
 

  
  

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。また、合宿所施設として運営をしており
ますので、ホテルや旅館の様なシステムやサービスはございません。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】http://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 会社 
（受付窓口） 

    

(有)第一管理サービス:太陽の丘施設管理部 
〒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 
附帯施設 1 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 

付帯施設 2 
 

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』、屋外共同炊事場、炊飯場、ログハウス、
自家農園、ビニールハウス、リサイクルセンター、駐車場、屋外水洗トイレ、
簡易トイレ、喫煙所 

建  物 
 
 
 

 

Ａ棟（2 階建）…全室エアコン完備、定員最大 63 名 
部屋数 16 室（3 名定員 13 室、4 名定員 1 室、6 名定員 1 室、14 名定員 1
室）、食堂兼ホール 1、キッチン 1、共同浴室 1、女子浴室 1、共同シャワー
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（3 階建）…全室エアコン完備・扇風機有、定員最大 56 名 
部屋数 15 室（3 名定員 6 室、4 名定員７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 大型冷凍庫 2、大型冷蔵庫 2、洗濯干し場 1 
備  品 ラインカー ※石灰、ベース、球はご持参下さい 

★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 分程 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） 
そ の 他 チェックイン（開門）8:30／チェックアウト（閉門）16:30 



 
施設の利用目的 

合 宿 
各種 

スポーツ 
野球、ソフトボール、サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ、テニス 
バドミントン、室内練習、バッティング練習 

多目的 大小運動会、盆踊り大会、ドローン教習練習、自転車安全教室 
研修会、講演会、会議、花火大会、バーベキュー 

 
１．合宿 利用料金（食事無し）／1 名につき（税込）※10 名様以上から 

4 歳～大人  3,240 円/１泊 2 日 
幼児 3 歳以下  無 料 ※寝具の用意無しの場合 

【食事について】 
※食事は付いていませんので、ご利用者様でご用意下さい。食品、飲物の持ち込みは自由

です。油や調味料等は備えてありませんのでご用意下さい。 
※キッチン、屋外共同炊事場、炊飯場、冷蔵庫、冷凍庫、電子レンジ、炊飯器、大鍋、調

理器具、食器類、食器用洗剤の使用は無料です。 
【飲物について】 

※施設内にはジュースや水、お茶等の自販機はありますが、酒類の販売はしていません。 
 

２．日帰り グラウンド使用料金／1 団体につき（税込） 
 

グラウンド 
（1 団体 1 面） 
8:30～16:30 

 
1 日（8 時間） 

大 人 10,800 円 
中学生～大学生 8,640 円 
小学生 5,400 円 

 
半日（4 時間） 

大 人 6,480 円 
中学生～大学生 5,180 円 
小学生 3,240 円 

３．施設使用料金／１名につき（税込） 
グラウンドを使用する中で、ご希望により建物内の食堂とトイレをお貸しすることができ 
ます。 

 
※合宿の場合、施設使用 

料金はかかりません。 
 

４．オプション料金（税込） 
ナイター照明（利用は午後 9 時まで） 4,320 円/1 時間 
電光掲示板 1,940 円/1 時間 
アナウンス室（アナウンス設備含む） 2,160 円/1 時間 
バッティングマシン 1,290 円/1 時間 
バーベキューセット（テーブル、椅子、鉄窯、薪） 5,400 円/１団体 

※合宿の場合、バーベキューセットは無料でご使用いただけます。 
 
５．多目的の利用料金 
多目的の利用料金はお問い合わせ下さい。また、大人数でのご利用は別途ご相談下さい。 

大 人 1,080 円 
中学生～大学生 860 円 
4 歳～小学生 540 円 

（有料） 

※外部団体を招致する場合、各団体につき、上記２.日帰りの料金の半額の料金がかかります。 
（1.合宿、2.日帰り共通） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　  廊　　   下

※人数分のシーツと枕カバーは１Ｆ１０３の部屋に用意してあります。各自へお配り

※Ａ棟の共同浴室は、Ａ棟Ｂ棟の共用です。入浴時間はご利用者様同士時間ごとのお

 階　　　段

　話し合いでご利用下さい。A棟共同浴室入口ドアから出入りして下さい。

※空部屋は、使用（入室）しないようにお願いします。

※部屋割りは１階から順にお願いします。

※エアコンのリモコンは元の場所へお戻し下さい。

※各部屋の扇風機は、使用後は必ず電源コードを抜いて下さい。

※屋外共同炊事場はゆずり合いご使用下さい。

※布団の移動はできますが、使用後は元の部屋に戻し数をそろえて下さい。

   下さい。

　　３０４ 号室

        　　（４名）

　　３０６ 号室

（４名）

３０５ 号室

（４～５名）

（２～３名）

　　　　　（４～５名） 　　　　（４名）

 ３０３ 号室

洗面所

　　　３０１ 号室 　　３０２ 号室

トイレ

トイレ

３Ｆ ( 最大２５名 )



 
太陽の丘施設利用規定 

太陽の丘（以下、当施設という）の利用について、下記記載の当施設利用規定を遵守して下さい。 

 

１．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。 

２．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。 

３．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。  

４．当施設内の諸設備・家具等の移動及び備品の持ち出しは禁止致します。 

５．当施設への危険物の持ち込みは禁止致します。 

６．当施設へのペット（犬・猫・他）、動物の持ち込みは禁止致します。 

７．当施設内にある農園・リサイクルセンター建物及び敷地・備品倉庫・機械倉庫等、利用の目的以外

の場所への立ち入りは禁止致します。 

８．当施設及び建物・設備・備品等に損害を与えた場合には、その損害を弁償していただきます。 

９．当施設の建物内は全て禁煙です。所定の喫煙所以外の場所での喫煙及び歩行喫煙は禁止致します。 

10．野生生物に餌を与えること及び触れることは禁止致します。 

11．入浴及びシャワーの時間は、原則として午後４時から午後９時迄です。 

12．グラウンド整備・各部屋の掃除・洗濯等は利用者が責任を持って行って下さい。   

13．グラウンドは、雨天等のグラウンドコンディションにより使用不可となる場合があります。 

14．当施設の利用終了後、利用者は利用した全ての設備及びグラウンドを利用前の状態まで原状回復を

必ず行って下さい。 

15．利用者の持ち物・現金・貴重品については、全て自己責任で管理いただき、紛失・毀損・盗難等が

生じ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。 

16．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。 

17．当施設の合宿利用料金のお支払いは、利用日の前日（金融機関営業日）迄に当施設の指定する口座 

（管理会社）へ振込みをお願い致します。尚、前日迄に入金確認ができない場合、利用は出来ません

のでご注意下さい。合宿以外の利用料金のお支払いについては、利用後に請求書を発行致しますの

で指定期日迄に振込にてお支払い下さい。指定期日迄に入金確認ができない場合、入金確認ができ

る迄当施設の利用は出来ません。 

18．キャンセル及びキャンセル料、利用内容の変更については、当施設のホームページ

（htpp://www.daiichi-group.net/）に掲載の通りです。 

19．領収書は、銀行振り込み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。領収書発行必要

の場合には、当施設の利用料ご精算後に施設利用料として領収書を発行致します。  

20．本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。 

21．本規定は、当施設を利用する全ての利用者（招致来場者含む）に遵守していただきます。 

22．当施設は、事前に通知することなく本規定を変更することができるものとします。 

 以上 

㈱太陽の丘 殿 

上記、太陽の丘施設利用規定の説明を受け理解しましたので、利用規定を遵守し利用することを誓約し 

ます。 

   年   月   日 

利用者代表（責任者）                       

 

住 所：                                           

 

氏 名：                                印         

 

団体名：                                          

 

合宿利用者用 



 

太陽の丘施設利用規定 

 太陽の丘（以下、当施設という）の利用について、下記記載の当施設利用規定を遵守して下さい。 

 

１．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。 

２．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。 

３．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。  

４．当施設内の諸設備・家具等の移動及び備品の持ち出しは禁止致します。 

５．当施設への危険物の持ち込みは禁止致します。 

６．当施設へのペット（犬・猫・他）、動物の持ち込みは禁止致します。 

７．当施設内にある農園・リサイクルセンター建物及び敷地・備品倉庫・機械倉庫等、利用の目的以外

の場所への立ち入りは禁止致します。 

８．当施設及び建物・設備・備品等に損害を与えた場合には、その損害を弁償していただきます。 

９．当施設の建物内は全て禁煙です。所定の喫煙所以外の場所での喫煙及び歩行喫煙は禁止致します。 

10．野生生物に餌を与えること及び触れることは禁止致します。 

11．グラウンドは、雨天等のグラウンドコンディションにより使用不可となる場合があります。 

12．グラウンド整備は利用者が責任を持って行って下さい。   

13．当施設の利用終了後、利用者は利用した全ての設備及びグラウンドを利用前の状態まで原状回復を

必ず行って下さい。 

14．利用者の持ち物・現金・貴重品については、全て自己責任で管理いただき、紛失・毀損・盗難等が

生じ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。 

15．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。 

16．当施設の合宿利用料金のお支払いは、利用日の前日（金融機関営業日）迄に当施設の指定する口座 

（管理会社）へ振込みをお願い致します。尚、前日迄に入金確認ができない場合、利用は出来ません

のでご注意下さい。合宿以外の利用料金のお支払いについては、利用後に請求書を発行致しますの

で指定期日迄に振込にてお支払い下さい。指定期日迄に入金確認ができない場合、入金確認ができ

る迄当施設の利用は出来ません。 

17．キャンセル及びキャンセル料については、当施設ホームページ（htpp://www.daiichi-group.net/） 

に掲載の通りです。 

18．領収書は、銀行振り込み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。領収書発行必要

の場合には、当施設の利用料ご精算後に施設利用料として領収書を発行致します。 

19．本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。 

20．本規定は、当施設を利用する全ての利用者（招致来場者含む）に遵守していただきます。 

21．当施設は、事前に通知することなく本規定を変更することができるものとします。 

 以上 

㈱太陽の丘 殿 

上記、太陽の丘施設利用規定の説明を受け理解しましたので、利用規定を遵守し利用することを誓約し 

ます。 

利用者代表（責任者）                           年   月   日 

 

氏 名：                 印 連絡先：                    

 

貴団体名：                                            

 

招致する団体名：                                                                 

 

招致日時：      年   月   日（   ）  ❏ＡＭ    時   ❏ＰＭ    時    

 

日帰り利用者用 



 

太陽の丘施設利用規定 

 太陽の丘（以下、当施設という）の利用について、下記記載の当施設利用規定を遵守して下さい。 

１．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。 

２．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。 

３．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。  

４．当施設内の諸設備・家具等の移動及び備品の持ち出しは禁止致します。 

５．当施設への危険物の持ち込みは禁止致します。 

６．当施設へのペット（犬・猫・他）、動物の持ち込みは禁止致します。 

７．当施設内にある農園・リサイクルセンター建物及び敷地・備品倉庫・機械倉庫等、利用の目的以外

の場所への立ち入りは禁止致します。 

８．当施設及び建物・設備・備品等に損害を与えた場合には、その損害を弁償していただきます。 

９．当施設の建物内は全て禁煙です。所定の喫煙所以外の場所での喫煙及び歩行喫煙は禁止致します。 

10．野生生物に餌を与えること及び触れることは禁止致します。 

11．グラウンド整備は利用者が責任を持って行って下さい。   

12．グラウンドは、雨天等のグラウンドコンディションにより使用不可となる場合があります。 

13．当施設の利用終了後、利用者は利用した全ての設備及びグラウンドを利用前の状態まで原状回復を

必ず行って下さい。 

14．利用者の持ち物・現金・貴重品については、全て自己責任で管理いただき、紛失・毀損・盗難等が

生じ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。 

15．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。 

16．当施設の合宿利用料金のお支払いは、利用日の前日（金融機関営業日）迄に当施設の指定する口座 

（管理会社）へ振込みをお願い致します。尚、前日迄に入金確認ができない場合、利用は出来ません

のでご注意下さい。合宿以外の利用料金のお支払いについては、利用後に請求書を発行致しますの

で指定期日迄に振込にてお支払い下さい。指定期日迄に入金の確認ができない場合、入金確認がで

きる迄当施設の利用は出来ません。 

17．キャンセル及びキャンセル料については、当施設ホームページ（htpp://www.daiichi-group.net/） 

に掲載の通りです。 

18．領収書は、銀行振り込み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。領収書発行必要

の場合には、当施設の利用料ご精算後に施設利用料として領収書を発行致します。 

19．本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。 

20．本規定は、当施設を利用する全ての利用者（招致来場者含む）に遵守していただきます。 

21．当施設は、事前に通知することなく本規定を変更することができるものとします。 

 以上 

㈱太陽の丘 殿 

上記、太陽の丘施設利用規定の説明を受け理解しましたので、利用規定を遵守し利用することを誓約し 

ます。 

 

利用者代表（責任者）                           年   月   日 

 

氏 名：                 印  連絡先：                   

 

団体名：                    住所：                                                

          年   月   日（   ）   ❏    時～   時 

来場日時：      年   月   日（   ）   ❏    時～   時               

 

総人数：（    ）名  来場：❏車（   ）台  ❏バス（   ）台  ❏公共交通機関    

 

招致来場者用 ※招致者の代筆不可 


