポーツ課〕　　　月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時

　 〔バルドラール浦安アリーナ〕（総合体育館）第１、第３水曜日を除く午前９時から午後９時（第１、第３水曜日が祝日の場合は開館します）

　〔中央武道館〕　　　　　第１、第３月曜日を除く午前９時から午後９時（第１、第３月曜日が祝日の場合は開館します）

　※使用料引落し用の口座は、代表者が口座振替依頼書に記入し、指定金融機関に提出してください。（Ｐ25参照）

　※団体登録をしようとするメンバーの方は、個人登録をしている方に限ります。（男女不問）

　※登録した種目以外の施設は、使用できません。

　※メンバーの同一種目による重複登録はできません。（「代表者」は他のチームの「代表者」を兼ねることができます。

　※登録証の有効期限は、登録日より２年間となります。以後２年ごとに更新の手続きを行ってください。（Ｐ26参照）

注　１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢をいいます。

　　

２０歳以上の方１名が代表者となり小学生以上の （浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

　　登録の際、メンバーにならない代表者の体育施設使用者登録証が必要です）

方が１０名以上 ◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

（メンバーが小中学生のみの場合、メンバーに

ならない代表者を含む１１名以上）の団体

〔市外扱い〕上記以外の方

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在勤・在学者

（メンバー１０名分以上・メンバーが小中学生のみの

場合は代表者を含む１１名分以上）

※登録手続きは、代表者とする

http://www.city.urayasu.lg.jp/shogaigakushu/sports/shisetsu/1001320.html

ブリオベッカ浦安競技場 １６歳以上の方で１０名以上の団体 ◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在勤・在学者

２０歳以上の方１名が代表者となり小中学生の

が５名以上の団体

〔市外扱い〕上記以外の方

が９名以上の団体（ソフトボール場の場合、

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在勤・在学者

２０歳以上の方１名が代表者となり小中学生の方

体育施設

　野球場

　ソフトボール場

　サッカー場 １６歳以上の方で１１名以上の団体

〔市外扱い〕上記以外の方

　少年野球場

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在学者

２０歳以上の方１名が代表者となり小学生の方

が９名以上の団体

ブリオベッカ浦安競技場

（陸上競技場）フィールド 方が１１名以上の団体

◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

必　要　書　類

１６歳以上の方で９名以上の団体

２０歳以上の方１名が代表者となり中学生の方

登録対象者

（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

　　　　　　上記以外の団体は利用できません

　フットサル場 １６歳以上の方で５名以上の団体

２０歳以上の方１名が代表者となり小学生の方

が１１名以上の団体

（陸上競技場）全面

◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

小学生９名以上でも可）

〔市外扱い〕上記以外の方　

◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在学者

◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

（浦安市のホームページよりダウンロードすることができます)

◎浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分

◎浦安市体育施設団体登録申請書（窓口備え付け）

〔市外扱い〕上記以外の方

〔市内扱い〕過半数が市内在住・在勤・在学者
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球技場利用方法 （テニスコート・野球・サッカー・ソフトボール等）専用使用

１．使用時間区分

※7:00～9:00・17:00～19:00・19:00～21:00の時間区分は、施設・期間・曜日によって使用できない場合があります

　ので、体育施設の概要をご参照ください。

２．予約

○自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により抽選申込み受付け

○毎月１３日に、コンピュータにより抽選

○抽選結果を各自、自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により確認

○当選者は、自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により予約手続き

　　※当選者が、予約受付期間に予約手続きを行わなかった場合は、自動的にキャンセルとなります。

　②　随時予約（抽選予約後の空き施設の予約）利用日の前日から起算して１ヶ月前から当日まで

利用日の前日から起算して１ヶ月前から当日まで

○自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末より予約手続き

　　※利用日が３１日の場合で、前月の末日が３０日の場合は翌月の１日が受付け開始日となります。

　　※使用日の２日前からのキャンセルは使用料が発生します。

　　※雨天等による使用の可否については、各施設にお問い合わせください。なお、雨天等の場合でも、お客様ご自身

　　　でのキャンセルは、行わないようお願いします。

　　※口座登録していない方は、当選の予約確定や随時予約は、自動予約機のみの受付となります。

予約上の注意

　１．予約の際は、必ず登録証をご用意下さい。（中学生以下の方の登録証では予約はできません）

　２．使用料の支払いについて、口座振替の登録をしていただければ、施設使用後に口座引落しとなります。

　　　ただし、口座振替の登録は、１６歳以上の方に限ります。

　４．口座振替の登録をしていない方は、自動予約機にて使用料の支払い（前納）となります。

　５．一枚の登録証で、同日・同時間の重複予約はできません。

　　　なお、平日につきましては、複数の予約が可能です。

　７．抽選申込みは、屋外施設・屋内施設共にそれぞれ第３希望まで（計６件）申込むことができます。

　８．予約の取消しは、速やかに行ってください。利用日の３日前までに取消された場合、前納の方については使用料を

　　　還付し、口座振替の登録をされている方については使用料の引落しはいたしません。

　９．市外者登録の方は、有料施設のみ利用日の７日前から予約手続きが行えます。

１０．駐車場の無い施設へのお車でのご来場はお断りします。

１１．安全管理上、小中学生の方だけでの利用はできません。（１８歳以上の方の付き添いが必要です）

注　１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢をいいます。

使用

時間

区分

抽選結果確認期間

当選分予約受付期間

　①　抽選予約（市内者のみ、全日・全時間が抽選対象です）利用日の２ヶ月前に抽選申込み・抽選・予約手続き

毎月１日から１０日

抽　　　　　選 毎月１３日

抽選申込み受付期間

毎月１６日から２６日

毎月１６日から２６日

随時予約期間

　３．使用料の支払いについて、口座振替の登録をしている方に限り、インターネット・管理棟設置端末を使用し、予約が行えます。

　６．土日祝日は、同月内で１コマ（２時間）の予約となり、そのコマを消化して翌日になるまで次の予約はできません。

７：００

９：００

～

９：００ １１：００ １３：００ １５：００ １７：００ １９：００

～ ～ ～ ～ ～ ～

１１：００ １３：００ １５：００ １７：００ １９：００ ２１：００
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バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館の利用方法（専用使用）

１．使用時間区分

２．予約

　①　抽選予約（全日・全時間が抽選対象です）利用日の２ヶ月前に抽選申込み・抽選・予約手続き

○自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により抽選申込み受付け

○毎月１３日に、コンピュータにより抽選

　　※当選者が、予約受付期間に予約手続きを行わなかった場合は、自動的にキャンセルとなります。

　②　随時予約（抽選予約後の空き施設の予約）利用日の前日から起算して１ヶ月前から前日まで

利用日の前日から起算して１ヶ月前から前日まで

○窓口・自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末より予約手続き

　　※利用日が３１日の場合で、前月の末日が３０日の場合は翌月の１日が受付け開始日となります。

　　※使用日の２日前からのキャンセルは使用料が発生します。

予約上の注意

　１．予約の際は、必ず登録証をご用意ください。（中学生以下の方の登録証では予約はできません）

　２．使用料の支払いについて、口座振替の登録をしていただければ、施設使用後に口座引落しとなります。

　　　ただし、口座振替の登録は、１６歳以上の方に限ります。

　４．口座振替の登録をしていない方は、自動予約機にて使用料の支払い（前納）となります。

　５．一枚の登録証で、同日・同時間の重複予約はできません。

　　　なお、平日につきましては、複数の予約が可能です。

　７．抽選申込みは、屋外施設・屋内施設共にそれぞれ第３希望まで（計６件）申込むことができます。

　８．予約の取消しは、速やかに行ってください。利用日の３日前までに取消された場合、前納の方については使用料を

　　　還付し、口座振替の登録をされている方については使用料の引落しはいたしません。（P25参照）

　９．市外者登録の方は、有料施設のみ利用日の７日前から予約手続きが行えます。

１０．総合体育館のメイン・サブアリーナを大会等で利用する場合は、利用月の３ヶ月前から総合体育館窓口で受付

　　　けいたします。

１１．会議室・研修室は、利用日の前日から起算して１ヶ月前から当日まで各窓口で受付けいたします。

注　１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢をいいます。

　６．土日祝日は、同月内で１コマ（２時間）の予約となり、そのコマを消化して翌日になるまで次の予約はできません。

２１：００１３：００ １５：００ １７：００ １９：００

随時予約期間

毎月１６日から２６日

当選分予約受付期間 毎月１６日から２６日

毎月１３日

抽選結果確認期間

抽　　　　　選

　　※口座登録していない方は、当選の予約確定や随時予約は、自動予約機のみの受付となります。

○当選者は、自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により予約手続き

１９：００１１：００ １３：００ １５：００使用 ９：００ １７：００

○抽選結果を各自、自動予約機・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・管理棟設置端末により確認

　３．使用料の支払いについて、口座振替の登録をしている方に限り、インターネットを使用し、予約が行えます。

～ ～

抽選申込み受付期間 毎月１日から１０日

～ ～ ～時間 ～

区分 １１：００
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球技場使用料

〔市内登録者施設使用料〕

施　　　　設 単　位 一　　般 小中高生又は６５歳以上

テニスコート 　　７２０円 　　３６０円

総合公園球技場 全面・２時間 ３，３００円 １，６５０円

少年サッカー場 全面・２時間 － １，６５０円

フットサル場　

スポーツコート

運動公園野球場 １面・２時間 ７，７５０円  ３,８７０円

〔市外登録者施設使用料〕

施　　　　設 単　位 一　　般 小中高生又は６５歳以上

テニスコート １，０８０円 　　５４０円

総合公園球技場 全面・２時間 ４，９５０円 ２，４７０円

少年サッカー場 全面・２時間 ― ２，４８０円

フットサル場

スポーツコート

運動公園野球場 １面・２時間 １１，６３０円　 ５，８１０円

　※少年サッカー場は小学生の団体のみ全面使用が可能となっています。

　※小中高校生、６５歳以上の人数が、全体の過半数を占める場合、使用料が５０％減額となります。

　（管理棟や事務所で確認を行います）

　※弓道場・アーチェリー場の専用使用は、総合体育館（TEL.355-1110）にお問い合わせください。

２，４８０円 １，２４０円

軟 式 野 球 場
ソフトボール場

軟 式 野 球 場
ソフトボール場

２，４７０円 １，２３０円

３，７１０円 １，８５０円

１面・２時間

１面・２時間

１面・２時間 １，６５０円 　  ８３０円

１面・２時間

区 分 単位 一般 小中高校生又は６５歳以上 区 分 単位 利用料金

市内者

１回 ４９０円 ２４０円

市外者

１回 ７４０円

半日 ９９０円 ４９０円 半日 １，４８０円

１日 １，４８０円 ７４０円 １日 ２，２２０円

※市内者は、市内在住・在勤・在学の方（確認のできる、本人確認証等をお持ちください）。
　１回券は１８ホール（２７ホール中１８ホールを選択）、半日券は４時間、１日券は何度でもプレー可。利用券の払い戻しはで
　きません。
※レンタルクラブ、レンタル靴は無料です。

〔パークゴルフ場使用料〕

球技場利用上の注意

　(1)球技場利用の際は、必ず予約した方の登録証又は使用許可書をご持参下さい。

　(2)利用時間は１コマ２時間単位となっておりますが、整備・片づけを含めた時間ですので終了時間には、退場

　　　できるようにしてください。

　(3)許可を受けた使用目的以外での使用はできません。

　(4)使用権の譲渡、転貸しすることはできません。

　(5)場内は、禁煙となっております。

　(6)天候及びグラウンドの状況により利用できない場合があります。その際、口座振替未登録者（現金前納）の方

　　　雨天時等の処理は管理者が行いますので、ご自分での当日取消しは行わないでください。

　　　での手続きとなります。

　(8)駐車場の無い施設へのお車でのご来場は、ご遠慮ください。

　(9)安全管理上、小中学生の方だけでの利用はできません。（１８歳以上の方の付き添いが必要です）

　(7)各種予約の自己都合による取消し手続きは、各自、自動予約機・インターネット・管理棟設置端末のいずれか

　　　には後日、使用料の還付をいたします。口座振替の登録をされている方につきましては、使用料の引落しは行いません。

区 分 単位 一般 小中高校生又は６５歳以上・障がい者

市内者
４時間

２２０円 １１０円

市外者 ３３０円 １６０円

〔スケートボード場使用料〕
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照明使用料

〔市内外者同一料金〕

単　　　位 使用料

中央公園 軟式野球場 １面につき３０分 ４，９５０円

中央公園

運動公園

高洲中央公園

高洲太陽の丘公園

全面を使用する場合３０分につき ４，６５０円

３分の１を使用する場合３０分につき １，５５０円

　　　　　　　　　　　　 全面を使用する場合３０分につき ４９０円

半面を使用する場合３０分につき ２５０円

フットサル場 ３０分につき ２４０円

総合公園 球技場 ３０分につき ８２０円

注：１．照明券は、使用施設管理棟の券売機より購入し、管理人に渡してください。

　　２．照明使用料は、原則として還付いたしません。

　　３．使用時間に３０分未満の端数があるときは３０分とみなします。

附属器具使用料

〔運動公園野球場〕

※スコアボードについては、得点、ＢＳＯ表示を行うことができます。

３３０円

　　５．高洲中央公園・高洲太陽の丘公園・明海球技場は５千円札、１万円札の使用ができません。

　　４．使用料には、消費税相当額が加算されています。

　場　　　所

テニスコート １面につき３０分

スポーツコート

運動公園
野球場

１面を使用する場合３０分につき １７０円

・スコアボード使用料（２時間）：１，６２０円

　事前にご連絡（０４７-３５０-９８２９）をお願いします。

　公式大会を開催し、チーム名や選手名表示を行う場合には、データ登録の必要があるため、

少年サッカー場ブリオベッカフィールド明海

（明海球技場）
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バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館の使用料

〔バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）専用使用料〕

使  用  料

営利を目的としない場合 営利を目的とする場合

入場料を徴収しない場合

一  般
小中高生又は
６５歳以上

全面・２時間 8,580円 4,290円 17,160円 85,800円 171,600円

２分の１面・２時間 4,290円 2,150円 8,580円 42,900円 85,800円

４分の１面・２時間 2,150円 1,080円 4,290円 21,450円 42,900円

全面・２時間 3,430円 1,710円 6,860円 34,320円 68,640円

２分の１面・２時間 1,720円 860円 3,430円 17,160円 34,320円

注：１．使用料には消費税相当額が加算されています。

　　２．市外登録者の使用料は、この表の額の５割増しとなります。

　　３．メインアリーナ全面使用の希望の場合や入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合には、総合体育館

　　までお問合せください。

入場料を徴収する場合区　　分

メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ

サ
ブ
ア
リ
ー

ナ

入場料を徴収する場合 入場料を徴収しない場合

  

使  用  料

一  般 小中高生又は６５歳以上 一  般 小中高生又は６５歳以上

1,710円 850円 850円 420円

使  用  料

一  般 小中高生又は６５歳以上 一  般 小中高生又は６５歳以上

1,710円 850円 590円 290円

  

使  用  料 使  用  料

一  般 小中高生又は６５歳以上 一  般 小中高生又は６５歳以上

1,080円 540円 660円 330円

注：１．使用料には消費税相当額が加算されています。

　　２．会議室を分割して使用する場合の使用料の額は、３分の１、３分の２となります。

　　３．市外者の使用料は、この表の額の５割増しとなります。

２時間 ２時間

卓球室

第一・二武道場 多目的室 使  用  料

区  分 区  分

弓道場 会議室 使  用  料

区  分 区  分

２時間 １時間

研修室

区  分 区  分

２時間 １時間
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〔中央武道館使用料〕

  

使  用  料 使  用  料

区  分 一  般 小中高生又は６５歳以上 区  分 一  　　　般

1,720円 860円

注：１．使用料には消費税相当額が加算されています。

　　２．市外者の使用料は、この表の額の５割増しとなります。

    ３．中央武道館の使用料は、１面当たりの額となります。（第一、二武道場は各２面あります）

〔バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館の使用上の注意〕

 １．施設利用の際は、必ず予約をした方の登録証又は使用許可書をご持参ください。

 ２．利用時間は、会議室・研修室は１時間、その他は２時間単位となっておりますが、準備・後片づけ・清掃等を

     含めた時間ですので、終了時間には退場できるようにしてください。

 ３．安全管理上、小中学生のお子様だけでの利用はできません。（高校生を除く１８歳以上の保護者の方の付き添いが必要です）

     また、就学前のお子様の有料施設への入場は、高校生を除く１８歳以上の保護者の方の同伴が必要です。

 ４．競技フロアでの飲食は、固くお断りします。

 ５．館内は終日全面禁煙となっております。

 ６．お車でご来場の際は、専用駐車場をご利用ください。

160円２時間（１面あたり） １時間

第一・二武道場 会議室
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〔附属器具使用料（抜粋）〕

区分

卓
球
用
具

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

用
具

バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル
用
具

１　個

　　１００円

　　１００円

１　台

ス　テ　ッ　プ

　　１００円

１ｋｇ

ストレッチマット １　枚 　　１００円

メディシンボール

１　個 　　１００円 ２ｋｇ

１　式 ５，４００円

１　台

　　１００円多　目　的　得　点　板

スポーツチャンバラ用具

１　式 　　２１０円バウンドテニス用具

１　式

　　４３０円

１　台 ２，７００円電　光　得　点　板

得　点　板 １　台 　　１００円

公式試合用具 １　式 　　４３０円

　　２１０円 固定式

得　点　板 １　台 　　１００円

審　判　台 １　台 　　１００円

　　１００円 ネット・支柱

専用得点板 １　台 　　１００円

　　１００円

メインアリーナ用ゴール １　式 　　３２０円 移動式

　　１００円 卓球台・ネット

　　１００円

専用審判台 １　台 　　５４０円

　　１００円

　　２１０円

備　　　考

ネット・支柱・ボールバ
レ
ー

ボ
ー

ル
用
具

単　　位 １回の使用料

バレーボール用具

タイムアウト請求器大響ブザー １　式 　　５４０円

附　属　器　具　名

１　式

得　点　板 １　台

卓球室・卓球コーナー用 １　式

専用審判台 １　台

メイン・サブアリーナ用 １　式

バドミントン用具 １　式

サブアリーナ用ゴール １　式

２４秒タイマー １　式

体
　
　
育
　
　
器
　
　
具

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
用
具

仮　設　舞　台

メディシンボール
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区分

　※１回の使用料とは、２時間（使用時間が２時間に満たない場合は、当該使用時間は２時間とみなします）あたりの

　　使用料となります。

　※ＡＶコントロール卓については、１時間（使用時間が１時間に満たない場合は、当該使用時間は１時間とみなします）

　　あたりの使用料となります。

　※使用料には消費税相当額が含まれています。

１　式 １０，８００円 １時間使用料

１　個 　　　５０円

１　台 　　２１０円ＣＤラジカセ

ストップウォッチ

１　式 １，０８０円 １時間使用料ＡＶコントロール卓

音
　
　
　
響
　
　
　
装
　
　
　
置

１　式 １，０８０円 固定式スピーカー壁付スピーカー

１　式 １，０８０円 固定式スピーカーメインクラスタ

１　式 ２，１６０円 固定式スピーカーセンタークラスタ

１　台 　　２１０円移動型スピーカー

１　本 　　１００円床上マイクスタンド

１　本 　　１００円卓上マイクスタンド

１　本 　　８６０円ダイナミックマイク

１　本 　　８６０円コンデンサーマイク

１　本 １，０８０円 ハンド型ワイヤレスマイク

１　本 １，０８０円 タイピン型　　　 〃

１　式 　　５４０円 武道場用　　　〃

１　式 　　５４０円 多目的室用　　　〃

１　式 ３，２４０円 メインアリーナ用拡　声　装　置

１　式 　　５４０円 サブアリーナ用　　　〃

備　　　考

１　台 ３，２４０円 メインアリーナ用

１回の使用料

調　光　装　置

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

大型映像装置

附　属　器　具　名 単　　位
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予約の種目

各室場については、下記の種目の予約が可能です。

〔バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）〕

  １．メインアリーナ  バレーボール・バスケットボール・バドミントン・トリムバレーボール

      サブアリーナ  ソフトバレーボール・バウンドテニス

 エアロビクスダンス・クラシックバレエ・ジャズダンス・卓球・居合道

 剣道・空手・合気道・太極拳・気功・なぎなた・健康体操

 スポーツチャンバラ・杖道・練功十八法・その他

  ２．第一武道場  柔道・合気道・その他武道

  ３．第二武道場  剣道・空手・居合道・銃剣道・太極拳・気功・練功十八法 ・なぎなた

 スポーツチャンバラ・杖道・その他武道

  ４．多目的室  エアロビクスダンス・クラシックバレエ・ジャズダンス・健康体操

  ５．卓球室  卓球

〔中央武道館〕

  １．第一武道場  柔道・合気道・健康体操・少林寺拳法

  ２．第二武道場  剣道・空手・居合道・銃剣道・太極拳・気功・練功十八法・なぎなた

 スポーツチャンバラ・杖道・バウンドテニス・ジャズダンス・卓球

 エアロビクスダンス・クラシックバレエ・その他武道

 （TEL.047-355-1110）にお問合せください。

※予約対象種目に含まれていない種目のご利用につきましては、バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）
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個人使用

アーチェリー場では、予約を必要としない個人使用日を設けております。

登録証をお持ちの方は、どちらの施設でもご利用になれますので、個人使用日・時間・種目を確認のうえ、ご来館

ください。

〔バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館個人使用料〕

市内登録者 市外登録者

個人使用料 個人使用料

一  般 一  般

小中高生又は
６５歳以上

小中高生又は
６５歳以上

障がい者 障がい者

市内登録者 市外登録者

個人使用料 個人使用料

一  般 一  般

小中高生又は
６５歳以上

小中高生又は
６５歳以上

障がい者 障がい者

〔アーチェリー場個人使用料〕

市内登録者 市外登録者

個人使用料 個人使用料

一  般 一  般

小中高生又は
６５歳以上

小中高生又は
６５歳以上

障がい者 障がい者

注：使用料には消費税相当額が加算されています。

※弓道場とアーチェリー場の個人使用は、認定証をお持ちの方に限ります。

〔個人使用上の注意〕

  １．弓道場の個人使用は、バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）窓口（事務所）で承認を受けた方に限ります。

  ３．個人使用日の開催日は、電話等にてご確認の上ご来場ください。

      当日の開催時間は施設のホームページで確認できます。

  ４．個人使用には定員がありますので入場できない場合があります。

　５．利用前に支払った時間を超えて使用した場合は超過料金が発生しますので、必ず精算をしてからお帰りください。

　　　なお、未精算がありますと、体育施設使用者登録証が使用できなくなります。

　６.小中学生の17時以降のご利用は高校生を除く18歳以上の保護者の方と一緒にご利用ください。

  ２．ラケット・ボール等の用具は、無料で貸し出しています。（数に限りがあります）

　詳しくは、バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）（TEL.047-355-1110）にお問い合わせください。

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）、中央武道館、ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）、

〔ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）個人使用料〕

１時間

３５０円

３０分

９０円

１７０円

１７０円

１時間

５２０円

２６０円

２６０円

　　障がい者の方は、使用する場所で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健手帳をご提示ください。

１時間

２３０円

１１０円

１１０円

１時間

３４０円

１７０円

１７０円

３０分

１３０円

  ６０円

  ６０円

１９０円　

９０円
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トレーニング室の利用

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）と中央武道館のトレーニング室を利用する場合は、トレーニン
グ利用講習会を受講してください。 
講習会受講後は、トレーニング室の利用及びトレーニング室各種教室への参加が可能になります。開催日・

開催時間等を確認の上、ご利用ください。 

 

○トレーニング室利用講習会 

[手続き] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※講習会を受講されていない方は、トレーニング室の利用及び各教室への参加はできません。 

 

○トレーニング室利用上の注意 
 

１．トレーニング室をご利用の際は、運動に適した服装・室内用シューズをご用意ください。 

２．ご利用は、１６歳以上の方に限ります。（その年度内に１６歳に達する年齢をいいます） 

３．トレーニング室には定員がありますので、入場できない場合があります。（バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）

６５名、中央武道館４０名） 

４．トレーニングマシンでの休憩やトレーニングマシンの独占等がないように譲り合ってご利用ください。 

５．トレーニング室の各種教室は先着定員制となっております。満員の場合は参加できません。 

６．利用前に支払った時間を超えて使用した場合は超過料金が発生しますので、必ず精算をしてからお帰りください。な

お、未精算がありますと体育施設使用者登録証が使用できなくなります。 

７．トレーニング室内では、指導員の指示をお守りください。 

８．障がい者の方は、使用する場所で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健手帳をご提示後、使用料が減免（50％）

となります。 

 

○トレーニング室各種教室 

[手続き] 

 

 

 

 

講習会の予約 

開催日等を確認 

トレーニング室利用 

講習会の参加 

○パンフレット・ホームページ等により、開催日・開催時間を確認 

○バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館窓口または電話にて予約 

○講習会の当日、窓口で受講料を支払い参加 

○講習会の受講が完了された方は、開館時はいつでもトレーニング室を利用する

ことができます。自動予約機にて、個人使用券（１時間券・2 時間券）を購入のう

え、ご利用ください。 

開催日等を確認 

教室の受付 

教室の参加 

○パンフレット・ホームページ等により、 

開催日・開催時間を確認 

○トレーニング室（中央武道館は１階の 

事務所）にて先着順に受付 

〔トレーニング室使用料〕

市内登録者

個人使用料 １時間 ２時間 超過料金 （３０分毎）

一般 ２３０円 ４６０円 １２０円

高校生又は
６５歳以上

１１０円 ２２０円 ６０円

障がい者 １１０円 ２２０円 ６０円

市外登録者

個人使用料 １時間 ２時間 超過料金 （３０分毎）

一般 ３４０円 ６８０円 １８０円

高校生又は
６５歳以上

１７０円 ３４０円 ９０円

障がい者 １７０円 ３４０円 ９０円
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託児の利用

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館・屋内水泳プール）・中央武道館では、育児の方を支援するた

め満 6 ヶ月～就学前までのお子様を対象に託児を行っております。開催日・開催時間・場所は確認の上、

事前に申し込みをしてください。 

○対象○ 

・トレーニング室利用者 ・トレーニング室利用講習会受講者 ・トレーニング室各種教室参加者 

・バルドラール浦安アリーナ（屋内水泳プール）利用者 ・プール各種教室参加者  

○定員○ 

～バルドラール浦安アリーナ（総合体育館・屋内水泳プール）～ 

 ・満６ヶ月以上満１歳未満 ２名 

 ・満１歳以上就学前まで  最大６名（お子様の年齢によって受け入れ人数が異なります） 

～中央武道館～ 

 ・満６ヶ月以上満１歳未満 ２名 

・満１歳以上就学前まで  最大６名（お子様の年齢によって受け入れ人数が異なります） 

○託児利用時間 

  各施設へ直接お問い合わせください。 

○キャンセル 

  事前にキャンセルされる場合は、窓口かお電話にてご連絡ください。 

  予約当日、予定時刻を１０分経過しても受付に来られない場合は、キャンセルとなります。 

○料金○ 

 １時間 １時間３０分 ２時間 ２時間３０分 ３時間※ 

６ヶ月以上 
１歳未満 

６００円 ８００円 １，０００円 １，２００円 １，４００円

１歳以上 
２歳未満 

４５０円 ６００円 ７５０円 ９００円 １，０５０円

２歳児～ ３００円 ４００円 ５００円 ６００円 ７００円 

※中央武道館のみ 

○諸連絡 

  １．お持ちいただく物 ＜持ち物には必ずお名前をご記入ください＞ 

    ・着替え ・タオル ・ぬれしぼり ・ビニール袋（汚れた物を入れるため） 

    ・飲み物（水筒またはストロー付きのペットボトル） 

    ・お菓子（あめ・ガムは避け、タッパーなどに入れてお持ちください） 

    ・授乳中のお子様の場合は、ミルク（お湯もご用意ください）・おむつ（必要なお子様のみ） 

  ２．おもちゃの持ち込みはご遠慮ください。 

  ３．入室前にはトイレを済ませておいてください。 

  ４．終了予定時刻前にお帰りになられても返金はできません。 
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〔手続き〕

○パンフレット・ホームページ等により、開催日・開催時間・場所確認

○各施設窓口または電話にて予約

○トレーニング室使用券購入

○託児利用申請書を記入の上、託児料金の支払い

○保育者に申請書を渡し、お子様を預け託児開始

○各施設の個人使用

コースへの参加

開催日・開催時間・種目・対象者等は、確認のうえ、事前に申込みをしてください。

〔手続き〕

○パンフレット等により、コース開催日等を確認

○コース参加者は、開催初日にコース参加費を窓口で支払い参加

〔コース参加上の注意〕

　１．コース参加の際は、運動に適した服装・室内シューズ・タオル等をご用意ください。

　２．コース参加の際は、各自で健康状態を確認のうえ、ご参加ください。

コース申込み

コース参加

開催日等を確認

コース開催種目等の確認

託児終了

個人使用券を購入

各施設窓口にて託児の受付

各幼児室にて託児利用

プール使用券を購入

トレーニングルーム利用 プール利用

トレーニング室利用者 バルドラール浦安アリーナ（屋内プール）利用者

託児の予約

○託児利用の流れ

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館では、皆様が継続的に参加できるスポーツコースを開催しております。

○各窓口または電話等にて、コース参加申込み（先着順、または抽選）

市内在住、在勤、在学で初めて参加される方が優先となります。（一部コースを除く）



－ 22－

    

 
 

● 年末年始：12月29日～1月3日 ※臨時に開場する場合もあります。 

● 臨時休場日 ※臨時休場日は事前にホームページなどでお知らせします。   

施 設 期   間 ご 使 用 に な れ る 時 間 

トラック ４～３月 午前９時00分～午後９時00分 個人使用最終入場時間 

：午後８時30分 ４～11月土日祝日 午前７時00分～午後９時00分 

フィールド ４～３月 午前９時00分～午後９時00分 
個人使用の設定はありません。

４～11月土日祝日 午前７時00分～午後９時00分 

会議室 

本部控室等 

４～３月 午前９時00分～午後９時00分 
 

４～11月土日祝日 午前７時00分～午後９時00分 

ブリオベッカ浦安競技場 （運動公園陸上競技場） について

１. 開 場 時 間　　　午前９時～午後９時 （４月～１１月土日祝日は午前７時～午後９時）

２. 休　場　日

３. 使　用　料　金

◎専用使用　※入場料等を徴収する場合には、 ブリオベッカ浦安競技場 （陸上競技場） （TEL.047-350-9830） までお問合せください。

区分

競技場全部 （トラック ・ フィールド） を使用する場合

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市　　　　　内 市　　　　　外

一　　般 小中高生又は６５歳以上 一　　般 小中高生又は６５歳以上

２時間につき ４，９５０円 ２，４７０円 ７，４２０円 ３，７１０円

区分

フィールドを使用する場合

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市　　　　　内 市　　　　　外

一　　般 小中高生又は６５歳以上 一　　般 小中高生又は６５歳以上

２時間につき ４，１２０円 ２，０６０円 ６，１８０円 ３，０９０円

区分

本部室 ・ 審判控室 ・ 多目的室又は会議室

市　　　　　内　　 市　　　　　外

一　　般 小中高生又は６５歳以上 一　　般 小中高生又は６５歳以上

１時間につき １６０円 ８０円 ２４０円 １２０円

区分
照明灯使用料

全部を使用する場合 ２分の１を使用する場合

３０分につき ９９０円 ５００円

◎個人使用

区分

個人使用 （陸上競技種目のみ）

市　　　　　内　　 市　　　　　外

一　　般 小中高生又は６５歳以上 障がい者 一　　般 小中高生又は６５歳以上 障がい者

３０分につき １３０円 ６０円 ６０円 １９０円 ９０円 ９０円
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【申込】 【抽選】 【結果確認】 【予約確定】

●予約の取消しは使用日の前日までに行われた場合、前納の方については使用料を全額還付し、振替用口座の登録をされている方につい

ては使用料の引落しはいたしません。

●イ ンターネットアドレス https://s-yoyaku.city.urayasu.chiba.jp    携帯アドレス https://m-yoyaku.city.urayasu.chiba.jp

●口座振替の詳細についてはお問合せください。

●陸上競技場で大会等を開催する場合は、使用月の３か月前から受け付けます。（詳細はお問合せください）

●会議室は使用日の１ヶ月前から当日まで事務室窓口で受け付けます。（市外登録の方は７日前からの受付）

　毎月16日～26日

当選者が予約確定機関に予約手続きを

行わなかった場合は、自動キャンセルと

なります。

                              使用日から起算して1ヶ月前の前日まで（先着順）                              但し、使用日が31日で、前月の末日が30日の場合は翌1日から前日まで

抽選予約

随時予約

　使用月の2か月前の

　　　1日～10日

　　　・自動予約機

　　　・イ ンターネット

毎月13日に

コンピューターで抽選

　毎月16日～26日

　

　　　・自動予約機

　　　・イ ンターネット

 

 

 

 

 

               

 

① 個人登録 

● 登録申請書記入（窓口備え付け・インターネットよりダウンロード） 

● 身分証明書提示（氏名・現住所・生年月日が確認できるもの） 

※市内在勤、在学者は在勤、在学を確認できるものを併せてご提示ください。 

● 障がい者の方は、使用する場所で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をご

提示ください。 

 

② 団体登録 

● 専用使用については、団体登録が必要です。 

● 同一競技の団体に登録できるのは、お一人様一団体までです。 

● 営利を目的とする場合は登録できません。 

● 市外者登録の個人登録者が団体構成者の半数を超える場合は市外団体登録となります。 

● 登録する団体の構成人数は、競技種目により異なります。（詳細はお問い合わせください。） 

     ※ 施設を団体で専用使用する場合は予約が必要です。 

※団体専用使用で、大会等を開催する場合、事前にお問合わせください。（TEL.047-350-9830） 

  【予約方法】 ● 口座振替の手続き完了の方 ： 自動予約機、インターネット 

         ● 現金払いの（口座振替をしていない）方 ： 自動予約機 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

● 個人が自由に使用できる、個人使用日を設けています。詳しくはお問合せください。 

● 個人使用日は、陸上競技の種目のみを対象とします。 

（ただし、砲丸投げを除く投てき種目は使用できません） 

４. 施 設 使 用 ま で の 流 れ                     

手続き 

６. 専 用 使 用 （団体貸切）                        

手続き 

個人使用 《個人登録》

登録申請 
 

個人登録証 

の交付を受

ける 

《団体登録》 

団体を構成する方の個人登録証

を揃えて登録申請し、団体登録

証の交付を受ける 

個人使用券の購入 

予約システムにより 

・抽選予約 

・随時予約 

施
設
使
用 

専用使用 

（団体貸切） 

※ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）を使用

する場合は「登録証」が必要です。 

５. 登 録 方 法                             

当選者が予約確定期間に予約手続き

を行わなかった場合は、自動キャン

セルとなります。 

４. 施 設 使 用 ま で の 流 れ

５. 登　録　方　法

６. 専　用　使　用 （団体貸切）

７. 個　人　使　用

抽選予約

【申込】 【抽選】 【結果確認】 【予約確定】

使用月の２ヶ月前の
１日～ 10 日

　 ・ 自動予約機
　 ・ インターネット

毎月１３日に
コンピュータで抽選

毎月 16 日～ 26 日

　 ・ 自動予約機
　 ・ インターネット

毎月 16 日～ 26 日

当選者が予約確定期間に予約手
続きを行わなかった場合は、 自
動でキャンセルとなります。

随時予約
使用日から起算して１ヶ月前の前日まで （先着順）
但し、 使用日が３１日で、 前月の末日が３０日の場合は翌１日から前日まで

●予約の取消しは使用日の３日前までに行われた場合、 前納の方については使用料を全額還付し、 口座振替の登録をされ

ている方については使用料の引落しはいたしません。

●インターネットアドレス　https://s-yoyaku.city.urayasu.chiba.jp   

●口座振替の詳細についてはお問合せください。

●ブリオベッカ浦安競技場 （陸上競技場） で大会等を開催する場合は、 使用月の３ヶ月前から受け付けます

　（詳細はお問合せください）

●会議室は使用日の１ヶ月前から当日まで事務室窓口で受け付けます。 （市外登録の方は７日前からの受付）
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その他

１．使用料支払い方法

施設使用料の支払い方法は、口座振替扱い（後納）と現金扱い（前納）の２通りあります。

　①　口座振替登録者（後納）

　　○窓口備付けの『口座振替依頼書』を指定金融機関へ提出していただきますと、その依頼書の写しが浦安市に

　　　到着した日（約2週間前後）の使用料から、口座引落し開始となります。

　　（２ヶ月分の使用料をまとめて口座引落しになります）

　　　ようになり、非常に便利です。

　《注意》

　　１．口座振替をご利用される方は、前納で使用料の納付をすることはできません。

　　２．納期の過ぎた分及び振替日に振替納付ができなかった分につきましては、口座振替扱いはできませんので、

　　　　市民スポーツ課・バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館において、自動予約機にて納付して

　　　※納付期限内に使用料の支払いがない場合、施設の予約等ができなくなる事がありますのでご注意ください。

　　３．口座振替依頼書を提出されてから、口座振替の扱いが開始されるまで（金融機関提出後、その写しが浦安市

　　　　に到着するまで約２週間前後）は、使用料は自動予約機にて前納してください。

　　４．口座振替の登録は、１６歳以上の方に限ります。(１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢をいいます)

　　５．団体登録証の口座振替の登録手続きは、代表者の方が申請してください。

　　６．使用料引落しの際は、口座引落し通知書にてお知らせいたします。

　　７．口座振替の停止・変更をご希望の場合は、窓口備付けの『口座振替依頼書』を

　　　　市役所市民スポーツ課（停止の場合）、指定金融機関（変更の場合）へ提出してください。

○口座振替通知書に利用明細が記載されます

　口座振替日の約２週間前に、ご利用された２か月分の使用料を記載した口座振替通知書を、登録の住所に送付

します。

１２月・１月 ２月・３月利用月

　金融機関に振替依頼書提出後、２週間前後で完了します。（一部金融機関によっては１ヶ月程度かかることもござ

【手続き完了通知は？確認方法は？】

います）

４月・５月 ６月・７月 ８月・９月 １０月・１１月

　　　　ください。

　　○口座振替扱いとなりますと、インターネット・管理棟設置端末を使用しての抽選当選確定や随時予約が行える

【予約機での予約も出来ますか？】

予約機での予約はできますが、現金払いを選択することはできません。

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）・中央武道館・運動公園管理棟の自動予約機で現金を納付してください。

２月末 ４月末

　２週間から２０日経過後、インターネットで予約ができる状態となっていれば手続きが完了しています。

【口座振替が残高不足で不納の場合は？】

　使用料の再引き落としはできないため、口座振替翌月の１５日頃から市役所・

振替日 ６月末 ８月末 １０月末 １２月末

○よくある質問について

【手続きにかかる期間は？】
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　②　口座振替未登録者（前納）

　　○口座振替依頼書の提出のない方につきましては、自動予約機にて施設予約の際の支払い（現金前納）となりま

　　　す。

　　○口座振替未登録者の方につきましては、インターネット・管理棟設置端末を使用しての抽選の当選確定や随時

　　　予約を行うことはできません。

　《口座振替取扱い金融機関一覧》

２．使用料の還付

施設の使用料は、基本的に還付しません。ただし、下記の場合には還付いたします。

　(1)　口座振替未登録者（現金前納）の方で、利用日の３日前までに取消しをした場合。

　(2)　その他、使用者の責任外の事由により利用できなかった場合。（利用当日が雨天の場合等）

　〔還付金の受取り方法〕

　　窓口受取りによる方法

○りそな銀行○千葉銀行 ○千葉興業銀行

○東栄信用金庫

○みずほ銀行

○東京東信用金庫○東京ベイ信用金庫

○三井住友銀行

○京葉銀行

（取扱い時間は午前９時から午後３時までです。本人が来庁出来ない場合は還付通知書の委任状に記入の上、代理の方の印鑑も必要となります。）

○埼玉りそな銀行

○市川市農業協同組合

○三菱ＵＦＪ銀行

○きらぼし銀行

○東京シティ信用金庫

　　　還付金が発生した場合（取消し等）、還付通知書にて本人にお知らせいたします。

　　　その後、その通知書と印鑑をお持ちのうえ、市役所・２階 京葉銀行まで受取りに来てください。
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３．登録証の更新

個人登録証及び団体登録証の有効期間は、登録日より２年間となります。以後２年毎に更新の手続きが必

要です。（有効期限は、登録証裏面に記載してあります）更新の手続きは、有効期限が切れる日の１ヶ月

前より行えます。住所を変更された場合も、速やかに手続きを行ってください。

 (1)　個人登録証

　 ●必要なもの　・・・　個人登録証・本人並びに住所を証明できるもの（免許証・保険証等）

　　　　　　　　　　 　　※在勤、在学の場合はそのことが証明できるもの（社員証・在勤証明書・学生証等）

　 ●受付窓口　　・・・　市役所市民スポーツ課・バルドラール浦安アリーナ（運動公園総合体育館）・中央武道館

 ※更新手続は、基本的に本人又は同居しているご家族の方が行ってください。（ご家族の身分証明書も必要です）

 ※本人または同居のご家族の方が窓口に来られない場合には、代理の方でも行えますが、上記必要書類の他に委任状

　 が必要となります。

 (2)　団体登録証

　 ●必要なもの　・・・　団体登録証・窓口に来られる方の身分証明書

　　　　　　　　　　　　

　 ●受付け窓口　・・・　市役所市民スポーツ課・バルドラール浦安アリーナ（運動公園総合体育館）・中央武道館

 ※更新手続は、基本的に代表者の方が行ってください。どうしても代表者の方が窓口に来られない場合には、

  １６歳以上のメンバーの方でも行えます。

 ※少年野球・少年サッカー場利用団体の場合については、代表者のみとなります。

 （ただし、代表者からの更新に関する委任状をお持ちの方を除きます）

　《注意》

　　　団体登録証更新の際、登録メンバーの中で、個人登録証の有効期限が切れている方がいる場合には、

 (３)　登録証の再交付

　　　登録証を紛失された場合は、再交付いたしますので、本人並びに住所を証明できるものをお持ちください。

　　されてからの、手続きをお願いいたします。メンバーの入れ替えを行う場合は、新たに加わるメンバーの個人

　　登録証が必要となります。

　　その方の個人登録証を更新するまでは、団体登録証の更新はできませんので、メンバーの有効期限を確認
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４．各利用端末の運用時間

利用者の方々が各種手続きでご利用する、各利用端末の運用時間は以下のとおりとなっております。

　①　自動予約機

　　(1)　市役所１階　（土祝日・年末年始・システム保守日を除く）

　　　　　月曜日から金曜日の午前８時４５分から午後５時００分まで

　　(2)　バルドラール浦安アリーナ（運動公園総合体育館）　（第１、第３水曜日・年末年始・システム保守日を除く）

　　　　　午前８時４５分から午後９時００分まで

　　(3)　中央武道館　（第１、第３月曜日・年末年始・システム保守日を除く）

　　　　　午前８時４５分から午後９時００分まで

　　(4)　運動公園管理棟　　（年末年始・システム保守日を除く）

　　　　　午前８時４５分から午後９時００分まで

　②　インターネット

　　午前８時４５分から午後１１時００分まで（予約可能時間）

　　《年末年始、その他システムのメンテナンス日を除く》

　　※ただし、午後１１時時点で受付中でも強制的に終了となりますので、ご注意ください。
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１．概要

　バルドラール浦安アリーナ（運動公園屋内水泳プール）

渚プール・幼児プール・スリーピングプール・ジャグジーベンチ・うたせ滝

フローティングプール・ジェットプール・バブル歩行

水深０．３５ｍ～１．０ｍ

ウォーキングプール・多目的訓練プール

水深０．７５ｍ～１．２５ｍ

利用期間：７月１日から９月１５日（それ以外の期間は閉鎖となります）

利用時間：午前９時００分から午後６時００分まで

水深１．０ｍ

１階：高齢者及び障がい者用　ロッカー数：男・女各１３人分

２・３階：一般用　ロッカー数：男５２６人分・女４８６人分

採暖室・スチームルーム・観覧スペース（約２００人分）・見学者ロビー

休憩室・屋外テラス・和室・控え室

２．利用時間

３．休館日

　●第１、第３水曜日（第１、第３水曜日が祝日の場合は開館します）

　●年末年始（１２月２９日から１月４日）

　●臨時休館日（水交換等）

利用できる時間

プ　ー　ル

屋外プール

更　衣　室

施　　設

　午前９時から午後９時まで

（入水時間は、午後８時４５分まで）

そ　の　他

（最終入場時間は、午後８時００分）

健康プール

リハビリプール

２５ｍ公認プール

多目的プール

バルドラール浦安アリーナ（屋内水泳プール）

浦安市舞浜２番地２７　　TEL　047-304-0030

概　　　　　　　要施　設　名

２０ｍ×８ｍ、水深０．５ｍ～３．０ｍ

８コース、水深１．２ｍ～１．４ｍ
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４．使用料

（プール利用時間　７月１日～９月１５日までは２時間以内、９月１６日～翌年６月３０日までは３時間以内）

〔個人使用料〕

回数券（１１回分）

６，０００円

　※回数券では延長料金の精算はできません。

　※身体障がい者の介護の方については１名無料となります。

〔定期利用券〕

　※高齢・福祉の１回券及び全ての定期利用券の購入には、住所・氏名・生年月日が確認できる身分証明書（免許証

　　保険証等）が必要となります。（在勤・在学の方は、身分証明書のほか、所在地が明記してある社員証・学生証・

　　在勤証明書等（名刺不可）が必要となります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

　　ている方は手帳をご持参ください。）

　※７月１日～９月１５日までの期間において、プールの利用が２時間を超えた場合、３０分毎に一般の方は１６０円

　　それ以外の方は８０円の超過料金が必要です。

　※９月１６日～翌年６月３０日までの期間において、プールの利用が３時間を超えた場合、３０分毎に一般の方は

　　１００円、それ以外の方は５０円の超過料金が必要です。

〔専用使用料〕

　※専用使用については、団体登録が必要です。（登録方法につきましては、直接施設にお問合せください）

　※市外者登録の使用料は、この表の額の５割増しとなります。

　※多目的プールの２分の１を専用使用する場合の使用料の額は、この表の額の半額となります。

　※プールの専用使用時間は毎時１０分の休憩時間を含みます。１９時からの専用使用の終了時間は２０時４５分に

　　なります。

２５ｍプール

区　　分

一　　　般

高校生以下
１コース２時間以内

３６０円

施　設　名

プ　ー　ル

料金（１人１回）

　　　一　般　　　　６００円

市
内

高校生以下、６５歳以上、身体障害

者手帳・療育手帳・精神障害者保健

　　　　　　　　　　３００円

福祉手帳の交付を受けている方

手帳の交付を受けている方

区　　　分 １ヶ月券

一　般

市
外 手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている方

１０，８００円

５，４００円

高校生以下、６５歳以上、身体障害者

一　　　般 ７２０円

１３，５００円

多目的プール
一　　　般

全面２時間以内
高校生以下

和　　室 ２時間以内
高校生以下

料　　金単　　位

３，６２０円

１，８１０円

１２，０８０円

６，０４０円

施　設　名

３，０００円

一　般

高校生以下、６５歳以上、身体障害者

手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉

３ヶ月券

１８，０１０円

９，０００円

２７，０１０円

７，２００円

３，６００円



－ 30－

〔附属器具使用料〕

　※使用料は、２時間（使用時間が２時間に満たない場合は、当該使用時間は、２時間とみなします）あたりの

　　使用料とします。ただし、競泳計時システムについては、１日あたりの使用料となります。

　※使用料には消費税相当額が含まれています。

　ワイヤレスマイク・アンプ １　台 　　　３２０円

　移動型スピーカー １　台 　　　２１０円

１　個 　　　　５０円

　ＣＤラジカセ １　台 　　　２１０円

　ストップウォッチ

　拡声装置 １　式 　　　５４０円

　プール室内スピーカー １　式 　１，０８０円

　水中スピーカー １　式 　　　５４０円

　競泳計時システム

器　　具　　名 単　　位 料　　金

１　式 １０，８００円

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（保護者１名につき２名のお子様まで入場できます）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◎

小学３年生以下の方は、高校生を除く１８歳以上の保護者の方と一緒にご利用ください。

緊急時（事故・地震・火災等）は監視員の指示に従ってください。

プール利用者及び場内への撮影はご遠慮ください。

その他、他の方のご迷惑とならないようご利用ください。

その他、不明な点がありましたらプールスタッフまでお声かけください。

小学校高学年（４年生以上）の方は、２名以上のグループでご利用できます。

小中学生の１７時以降のご利用は、高校生を除く１８歳以上の保護者の方と一緒にご利用ください。

貴重品の持込みはご遠慮ください。万一の盗難・紛失での責任は負いかねます。

 その他

遊具（浮輪等）の持込はご遠慮ください。※夏期、屋外プールでは浮輪のご利用ができます。

※貴重品ロッカーを準備しております。ご利用の際は2F受付へお声かけください。

更衣室のロッカーは必ずカギをおかけください。

 ロッカーでは・・・・

くつは必ず、ロッカーで保管ください。

ご利用中に不調・異常を感じましたら、お近くの監視員までお声かけください。

プール個人使用での指導行為は他の方のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。

 子どものご利用は・・・

オムツのとれた幼児（概ね3歳以上）よりご利用できます。

※例）プールサイドからの指導 ・ 複数人に対して指導 ・ プールを独占した指導等

サークルや団体での活動は、プール専用使用をご利用ください。（営利目的のご利用はできません）

プールサイドは走らないでください。また飛込み・潜水はご遠慮ください。

刺青・タトゥーをされた方は、ラッシュガード・サポーターの着用をお願いします。

（お忘れになられた方はプール2F受付に声をおかけください、無料レンタルできます）

水分補給の飲物（水筒・ペットボトル）を除き、プール場内での飲食はできません。

伝染病にかかっている方、水泳が不適当と診断されている方、酒気帯びの方のご利用はご遠慮ください。

メガネ着用のままでの入水はできません。メガネバンドの装着をお願いします。

プール入水の際は、準備体操を行い、お化粧・整髪料をシャワーでよく洗い流してからご入水ください。

プールご利用にあたって　ご協力とお願い

 プール場内では・・・

スイミングキャップ、水着を着用してください。（着衣でのご入場はご遠慮願います）

Tバック等の露出度の高い水着でのご利用をお断りさせていただいております。

貴金属・装飾品（時計・ネックレス・ピアス等）又は水泳に不用な物の持込みはご遠慮ください。

携帯電話（スマートフォン）等の電子機器類の場内への持込みはご遠慮ください。
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１．概要

　浦安市営東野プール 浦安市東野二丁目１８番１号　　TEL　047-352-6891（開場期間のみ）

２．利用時間

＊利用時間２時間

３．開場期間

　●７月第１土曜日から９月第１日曜日

　※ただし、悪天候等条件により、または、給水制限がでた場合は閉鎖となりますので、

　　直接施設にお問合せのうえ、ご利用ください。

４．使用料

〔プール〕 〔ロッカー〕

　１人１回　：　１０円

注　１６歳とは、その年度内に１６歳に達する年齢を

いいます

３９０円

区　　分 料金（１人２時間以内）

１３０円

１６歳以上

中学生以下

東野プール

競泳プール

子供プール

施　　設 利用できる時間

７コース、水深０．９ｍ～１．２ｍ

水深０．５～０．６ｍ

概　　　　　要

※日陰のスペースにおいて、軽食をとることができます。

施　設　名 持ち込み可能物

なし

ビーチボール・浮き輪

　午前９時から午後４時３０分まで
プ　ー　ル

（最終入場時間は、午後４時００分）

ビーチボール・浮き輪

ビーチボール・浮き輪流水プール

ちびっ子プール 水深０．４ｍ～０．５ｍ

水深１．０ｍ
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東野プールご利用にあたって　ご協力とお願い

コインの色 入場時間 退場時間 コインの色 入場時間 退場時間

赤 午前 ９時００分 ～ 午前 ９時３０分
午前　１１時３０
分

黄 午後 ０時０１分 ～ 午後 ０時３０分 午後　２時３０分

白 午前 ９時３１分 ～ 午前 １０時００分 正               午 赤 午後 ０時３１分 ～ 午後 １時００分 午後　３時００分

グレー 午前 １０時０１分 ～ 午前 １０時３０分 午後　０時３０分 白 午後 １時０１分 ～ 午後 １時３０分 午後　３時３０分

緑 午前 １０時３１分 ～ 午前 １１時００分 午後　１時００分 グレー 午後 １時３１分 ～ 午後 ２時００分 午後　４時００分

透明 午前 １１時０１分 ～ 午前 １１時３０分 午後　１時３０分 緑 午後 ２時０１分以降 午後　４時３０分

青 午前 １１時３１分 ～ 正午 午後　２時００分

２５ｍプール ⇒ ゴーグル　※うきわ ・ ビーチボール不可

流水 ・ こども ・ ちびっこプール ⇒ ゴーグル ・ うきわ ・ ビーチボール

●利用期間　2時間の入替制（入場時に色付きコインをお取りください）

1　次の人はプールのご利用ができません。         
 
 ①体調のすぐれない人         
 ②酒気帯びの人         
 ③かぜ、 眼疾、 その他感染性の病気にかかっている人や、 下痢等の症状のある人    
     
2 小さなお子様 （幼児） は保護者同伴での入場となります。  
　　  プール施設では小さなお子様 （幼児） から目を離さないでください。       
 
3 おむつのとれたお子様からご利用いただけます。         
 
4 準備運動を十分に行い、 シャワーをよく浴び、 からだをならしてからプールに入水してください。   
       
5 貴重品は持ち込まないでください。          

6 プールサイドにはタオル類及びビーチボール ・ うきわ ・ ゴーグル以外は持ち込まないでください。   
       
7 プール内で使用できるもの （遊具） は次のものだけです。

　　　　　※混雑時や強風の時など、 使用できない場合もあります。       
   
8 プール場内では次の行為はできません。           
　　 ①喫煙 ・ 飲酒 ・ 食事 （軽食可）         
　　 ②アルコール ・ 食べ物の持ち込み         
　　 ③カメラ ・ ビデオ ・ スマートホン等のデジタル機器による撮影       
　　 ④日傘 ・ ベビーカー ・ 履物 （外履き） の使用         
　　 ⑤走る ・ 飛び込む等の危険な行為         
　　 ⑥他の利用者への迷惑行為         
　　 ⑦メガネ （サングラス） 着用のままでの入水はできません。        
　　　  ※メガネバンドを受付にて無料レンタルできます。         
 
9 刺青 ・ タトゥー （シールを含む） のあるお客様はプール施設内での露出はできません。
 ラッシュガード （コンプレッションを含む） の着用をお願いします。  
 ※ラッシュガードを受付にて無料レンタルできます。         
 
10 入場者の多い時は、 入場制限をする場合があります。        
  
11 天候や渇水等により、 開場期間 ・ 開場時間を変更する場合があります。      
    
12 退場時には忘れ物にご注意ください。          

13 プール施設内では必ず係員の指示に従ってください。 その他不明な点は係員にお尋ねください。



－ 33－

 
➢ 利用時間 

   午前 １０ 時～午後 ５ 時 １時間入替制（ １０ 分間の入替時間含む） 

※ 午後 １ 時～午後 ２ 時 遊具安全点検・衛生管理のため休場 

※ 遊具の安全点検などにより、一部遊具が使用できない場合があります。予めご了承ください。 

➢ 休館日 

   第 １ ・ ３ 水曜日（祝日の場合は開場） ・ 年末年始（ １２/２９ ～ １/４ ） 

➢ 受付方法 

   開始時間の  30分前  より、先着順にて受付します。 

➢ 使用料 

区分 単位 料金 

市内在住の方 １ 時間 ２３０ 円 

市外在住の方 １ 時間 ３４０ 円 

➢ 利用スペース・対象・定員 

スペース 対象 こどもの定員 

マルチゾーン（ソフト遊具） ハイハイができるこども ～ ２ 歳 先着 ７ 人 

サーキットゾーン（固定遊具） ２ 歳 ～ ６ 歳（未就学児） 先着 ２０ 人 

※ 個人使用時は、安全管理のため、保護者のご入場をお願いします。 

※ 保護者は １８ 歳以上（高校生は除く）とし、保護者 １ 人につき、お子様 ２ 人まで利用できます。 

※ ２ 歳児はマルチゾーンとサーキットゾーンのどちらかを選んでください。 

➢ 安全ルール 

● 保護者の方には、スポーツルーム内でお子様の安全管理をしていただきます。 

※ ご利用前にお子様の服装やポケットの中身をご確認ください。 

①脱帽させ、髪を束ねるときはヘアゴムをご使用ください。②アクセサリー等は取り外してください。③ボタンやホック、   

ファスナーの多い服装はお避けください。④爪は短く切ってください。⑤靴下を脱がせてください。 

※ ご用の際は、お子様と一緒に行動してください。 

➢ 利用マナー 

● 他人に迷惑となる行為や施設を傷める行為は禁止します。 

● ゆずり合ってご利用ください。 

● 先のとがった物の持ち込みはできません。 

● 食べ物の持ち込みはできません。水分補給は、ペットボトルや水筒など、蓋の閉まる容器でお願いします。 

● 貴重品に限らず持ち物については、紛失・盗難のないよう、各自の責任において管理してください。 

● 電子機器での通話 ・ SNS ・ ゲーム ・ 動画サイトの閲覧などはできません。 

● 撮影はご自身のお子様のみとし、個人で楽しむ範囲としてください。 

● ゴミ箱はありません。お持ち帰りください。 

※ 利用中のケガ、お客様同士のトラブル、持ち物の紛失・破損、衣服の汚れ等につきましては、一切の責任を負いかねます。 

➢ スポーツ教室について 

  指導員が遊具の安全な利用方法や運動のアドバイスを行なう、スポーツ教室の開催もございます。教室内容や利用方

法など、詳しくは、下記にお問い合わせください。 

上記ルール・マナーを守れない利用者には退場していただく場合があります（使用料の返金はいたしません） 

お子様が安全に楽しく運動できるようご理解とご協力をお願いいたします 

【お問い合わせ先】 浦安市運動公園キッズスポーツルーム ☎ 047 – 304 - 0030 

キッズスポーツルームご利用にあたって　ご協力とお願い



                                     





・ブリオベッカ浦安競技場（陸上競技場）

・アーチェリー場

・スケートボード場

・キッズスポーツルーム

・軟式野球場（１面）（１面）   ブリオベッカフィールド明海（明海球技場）
「駐車場有り」
　・フットサルコート（１面）
　・少年サッカー場　（１面）

  総合公園球技場「駐車場有り」

⑭高洲海浜公園パークゴルフ場

⑮高洲南テニスコート（ハードコート２面）

・サッカー場兼ラグビー場（１面）

（砂入り人工芝２面）

（フットサルコート２面）

バルドラール浦安アリーナ（総合体育館）

バルドラール浦安アリーナ（屋内水泳プール）

ＫＧ軟式野球場（軟式野球場）（１面）

Ｊ：ＣＯＭ少年野球場（少年野球場）

２０２１年１月現在

消防署

15

高洲
小学校

浦安市斎場

高洲海浜
公園

浦安市漁業
記念公園

東京ベイ・浦安

市川医療センター

ブリオベッカ浦安アリーナ
（総合体育館　屋内プール）


