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東京体育館 屋内プールコース貸の利用について 

屋内プールコース貸をご利用の際は、お申込み前に団体登録が必要となります。 

※構成員５名以上の団体が対象です。 

 

１ お申込みについて 

 

利用時間 ◆９：００～２１：００  ※日曜、祝日を除きます。 

①09：00～11：00   ②11：00～13：00  ③13：00～15：00 

④15：00～17：00  ⑤17：00～19：00 ⑥19：00～21：00 

◆１コマ２時間、上記時間区分で承ります。 

◆２コマ以上でのご予約も可能です。 

◆安全点検時間（一時退水時間①12:50～、②18:50～）があります。 

◆夏季の７月・８月は一般公開のみのためコース貸を行っていません。また、

６月・９月は平日のみの貸出になります。 

◆休館日、大規模大会の実施等によりご利用いただけない日がございます。 

◆年末年始については、別途お問い合わせください。 

コース貸範囲と

利用人数 

５０ｍプール…１レーン（１１名以上） 

２５ｍプール…１レーン（５名以上）ｏｒ２レーン（１１名以上） 

◆６月・９月は５０ｍ・２５ｍプールともに１レーンのみの貸出になります。 

 ★コースの指定はできません。 

★伝染性疾病等の対策のため利用人数上限等を設ける場合がございます。 

申込方法 ◆利用月の７ヶ月前の２０日から利用月の２ヶ月前の末日まで受付。 

★例／１０月利用分→３月２０日～８月末日まで受付 

 

◆機械抽選申込（受付９：００～）※詳細はＰ７参照 

①利用月７ヶ月前の２０日９：００から、該当月分のお申込みができます。 

 ★例／４月２０日から実施→１１月１日～３０日利用分 

  ②７月と８月は、団体利用ができません。よって、１２月２０日～と、 

１月２０日～については、機械抽選申込を実施いたしません。 

 ③機械抽選申込で決定した予約はキャンセルできません。実際のご利用がな

い場合も、利用料金をお支払いただきます。 

  

◆来館・電話（９：００～２０：００）※休館日および年末年始を除く 

①該当月の先着順予約を利用月６ヶ月前の５日１３：００から承ります。 

②年末年始のお申込みは、別途お問い合わせください。 

③受付時間及び方法は今後変更となることがございます。 
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◆東京都スポーツ施設システム予約システム（２４時間受付、先着順申込） 

①パソコン、スマートフォン、携帯電話サイトによるお申込み。ご利用には暗証

番号が必要です。  

②機械抽選終了後、該当月の先着順予約を利用月６ヶ月前の５日８：００か

ら承ります。 

③年末年始（１２月２９日～１月３日）は予約システムを休止させていただ 

きます。 

電話・インターネット予約の締切日 

ご利用月 予約締切日 

１０月  ８月 ３１日 

１１月  ９月 ３０日 

１２月  １０月 ３１日 

１月  １１月 ３０日 

２月  １２月 ２８日 

３月  １月 ３１日 

４月  ２月  末日 

５月  ３月 ３１日 

６月  ４月 ３０日 

９月  ７月 ３１日 

◆７月８月は団体のご利用はできません。 

◆仮予約及び予約内容の変更はできません。 

◆キャンセルがないよう十分にご計画ください。 

請求書の発行 利用決定後、「一般施設使用仮承認書兼施設利用料金請求書」を発行します。 

料金の支払い 

（事前払い） 

◆利用申込日から１週間以内に、予納金（利用料金の１０％）をお支払いくだ

さい。 

◆残額施設利用料金（利用料金の９０％）を、申込日から１ヶ月以内にお支払

いください。 

①予納金納入の際に同時にお支払いいただいても構いません。 

 

 

 

 

 ②お支払期限及びご請求金額は、利用決定後にお渡しする「一般施設使用仮

承認書兼施設利用料金請求書」に記載されております。 

◆お支払い方法 

①銀行振込  

   

 

例／１０月分を４月１日にお申込の場合 

  予納金支払期限：４月８日 

  残額施設利用料金支払期限：５月１日 

口座番号 三菱ＵＦＪ銀行 原宿支店 普通預金 ３９６１８１３ 

名  義 東京体育館館長  
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  振込手数料はご利用者負担となります。あらかじめご了承ください。 

振込者名には、「利用者番号・団体名」を必ずご入力ください。 

 入金の確認が取れ次第、「一般施設使用承認書兼施設利用料金領収書」  

をご郵送します。 

②東京体育館 団体利用受付（施設専用使用受付事務室） 

受付時間 ９：００～２０：００ ※休館日を除く 

 現金、クレジットカードでお支払いください。その場で「一般施設使用承 

認書兼施設利用料金領収書」を発行いたします。 

（一部ご利用になれないカードもあります。） 

 

 ★東京体育館より発行される書類、金融機関から発行される書類等は控え 

となりますので、必ず保管してください。 

使用権の譲渡・

転貸の禁止 
お申込み団体以外はご利用いただけません。 

 

 

◆キャンセルについて 

①「施設利用取消申請書」にご記入ください。（受領日がキャンセル日となります。） 

  ②既にお支払いいただいている予納金は返金ができませんので予めご了承ください。 

  ③残額施設利用料金の支払期限（申込日から１カ月以内）までに届け出があった場合、既に

お支払い済みの施設利用料金のうち予納金を除いた額を返金します。 

  ④残額施設利用料金の支払期限後にキャンセルされた場合については、返金することができ

ませんので、予めご了承ください。 

  ⑤支払期限を過ぎてのキャンセルについては、全額お支払いいただきます。 

  ⑥返金は団体利用受付にて現金でのお渡し、またはお振込みとなります。（お振込みを希   

望される場合の手数料はご利用者負担となります。） 

  ⑦機械抽選申込での予約はキャンセルできませんので、支払期限前であっても、全額お支払

いいただきます。 

※Ｐ５『 施設利用支払・キャンセルの取扱い 』をご覧ください。 
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対象施設

１週間　 １ヶ月　

対象施設

１週間　 １ヶ月　

施設利用支払・キャンセルの取扱い

【機械抽選の場合】

お支払い

キャンセル

【先着順申込の場合】

申
込
日

2021.12.18

プール

お支払い

キャンセル

申
込
日

プール

☆　利用日１ヶ月前を過ぎてからのお申込みについては、利用料金を全額一括でお支払い下さい。

　　（例.１２/１利用日→１１/1以降に申込）

☆　申込から１ヶ月を過ぎてキャンセルされる場合、返金はございません。

　　 お支払いがお済みでない場合は、全額をお支払い頂きます。

予納金（１０％）は必ずお支払いとなります。

残額（９０％）は返金いたします。

全額返金できません。

未納金は全額お支払い頂きます。

予納金お支払い（１０％）

残額お支払い（９０％）

予納金お支払い（１０％）

残額お支払い（９０％）

<お問い合わせ>

東京体育館 サービス担当

ＴＥＬ０３－６３８０－４８３２（９：００～２１：００）
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２ ご利用の流れ 

※館内へは、サブアリーナ棟正面出入口（ガラスの三角屋根下の自動扉）より出入りしてく

ださい。 

＜カウンターゲートの入退場について＞   

ゲートの入退場は、団体でまとまって行ってください。 

（１）入場時 

  ①代表者または責任者の方は、団体利用窓口に「一般施設使用承認書兼施設利用料金領収書」 

   または「東京都体育施設利用登録カード」、「体調管理チェックシート」を提示してくださ 

い。施設利用報告書をお渡しします。 

②総合案内にてご利用人数分の団体利用カードをお渡しします。団体利用カードはロッカー 

利用の際に必要となりますので、お一人ずつお持ちください。 

  ③遅れて入場する方がいる場合は、「遅刻者リスト」に遅れてくる方のお名前を記入のうえ、

総合案内にご提出ください。また、遅れてくる方に必ず総合案内にて「団体名・氏名」を

お伝えいただくようご周知ください。なお、「遅刻者リスト」にお名前のない方は伝染性

疾病等の対策の観点から、遅れてご入場いただけませんので、あらかじめご承知おきくださ

い。        

        ④更衣室へは利用の２０分前からご入場いただけます。ただし、９：００からの利用団体 

は、開館と同時の９：００からのご入場となります。 

⑤プール場内へは、利用時間になりましたらご入場いただけます。 

⑥日・祝日は２１：００までの営業となりますので、２１：００までに完全退館となります。 

（２）退場時        

①プール場内からは、ご利用時間内に退場してください。カウンターゲートは、利用時間終

了後２０分以内にご退場ください。それ以上、滞在されますと超過料金（個人施設利用料

金）が発生いたします。あらかじめご承知おきください。 

 ②代表者の方は「施設利用報告書」を記入のうえ、総合案内へご提出ください。 

 

３ ご利用上の注意及びお願い 

（１）プール入水前には化粧・整髪料を落とし、シャワーを浴びてください。 

（２）腕時計や、アクセサリー類は外してください。活動量計のお持ち込みもできません。 

（３）必ずスイミングキャップを着用し、露出の多い水着での利用はご遠慮ください。 

（４）貴重品類は更衣室ロッカーまたは貴重品ロッカーに預けてから、ご利用ください。 

（５）ドリンク類の持込みはフタ付きかつ割れない素材の容器で、中身は「水」に限ります。 

（６）他コースをご利用のお客様が、入退水時にコースを通過する場合があります。あらかじ 

   めご了承ください。 

（７）プールコース貸ご利用時のみ、飛込み、潜水の練習が可能です。ただし、隣接コースや

周囲の利用者等への安全に十分ご配慮ください。 

（８）指導者、マネージャー等、入水しない方は万一の救助にそなえ水着を着用のうえ、Ｔシ

ャツ、短パンのみ着用もしくは持ち込みが可能です。また、指導者の方は水マスクの着

用を必ずお願いします。 

（９）見学者の入場については、原則水着着用です。やむを得ずＴシャツ着用で見学の場合は、 

    赤色以外（ライフガードが赤色着用の為）でお願いします。 
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    ★事前承認が必要になりますので、必ずお申し出ください。 

（10）安全点検時間には、係員の案内に従い一時退水をお願いします。 

    ＜１回目１２：５０～ ２回目１８：５０～＞ 

（11）館内での営業・勧誘行為はご遠慮ください。 

（12）プールサイドを占有利用しないようご注意ください。 

（13）その他、場内の規則及び係員の指示等に従ってご利用ください。 

（14) ロッカールーム内は混雑が予想されますので、他のご利用者にご配慮いただきますよう 

お願いします。 

★伝染性疾病等の対策のため人数制限等を設ける場合がございます。 

（15）ロッカーから離れる際は、必ず施錠し、キーを肌身離さずお持ちいただくか、団体責任 

   者管理の下保管してください。 

（16）キーを紛失した場合、預かり金として２，２００円申し受けます。当日中に見つかった 

場合のみ、預かり金を返金します。 

（17）「駐車場」については、運営に必要な物品搬入がある場合のみ、割引券（３時間まで 

１１０円／６０分）を発行します。（１回の利用につき１団体１枚まで） 

団体名、お名前をお申し出いただき、入車の際発行された駐車証明書を団体利用受付に

ご提示ください。但し、個人の荷物のお持込みの場合には発行されません。 

（18）駐車場の確保はできません。満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。 

  （19）大規模大会が催される場合は、駐車場が貸切りとなる場合があります。その場合、駐車    

場はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。 

   貸切りの有無につきましては、東京体育館のホームページまたは、お電話にてお問合

せください。 

（20）参加者には、駐車場の割引券は発行されません。参加者の方にご周知ください。 

（21）館内は全館禁煙です。 

（22) 救急車の要請を必要とする場合は、必ず監視員にお知らせください。応急処置は団体

の責任において行ってください。 

（23) 利用開始時間を過ぎても、連絡なく来館されない場合は一般公開とさせていただきま

す。 

（24) 他のお客様に迷惑のかかる行為など、公共施設の不適切な使用があった場合には、使

用をお断りする場合があります。 

（25) 施設の利用にあたりましては、入場制限や設備の使用制限など、東京都やスポーツ庁

等の新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインに準じた対策を講じる場合がござい

ます。施設側の対策に加え、利用団体の皆様には、各種チェックシートの提出や使用備

品・器具等の消毒、来場者への周知等の徹底をお願いする形となります。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等につきましては、情勢により利用方法などが

変更となる可能性がございます。変更等ございましたら、改めてホームページ等にてご

案内させていただきます。 
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４ 持込可能用品について 

持込可能用品（遊泳に必要のない用品はお持込みいただけません。） 

・タオル ・ゴーグル ・鼻栓 ・プルブイ ・ソフトパドル ・ビート板 

   なお、上記以外の持込用品がある場合は、別紙「【屋内プールコース貸】持込用品届」

をご記入のうえ、ライフガードへ提示して確認を受けてください。 

 

５ 貸出備品について 

   備え付けのビート板、プルブイ等は、数に限りがありますので団体での占有使用はご

遠慮ください。団体でご使用になる場合は、なるべくお持込みいただきますようご協

力をお願いします。 

   ★伝染性疾病等の対策のため使用制限等を設ける場合がございます。 

＜次の利用者様のために、利用時間は厳守していただきますようお願いします。＞ 

 

６ プール内での禁止事項 

・カメラ、ビデオによる撮影  ・水以外の飲料の持込 

・館内での勧誘、営業行為   ・露出の多い水着での利用 
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 東京体育館【屋内プールコース貸】一般受付（機械抽選申込）について 

 

①東京都スポーツ施設予約システムでお申込みください。団体登録時のパスワードが必要となり

ます。 

②抽選申込期間は、1 回目の抽選申込は利用月の７ヶ月前の月の 20 日～月末、 

         2 回目の抽選申込は利用月の 6 か月前の 1 日～4 日です。 

③お申込みできるのは 1 回の抽選に対して 5 コマまでです。 

④抽選スケジュール 

 １回目 受付：利用希望月の 7 ヶ月前の 20 日９：００～月末２４：００ 

抽選：利用希望月の６ヶ月前の 1 日※抽選結果による予約確定日 

２回目 受付：利用希望月の６ヶ月の１日９：００～４日２４：００ 

抽選：利用希望月の６ヶ月前の５日※抽選結果による予約確定日 

先着順による申込 利用希望月の６ヶ月前の５日～ 

 

★抽選申込において利用決定したご予約は、キャンセルができませんので、事前に十分ご計画

のうえお申込みください。 

★操作方法については、別紙「東京体育館 プール抽選申込操作マニュアル」をご確認くださ

い。 

 

機械抽選実施日 

 

該当月 機械抽選申込開始 （予約締切日） 

１０月 ３月 ２０日から  （８月 ３１日） 

１１月 ４月 ２０日から  （９月 ３０日） 

１２月 ５月 ２０日から  （１０月 ３１日） 

１月 ６月 ２０日から  （１１月 ３０日） 

２月 ７月 ２０日から  （１２月 ２８日） 

３月 ８月 ２０日から  （１月 ３１日） 

４月 ９月 ２０日から  （２月  末日） 

５月 １０月 ２０日から  （３月 ３１日） 

６月 １１月 ２０日から  （４月 ３０日） 

９月 ２月 ２０日から  （７月 ３１日） 

 

★１月（7 月分）、２月（8 月分）の機械抽選申込は実施しません。 

 

 


