
 

 アクアリーナ豊橋 利用規約  
 

第 1条 （開館時間） 

・プール（６月～９月）、アイスアリーナ（11月～5月 G.Wまで）、トレーニングルーム（年中）、施設専用利用 

利用時間 9：00～21:00 ※プール・スケート期間中は時間変更がある場合があります。                                               

 

第 2条 （休館日） 

・毎週月曜日（当該月曜日が国民の祝日又は振替休日に当たるときはその日後において 

       最も近い休日でない日） 

・年末年始（トレーニングルーム 12月 29日～翌年 1月 3日、その他 1月 1日） 

・上記の他、清掃その他特別の事情（天災など）により臨時に休館する場合がありますので、利用時間内に電

話にて確認願います。 

 

第 3条 （受付方法） 

プール、アイスアリーナ、トレーニングルーム 

券売機にて利用券を購入し、利用の都度、プール・アイスアリーナの場合はゲート（入退場含む）又は 

トレーニングルームの場合はカウンター上のチケット入れ（退場は除く）をご利用下さい。 

 

施設専用利用 

あらかじめ「専用利用承認申請書」を記入の上、直接受付窓口にてお申し込み下さい。 

※「専用利用承認申請書」の提出は利用日 2 ヶ月前から 5 日前までに提出して下さい。 

※ FAX可、但し最低でも当日までに原本を持参して下さい。 

利用が許可された場合は、当日受付にて所要の利用料分をお支払いの上、「利用承認書」をお渡し致します。 

領収証が必要な方は、申し出て下さい。                                

 

第 4条 （利用方法） 

1.共通事項 

・場内での事故については、緊急処置以外での責任は負いかねますのでお互い事故防止には十分注意して下さい。 

・場内での盗難、駐車場での万一の事故については一切責任を負いませんのでご注意下さい。 

・利用券は入場及び退場時にも必要ですので、絶対に紛失しないで下さい。 

・場内への危険物及び火気の持ち込みは禁止となっております。 

・下駄、木製サンダルでの入場は禁止となっております。 

・許可無く場内外での寄付行為、宣伝行為、物品販売は禁止となっております。 

・許可無く場内外でのチラシ、ポスター等の配布は禁止となっております。 

・許可無く場内外での旗、のぼり等の掲揚、看板等の配置は禁止となっております。 

・場内へのペット等動物の持ち込みは禁止となっております。 

・妊娠されている方の利用は禁止となっております。 

・伝染病疾患、酒気帯び、体調の悪い方、付添者のいない子供、他人に迷惑を及ぼす恐れのある方、その他施設

の利用に支障があると認められた方は、本施設をご利用いただくことが出来ません。 

・暴力団関係者及び刺青をされている方の入館は堅くお断り致します。 

・喫煙及び飲食（ロビー、2階観覧席可）は禁止となっております。 

・プール、アイスアリーナ、トレーニングルームの更衣室ロッカーは 100円のリターン式です。 

・プール、アイスアリーナの更衣室シャワーは無料です。トレーニングルームの更衣室シャワーは 100円で 5分

間の有料です。 

・更衣室ロッカーの鍵を紛失した場合は、鍵穴シリンダーの交換が必要なため、5,400 円お支払い頂きますので

ご了承下さい。 

・他の利用者に迷惑をかけないよう指導員の指示に従ってご利用いただき、注意事項は必ずお守り下さい。 

 

2.プール 

・小学 2 年生以下のお子様は、必ず保護者（高校生以上）が同伴（同時に入水）して下さい。（同伴者１名につ

き、小学 2年生以下のお子様は 1名までとさせて頂きます。）※誓約書の記入により、原則として 2名まで可。 

・入場される方は必ず水着・スイミングキャップの着用をお願い致します。 

・5歳以下の未就学児は無料であるが、日常オムツを着用している場合は、入場をお断りします。 

・プール内には浮具は一部を除いて許可しますが、利用コースはコース表示看板及び監視員の指示に従って下さ

い。履物、貴金属、ガラス製品その他の危険物は持ち込まないで下さい。 

・メガネ、コンタクトレンズ、イヤリング、ネックレス、ヘアピン、時計などの着用は禁止とします。  

・化粧は更衣室にて落としてからご利用下さい。 

・プールの水を汚す行為はしないで下さい。（サンオイル、日焼け止めの使用は禁止とし、また手ぬぐい、タオ

ルなどをプールの中に入れないようにお願い致します。） 

・プールに入る前に必ず強制シャワーで身体を洗って下さい。（石鹸、シャンプーなどは利用できません。） 

・泳ぐ前に必ず準備運動をして体を慣らし、過度の負担がかからないようにお気をつけ下さい。 

・一気に水に入らないようにし、足先から水を掛け徐々に体を慣らすようにして下さい。 

・プール内のコース表示に従いご利用下さい。コース内は右側通行となっておりますのでお守り下さい。 

・プールサイドやプール内では危険な行為は行わないで下さい。 

特に次の行為は禁止します。（かけ足，ふざけあい，他人を沈める行為、浮具やビート板の投げ合い，飛び込み） 

・緊急時以外、コースロープにはさわらないで下さい。 

・つば、たん等をプールやオーバーフロー（プールの溝）に流さないようにして下さい。 

・寒く感じたら、一度プールから上がりタオルで保温又は採暖室で暖まるようにして下さい。 



 

 

3.アイスアリーナ 

・幼児（6歳未満）のお子様は、必ず保護者（高校生以上）が同伴（一緒に滑る）して下さい。<同伴者１名につ

き、幼児（6歳未満）のお子様は 1名までとさせて頂きます。>※誓約書の記入により、原則として 2名まで可。 

・乳児（3歳未満）の入場は出来ません。 

・リンクに入る前に、必ず準備体操をして体を慣らし、過度の負担がかからないようにお気をつけ下さい。 

・リンク内は、必ず手袋を着用して下さい。（指の出るものは不可） 

・リンク内は、下足、ガラス製品等の割れやすい物、その他の危険物は持ち込まないで下さい。（スケート靴以

外は利用出来ません。） 

・メガネ、コンタクトレンズ、イヤリング、ネックレス、ヘアピン、時計などを着用される場合、衝突には十分

注意して下さい。（紛失、事故等の責任は一切負いませんので、ご注意下さい。） 

・ ロングスピード靴（インドアロング含む）はトゥガードを着用したものに限ります。※無い場合はガムテープ可 

・許可無くジャンプ、スピン又は足を高く上げての滑走など専門的な練習は許可なく禁止になっております。 

・コース内は時計と逆方向となっておりますのでお守り下さい。 

・リンク内、リンクサイドでは危険な行為は行わないで下さい。 

特に次の行為は禁止します。 

（かけ足，ふざけあい，ジャンプ・スピン・足を高く上げる行為） 

・保温には十分注意して下さい。 

 

4.トレーニングルーム 

・屋内シューズ、汗をかいても良い服装、タオルを持参して下さい。 

・水泳後のマシントレーニングは関節等痛めやすいので危険なため、トレーニングルームを利用される方は、 

 水泳前に行って下さい。 

・無理な負荷や最大筋力に挑戦することは危険なため、段階的に強度や量を増やして下さい。 

・動作は反動をつけず、ゆっくり行うようにして下さい。 

・心臓に負担をかけないようにするため呼吸を止めないように行って下さい。 

・マシンを使い終わったら備え付けのタオルで汗を拭き取って下さい。 

・各マシンは台数が限られているため、譲り合ってご使用下さい。 

・音を立てないようにマシンを取り扱って下さい。 

・トレーニングの前後には準備運動、整理運動を必ず行って下さい。 

・初めて利用される方は必ず指導員に申し出て下さい。 

 

第 5 条（利用料金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

※ プリペードカードは、貸し靴券・施設専用には利用できません。 

利
用
券
・プ
リ
ペ
ー
ド
カ
ー
ド 

プール（個人） 券売機にて発行 

 大人（高校生以上） 600円 

 小人（中学生以下） 300円 

プール団体（20名以上の利用） 受付窓口にて発行 

 大人（高校生以上） 480円 

 小人（中学生以下） 240円 

アイスアリーナ（個人） 券売機にて発行 

 大人（高校生以上） 1,000円 

 小人（中学生以下） 500円 

 貸し靴（大人、小人共通） 300円 

貸し靴 15回綴り券（大人、小人共通） 4,110円 

アイスアリーナ（20名以上の利用） 受付窓口にて発行 

 大人（高校生以上） 800円 

 小人（中学生以下） 400円 

 貸し靴（大人、小人共通） 300円 

トレーニングルーム 券売機にて発行 

 大人（大学生 18歳以上） 400円 

 生徒（中高生のみ、小学生以下不可） 150円 

プリペイドカード（施設共通カード） 券売機にて発行 

 5,000円カードは 1,000円分お得！ 5,000円→6,000円 

 10,000円カードは 3,000円分お得！ 10,000円→13,000円 



 

 

 

第 6 条（団体利用における施設専用利用） 

金銭受領を目的とした活動ではなく、次の要件を備えている団体に限り利用することができます。 

企業活動等に利用する場合の利用料は、当該利用料の 3倍の額となります。但し、会場準備又は撤去のため当

日以外に利用する場合は除きます。 

利用の要件 

   ・施設の実施するスクーリングの時間は、自由にご利用頂けるコースが少なく、専用利用が一般の利用者の

快適な利用を損ねる可能性がある場合は、専用利用を認めませんのでご了承下さい。 

・利用者数が 10名以上であること。（土・日・祝日の半面専用利用者数を除く。） 

 ※各団体の強化選手は 1名以上から許可する。 

・代表者又は責任者が明確であること。 

受付 

・利用の要件を満たす団体は専用利用承認申請書にてお申込み下さい。専用利用承認申請書は受付にてお渡

ししております。申請受付の際には代表者または責任者の住所、電話番号を確認させて頂きます。 

・保険証・免許証等をご持参下さい。 

 

（施設専用利用料） 

 

※事前に『豊橋市屋内プール・アイスアリーナ専用利用承認申請書』への記入をし、専用利用許可を受けて下さい。 

 

 

附則 平成 18 年 5 月 1 日 

平成 21 年 4 月 1 日 

    平成 22 年 4 月 1 日 

        平成 26 年 4 月 1 日 

専用利用施設 利用料（1時間につき） 対象 利用区分 備考 

 

 

 

50mプール 

24,680円（全面/時） プロ利用 全面 ※プロ利用とは、プロスポーツ目的。アマ利用とは、

アマチュアスポーツ目的（一般利用団体・一般大会） 

※50mプール、25mプール、アイスアリーナ、設備は 

1時間当たりの利用料の提示になっています。 

※50mプール、アイスアリーナは区分により利用料から

割って算出することが出来ます。 

※プール、アイスアリーナの専用区分は当施設自主 

事業により制限させて頂く場合があります。 

※施設利用料の他、場合により（営業時間外）設備 

利用料が必要になります。（電気・空調その他備品 

貸しなど） 

※プール貸切利用にて飛込み練習をする場合、利用 

 責任者は、周囲の安全を確保し必ず５m以内の水中 

 (もしくは安全が確認できる場所)にて監視する事。 

※ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑの専用利用は出来ません。 

※会議室・役員室 1.2.3の午前は 9時～13時、午後は

13時～17時、夜間は 17時～21時、 

 全日は 9時～21時の設定で対象、利用区分はあり 

ません。 

※ホッケーゴールは施設利用料に含む。 

12,340円（全面/時） アマ利用 全面 

2,460円（1コース/時） プロ利用 1/10コース 

1,230円（1コース/時） アマ利用 1/10コース 

 

25mプール 
10,280円（全面/時） プロ利用 区分けなし 

 5,140円（全面/時） アマ利用 区分けなし 

 

 

 

アイスアリーナ 

30,850円（全面/時） プロ利用 全面 

15,420円（全面/時） アマ利用 全面 

15,420円（半面/時） プロ利用 半面 

 7,710円（半面/時） アマ利用 半面 

トレーニングルーム 専用利用出来ません。 ― ― 

 

会議室 

役員室 1.2.3 

午前 1,020円（一室） 

午後 1,020円（一室） 

夜間 1,020円（一室） 

全日 3,060円（一室） 

 

― 

 

― 

設備    

大型電光表示装置 10,280円/日 ― ― 

放送設備 3,080円/日 ― ― 

自動審判計時装置 3,080円/日 ― ― 

ｱｲｽﾎｯｹ－用器具 3,080円/日 ― ― 

ｱｲｽｽｹ－ﾄ用器具 3,080円/日 ― ― 

その他の競技用器具 3,080円/日 ― ― 

空調設備 7,200円/時 ― ― 

電灯（１/２点灯） 1,440円/時 ― ― 

電灯（２/３点灯） 1,850円/時 ― ― 

電灯（全点灯） 2,770円/時 ― ― 


