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〈名称〉

㊆栗林商会アリーナ　（正式名称　入江運動公園総合体育館）

〈住所〉

〒051-0023　室蘭市入江町１番地62

　電話　｜0143-84-6270

　メール｜kyoukai@murospo.com

〈管理者〉

指定管理者　（一財）室蘭市スポーツ協会

〈注意事項〉

• 大会要項などに掲載する際は［㊆栗林商会アリーナ］と明記して下さい。

• 書体は自由ですが屋号㊆は必須とし、赤字を基本とします。

• 挨拶など言葉で伝える場合［くりばやし　しょうかいありーな］とします。

名称・住所

施設概要
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〈休業日〉

年末年始

休業日

〈開館時間〉

開館時間　午前９時から午後９時まで 

〈注意事項〉

開館時間は入館～退館までの時間です。

午前９時に開館いたします。

午後８時４５分までに片付けを終了して下さい。

利用者は午後９時までに体育館から退館願います。

午後９時に消灯いたします。 

開館時間



アクセス

施設概要
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〈アクセスマップについて〉
• 市のホームページにデータを公開しています。

　大会パンフレットに使用して下さい。

〈大会時の駐車場について〉

• 大会の際はフェリーターミナル駐車場を臨時駐車場とします。

• 一般駐車場、路上駐車への駐車は絶対にしないで下さい。

※なお、場内整理や事故等については主催者の責任において対応するようお願いいたします。
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館内マップ

館内概要

施設概要
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主な施設

１階

メインアリーナ 　２面／バスケットボール、バレー、フットサル
１０面／バドミントン、ミニバレー、スポンジテニス

多目的ホール 　１面／バスケットボール、バレー、フットサル
　３面／バドミントン、ミニバレー、スポンジテニス

スタジオB 音響・壁鏡

小会議室 椅子12個、机6本　※大会時放送室として利用可

大会議室 椅子50個、机25本

男女更衣室 ダイヤル式ロッカー、シャワー室［10分100円］

交流サロン 物販販売など可能［有料］

キッズスペース ボルタリング［無料］、キッズコーナー［無料］

２階

スタジオA 音響・壁鏡

観覧席 790席＋車椅子18席

ランニングコース １週200ｍ

トレーニング室

その他

その他 救護室・授乳室・自動販売機・冷暖房・監視カメラ

会議室

メインアリーナ

ランニングコース



利用・予約の流れ

利用・予約方法

仮予約申し込み

料金納入

利用
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メインアリーナ
多目的ホール
スタジオA

メインアリーナ
多目的ホール
ランニングコース
交流サロン［無料］
※メインアリーナ・多目的ホールは
専用［全面・半面・区分］を除く

予約申し込み

料金納入

利用

利用

メインアリーナ
多目的ホール
スタジオA/B
大/小会議室、
交流サロン
※ランニングコースは原則専用出来ません。
※交流サロンの専用範囲ついては管理者と
　要協議

３月前 8日前 当日 利用範囲

料金納入

申請書提出

予約申込み先

電話による申込み　又は　直接体育館にお越し下さい

〈電話による申込み〉

電話番号　０１４３－８４－６２７０

料金納入方法

〈料金納入方法〉

券売機により購入して下さい。

〈領収書〉

券売機の領収書発券ボタンを押して下さい。
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個人で利用する場合

利用方法

〈個人で利用する場合について〉

• 利用当日にお越しいただき、券売機で利用券を購入の上　受付に提出しご利用下

さい。

〈注意事項〉

• 各施設　先着順の利用となっております。

• 専用予約［全面・半面・区分］が入っている場合は

　➊利用できない場合

　❷利用時間”及び”利用種目”が制限される場合

　があります。

※なお、個人利用が混雑している場合、多くの方に利用頂けるよう利用時間を

　調整させて頂きます。譲り合ってご利用頂くようご協力下さい。

※利用時間など安心してご利用頂くため事前予約［専用（全面・半面・区分）］を

　おすすめいたします。
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専用［全面・半面］を利用する場合　※大会やイベントなど

〈専用［全面・半面］を利用する場合について〉

• 利用希望日の３月前～８日前まで予約可能です。

• 予約申込み先［電話0143-84-6270　指定管理者　室蘭市スポーツ協会］に空き

状況を確認し、仮押さえをした後、利用日の８日前までに、申請書を提出して下

さい。　※申請書の提出をもって確定いたします。

• 申請書提出後に許可書を発行いたします。

• 許可書受領後、券売機で利用券を購入し受付に提出して下さい。

• メインアリーナや多目的ホールを専用［全面・半面］利用の場合で放送設備又は

小会議室が必要な場合、小会議室［放送設備付き］を無料で利用頂けます。但し、

半面利用の場合で、もう一方の利用者も小会議室の利用を希望の場合は管理者に

て調整させていただきます。

• 観覧者の入場は無料です。

〈キャンセルについて〉

• 利用日の15日前までにキャンセルの申し出たときは全額返金いたします。

• 利用日の14日前∼４日前までにキャンセルの申し出たときは半額返金いたします。

• 利用日の３日前までにキャンセルの申し出たときは返金いたしません。

• なお、利用日当日、利用時間までにご来館・支払いがない場合は１度こちらから

ご連絡いたしますが、

　➊電話がつながらない

　　又は

　❷１時間を越えてご来館・支払いがない場はキャンセルとして扱います。

　　その場合、後日、キャンセル料をご請求いたします。

利用方法
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専用［全面・半面］を利用する場合　※大会やイベントなど

〈注意事項〉

• ランニングコースの専用利用は出来ません。

• ランニングコースは原則、専用利用時も一般利用者が利用いたします。

　※選手のアップ会場、荷物置き場、控え室などが必要な場合は別途多目的ホール

　　や会議室等を予約して下さい。

• 大会における新型コロナウイルスの発生による対応や観覧者の入場の有無、試合

間隔の調整、館内マスク着用の徹底など新型コロナウイルス感染防止対策につい

ては主催者において責任を持って対応願います。

• 専用［全面・半面］は指定された場所の利用を確約したものです。

• 専用［全面・半面］を予約した方が他の施設や個人利用の場所を利用する場合は

別途利用料金が必要となります。

　　　［専用［全面・半面］予約した方で別途利用料金が必要な事例］

　　　　●バスケットゴールを利用する。

　　　　●ランニングコースを利用する。

　　　　●当日、専用［区分］の予約が入っていない個人利用として確保した

　　　　　コートを利用する。

　　　　●他の施設［会議室やスタジオ等］を利用する。

利用方法
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専用［　区分　］を利用する場合
［バドミントンコートサイズ１面］及び［卓球１台］の区分を利用する場合
並ばずに安心して利用出来ます。

［バドミントンコートサイズ１面］及び［卓球１台］ 毎の事前予約が可能です。

利用方法

〈専用［区分］を利用する場合について〉

• 利用希望日の７日前から予約可能です。

• 予約申込み先［電話0143-84-6270　指定管理者　室蘭市スポーツ協会］に空き

状況を確認の上、予約願います。

• 利用当日にお越しいただき、券売機で券を購入の上　受付に提出しご利用下さい。

• 団体代表者又はグループの代表者が１回の予約で複数のコートを予約することも

可能です。

〈キャンセルについて〉

• 利用日の３日前のキャンセルについてはキャンセル料は発生しません。

• 利用日の２日前のキャンセルについては、後日キャンセル料をご請求いたします。

• なお、利用日当日、利用時間までにご来館・支払いがない場合は１度こちらから

ご連絡いたしますが、

　➊電話がつながらない

　又は

　❷１時間を越えてご来館・支払いがない場

　はキャンセルとして扱います。

• なお、その場合、後日、キャンセル料をご請求いたします。

〈注意事項〉

• 専用［区分］は指定された場所の利用を確約したものです。

• 専用［区分］を予約した方が他の施設や個人利用の場所を利用する場合は

　別途利用料金が必要となります。

　［専用［全面・半面］予約した方で別途利用料金が必要な事例］

　　　　●バスケットゴールを利用する。

　　　　●ランニングコースを利用する。

　　　　●当日、専用［区分］の予約が入っていない個人利用として確保した

　　　　　コートを利用する。

　　　　●他の施設［会議室やスタジオ等］を利用する。
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専用［　区分　］の運用方法［参考例］

利用方法

〈専用［区分］の運用方法について〉

• 専用［　区分　］の利用範囲はメインアリーナ・多目的ホール・２階のスタジA

　です。

• 予約順に［バドミントンコートサイズ１面］又は［卓球１台］を確保いたします

“（例）緑囲み”

• 当日、専用［区分］の予約が入っていない場合は個人利用“（例）赤囲み”の場所と

して利用又は当日の専用［区分］として利用が可能です。

• なお、当日の個人利用者用として多目的ホールのバスケットコート1/3面及び［バ

ドミントンコートサイズ］又は［卓球台］を確保しています。

１階平面図 ２階平面図

大会議室
小会議室 事務室

受付

交流サロン

キッズスペース

女子
更衣室
男子

更衣室

トレーニング室

ランニングコース
１周200m

物品庫

スタジオ
B

メインアリーナ

多目的ホール

スタジオ
A
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利用料金表

個人利用

個人利用
(トレ室除く）

午前 午後１ 午後２ 夜間
回数券
12枚綴り9:00-　　　　

　11:45
12:00-
　14:45

15:00-
　17:45

18:00-
　20:45

一般

1人1回
※市内
中学生
以下は
無料

350円 350円 350円 350円 3,500円

高齢者 230円 230円 230円 230円 2,300円

高校生 180円 180円 180円 180円 1,800円

中学生以
下

90円 90円 90円 90円 900円

ランニングコースのみ使用の場合　終日100円　

専用［全面・半面］

専用［全面・半面］利用料

午前 午後１ 午後２ 夜間

9:00-　　　　
　11:45

12:00-
　14:45

15:00-
　17:45

18:00-
　20:45

メイン
アリーナ

アマチュ
アスポー
ツに使用

入場料を
徴収しな
い

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

入場料を
徴収する

30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

その他の
催物に使
用

入場料を
徴収しな
い

40,000円 40,000円 40,000円 40,000円

入場料を
徴収する

150,150
円

150,150
円

150,150
円

150,150
円

多目的ホール 4,040円 4,040円 4,040円 4,040円

スタジオA 3,800円 3,800円 3,800円 3,800円

スタジオB 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円

大会議室 1,540円 1,540円 1,540円 1,540円

小会議室 550円 550円 550円 550円
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利用料金表

6

専用［ 区分 ］

専用［区分］利用料
午前 午後１ 午後２ 夜間

9:00-　　　　
　11:45

12:00-
　14:45

15:00-
　17:45

18:00-
　20:45

バドミントンコートサイズ 1,250円 1,250円 1,250円 1,250円

卓球１台 550円 550円 550円 550円

〈利用料金表に関する注意事項〉

• 時間区分を連続して使用する場合の額は、それぞれの時間区分の額を合算した額とする。

• 利用使用料の表の時間区分にない時間(時間区分を連続して使用する場合を除く。)において使

用が認められた場合の額は、１時間につき午前の時間区分の１時間分とし、その金額に１０

円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

• メインアリーナの半面を専用利用する場合の額は、メインアリーナの区分の２分の１の額と

し、その金額に１０円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

• メインアリーナ又は多目的ホールを専用利用する場合にあっては、その時間区分につき、小

会議室の利用料は、無料とする。

• メインアリーナをその他の催物に使用する場合で入場料を徴収しないものの区分に該当して

使用する者が商品の宣伝、展示等商業活動の目的をもって使用する場合の額は、この表の額

（前３項の規定により定められた額を含む。）の２倍の額とする。

• 商業、宣伝、興行等営利を目的として多目的ホール、スタジオＡ，スタジオＢ、大会議室、

小会議室又は交流サロンを使用する場合の額は、この表の額（第２項及び第３項の規定によ

り定められた額を含む。）の２倍の額とする。

• 回数券は、１枚につき１人１回の利用とする。

• シャワーその他附属施設を利用する場合は、その実費相当額を徴収することができる。
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その他
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物販販売などの出店

飲食店や大会時のグッツ販売などの出店が可能です。

〈物販販売等の出店について〉

• 出店可能な場所｜交流サロン

• 利用料　　　　｜１平方メートル１日につき　40円

〈注意事項〉

• 商業、宣伝、興行等営利を目的として使用する場合の額は、２倍の額［80円］と

なります。

• 利用料の他、目的や規模などに応じ別途管理費用が発生する場合がございます。

詳しくは管理者に問合せ願います。
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大会主催者へのお願い

大会パンフレットやプログラムなどで

室蘭のＰＲ　周辺の飲食店のご紹介をお願いいたします。

〈ＱＲコードの添付〉

• 市のホームページにＱＲコードを公開しています。

• 大会パンフレットに添付して使用して下さい。



館内にはWi-Fiが整備されています。

Wi-Fi

ネットワーク名：freespot=SecurityPassword(AES)

Wi-Fi

パスワード：freespot
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接続方法：本市ホームページ　　　　　　　

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/freespot.html



連絡先

電話　：０１４３－２２－１１１２

教育部生涯学習課［スポーツ］

メール：syougaigakusyuu@city.muroran.lg.jp
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ＨＰ　：https://www.city.muroran.lg.jp/main/org9430.html

電話　：０１４３－８４－６２７０

（一財）室蘭市スポーツ協会［指定管理者］

メール：kyoukai@murospo.com

ＨＰ　：https://murospo.com/taikyo/index-bl2021.html
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