
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オールインワン! 
すべてを施設内に完備 

 

スポーツ複合施設 
太陽の丘グラウンド施設 

 

 



 
 
 

太陽の丘グラウンド施設利用規定 

 
 

太陽の丘グラウンド施設（以下、当施設という）の利用について、下記の事項を遵守して下さい。 
1.当施設の利用申込みは当施設利用規定に同意した上で行うものとし、当施設の利用にあたっては、当施設を利用

する全ての利用者（利用者の関係する来場者を含む）に当施設利用規定、利用方法・注意事項（当施設ホームペ
ージ（https://www.daiichi-group.net/）に掲載の通り）を遵守していただきます。 

2.当施設の利用にあたり、当施設管理⾧及びスタッフの指示に従って下さい。 
3.当施設の利用にあたり、当施設の秩序を乱す行為及び公序良俗に反する行為、法令法規に反する行為は禁止致し 

ます。 
4.アルコール又は薬物の影響下で当施設へ入場することは禁止致します。 
5.当施設の利用にあたり、利用の目的以外での利用は禁止致します。 
6.当施設の利用にあたり、申込書にて申請した場所以外の利用は禁止致します。 
7.当施設を利用できるのは、申込書にて申請した利用者に限ります。申請した利用者以外の利用及び申請した利用 

人数を超えての利用があった場合、別途料金をお支払いいただきます。 
8.当施設内にあるリサイクルセンター建物及び敷地、機械倉庫、備品倉庫、農園、その他利用の目的以外の場所へ 

の立ち入りを禁止致します。 
9.当施設内の諸設備、家具、備品等の移動及び持ち出しは禁止致します。 
10.当施設への危険物の持ち込みは禁止致します。 
11.当施設へのペット、動物の持ち込みは禁止致します。 
12.駐車場以外の場所への車両の進入、停車、駐車は禁止致します。ただし、大荷物の搬入等は事前に申請し当施設 

の許可を得た場合のみ認めるものとし、搬入にあたっては当施設管理⾧及びスタッフの指示に従って下さい。 
13.建物内、グラウンド内は禁煙です。所定の喫煙所以外の場所での喫煙、歩行喫煙、吸殻の投捨ては禁止致します。 
14.野生動物に餌を与えること及び触れることは禁止致します。 
15.利用者が当施設及び建物、設備、備品等の毀損、紛失、損害を与えた場合は、利用者にその損害の全てを弁償し 

ていただきます。 
16.当施設の利用中の安全、衛生、防犯管理等は、利用者の責任において行うものとします。 
17.利用者の持ち物、現金、貴重品については、自己責任で管理いただき、紛失、毀損、盗難等が発生しても当施設 

は一切責任を負いません。また、当施設内における如何なる事故や怪我等についても、当施設は一切責任を負い 
ません。 

18.利用者が当施設外の建造物、設備、備品等の毀損、紛失、損害を与えた場合は、利用者がその損害の全てを賠償 
しなければならないものとし、当施設は一切責任を負いません。また、当施設外における如何なる事故や怪我等 
についても、当施設は一切責任を負いません。 

19.当施設は天候等により、入場不可となる場合があります。 
20.当施設のグラウンドは、天候等、グラウンドコンディションにより利用不可となる場合があります。 
21.利用者が当施設の利用中に、天候不良、天変地異、災害、関係各省庁からの指導、その他当施設の責に帰さない 

事由により利用が中止された場合、その損害について、当施設は一切責任を負いません。 
22.当施設の利用終了後、利用者は利用した全ての施設、設備を清掃し、グラウンドの整備を行い、利用前の状態ま 

で原状回復を行って下さい。 
23.グラウンド整備、使用した室内、設備、備品の片付け、清掃は利用者が責任を持って行って下さい。 
24.当施設の各種利用料金のお支払いは、当施設ホームページ（https://www.daiichi-group.net/）に掲載の通りです 

のでご確認下さい。領収書は、銀行の振込明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。領収書の発 
行が必要な場合は、ご精算後に施設利用料として領収書を発行致します。 

25.キャンセル及びキャンセル料、利用内容の変更等については、当施設ホームページ（https://www.daiichi-
group.net/）に掲載の通りですのでご確認下さい。 

26.当施設利用規定に違反した場合は利用をお断り致します。これにより利用者に生じた如何なる損害について当施 
設は一切責任を負いません。 

27.前項により利用を中止した場合でも、予約時の利用料金をお支払いいただきます。 
28.当施設は事前に通知することなく当施設利用規定を改定することができるものとし、利用者は自己の責任におい 

てその改定について確認し、同意の上で当施設を利用するものとします。 
 
 
株式会社太陽の丘  殿 

年    月    日 
 

 上記、貴施設利用規定に同意しましたので、貴施設利用規定を遵守し利用することを誓約します。 
 
利用代表者（責任者） 
  
■氏 名：                                    印      ■連絡先：                                            
 
 
■住 所：                                                                                              
 
 
■団体名：                                                                                             



 
 
 

  
 太陽の丘グラウンド施設は、主にスポーツの練習や試合等の活動を目的とした方々向けにグラ
ウンド施設の提供をしております。ご利用に際しましては、当施設の利用規定をお守りいただき、
健全な活動の場としてご利用くださいますようお願い申し上げます。 

 
★施 設 名:太陽の丘グラウンド施設 【WEB】https://www.daiichi-group.net/ 

所 在 地 〒270-1601 千葉県印西市萩原 1425 
北総線日医大駅より徒歩 15 分（約 1.2ｋｍ） 
TEL:0476-98-2500 ※お問合せは下記受付窓口へ 
管理運営:㈱太陽の丘 

受付窓口 
    

(有)第一管理サービス 
〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東 3-14-3 
TEL:047-405-0011    お問合せはこちら 
FAX:047-405-0205   （月～土 8:00～15:00 まで）  

★施設 紹介  
グラウンド 第 1 グラウンド（メイングラウンド）硬式対応 

 センター110ｍ・両翼 92ｍ、公式試合対応、1 塁･3 塁ベンチ有 
第 2・3 グラウンド 
 センター100ｍ・両翼 92ｍ、硬式対応 
第 4・5 グラウンド 
 少年野球（軟式)対応、ソフトボール、サッカーその他対応 

室内練習場 基礎練習やアップ・投球等ができる室内練習場を 2 つ備えています 
グラウンド 
附帯施設 

アナウンス棟、特別観戦室、屋外観戦席、撮影棟、バッティングマシン場 
（硬式用）、移動式バッティングマシン（軟式用）、荷持置場、電光掲示板、 
スコアボード、サッカーゴール、備品倉庫 

屋外 
付帯施設 

 

サブグラウンド、トレーニングロード、庭園、花火の広場、バーベキュー広
場、昼食休憩場、飯盒設備『暖暖』、屋外共用炊事場（大型冷凍庫 2、大型
冷蔵庫 2、コンロ）炊飯場、ログハウス、自家農園、駐車場、屋外水洗トイ
レ、簡易トイレ、喫煙所 

建  物 
 
 
 

 

Ａ棟…全室エアコン完備 
部屋数 16 室（3 名定員 13 室、4 名定員 1 室、5 名定員 1 室、14 名定員 1
室）、食堂兼ホール 1、キッチン 1、共用浴室 1、女子浴室 1、共用シャワー
室（シャワー7）1、トイレ 4、洗面所 2、洗濯機 2、ウッドデッキ 1、TV1 
Ｂ棟…全室エアコン完備、扇風機 
部屋数 15 室（3 名定員 7 室、4 名定員 6 室、5 名定員２室、）、食堂兼ホー
ル 1、キッチン 1、女子浴室 1、シャワー室 1（シャワー1）、トイレ 5、洗
面所 5、洗濯機 1、ウッドデッキ 1、TV1 

その他設備 飲料自動販売機（酒類なし） 
★施設付近の環境 

車で 1～2 分 日医大付属北総病院、セブンイレブン、ナリタヤ、マツモトキヨシ 
いには野小学校、印旛中学校、和作（和食）、花膳（和食） 

車で 10～15 分 ジョイフル本田（日用品・資材他）、生鮮館ジャパンミート（ジョイフル本
田店内）、ヤオコー（牧の原モア店内）、コストコ 

そ の 他 OPEN8:00 
CLOSE17:00 



 
 
 

各種利用料金 
１．グラウンド利用料金（税込） 

 
グラウンド 

（1 団体 1 面） 
8:30～16:30 

 
第 1～第 3 面 

1 日（8 時間） 
8:30～16:30 

大 人 11,000 円 
中学生～大学生 8,800 円 
小学生 5,500 円 

半日（4 時間） 
① 8:30～12:30 
②12:30～16:30 

大 人 6,600 円 
中学生～大学生 5,280 円 
小学生 3,300 円 

※外部団体（団体の支部、関連する団体等を含む）を招致する場合、各団体につき、上記利用 
  料金の半額の料金がかかります。 
※利用面の指定はできません。また、どの面をご利用いただいても同一料金です。 
※時間単位でのご利用はできません。1 時間のご利用でも半日利用の扱いとなります。 
★室内練習場利用料金（無料） 

   雨天時に来場しているグラウンドのご利用者様が利用できます。 
   ※室内練習場のみの予約利用はできません。 
 
2．多目的利用料金（税込） 
A.全施設 

①到着日 8:30～翌日 16:30  3,300 円/１名 
②到着日 8:30～翌々日 16:30  6,600 円/1 名 
※1.グラウンド利用料金、3.オプション料金の利用は無料（E.お弁当注文のみ有料） 
※3 歳以下は無料 
※外部団体（団体の支部、関連する団体等を含む）を招致する場合、各団体につき、1.グラウ 

ンド利用料金の半額の料金がかかります。 
 

B.一部施設 
③到着日 8:30～当日 16:30  2,200 円/１名 
※1.グラウンド利用料金、3.オプション料金は有料 
※ドローン・撮影利用料金は異なりますので、お問合せ下さい。 
※大人数でのご利用、その他のご利用は別途ご相談下さい。 
 

３．オプション料金（税込） 
C.グラウンド附帯施設 

ナイター照明（18:00～21:00 まで）※雨天時は利用不可 4,400 円/1 時間 
電光掲示板 2,200 円/1 時間 
アナウンス室（アナウンス設備含む） 2,200 円/1 時間 
バッティングマシン 1,320 円/1 時間 

 
D.屋外附帯施設 

バーベキューセット（テーブル、椅子、鉄窯鉄板付、薪） 5,500 円/１団体 3 時間迄 
 
E.お弁当注文 
お弁当の注文は 10 個以上から承ります。●朝食、昼食:550 円/1 個  ●夕食:1,100 円/1 個 



 
 
 

 
 


