
 

 

千葉市スポーツ施設 利用案内 
スポーツクラブ NAS 指定管理施設 

 

体育館（専用使用）／ テニスコート ／ 野球場 ／ 球技場 

多目的運動場 ／ グラウンドゴルフ（専用使用） ／ 屋内運動場 

校庭夜間開放 

※体育館の個人使用については、各施設にお問い合わせください。 

 

 

スポーツ施設のご予約を行うには 

事前のご登録が必要となります 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉スポーツ施設指定管理者 スポーツクラブ NAS 
HP：http://www.sc-chiba.com 

20160401 

インターネット・携帯電話から 

登録、施設予約を希望される方 



登録について 
 

■ 登録には「個人登録」と「団体登録」があります。 

 

・個人登録 

  テニスコートをご予約される方。 

  

・団体登録（団体名と代表者および担当者の登録） 

   体育館（専用使用）、野球場、球技場、多目的運動場、グラウンドゴルフ場（専用使用）

屋内運動場、校庭夜間開放をご予約される方。 

 

■ 登録方法 
 

インターネット、携帯電話からの登録 ２４時間登録可能 
下記のＱＲコードから新規登録にお進みください 

インターネット 携帯電話 QR コード 

パソコン、スマートフォンから 

「ちば施設予約サービス」で検索 

 

施設窓口にて、ご仮登録完了後に発行される、登録ＩＤ番号をお申し出の上、 

ご本人様確認と利用施設登録をお済ませください。 

本人確認、利用施設登録が完了すると、予約サービスのご利用が可能となります。 

・本人確認書類（保険証、運転免許証等）のご提示をお願いいたします。 

※千葉市公式ＨＰ、千葉市スポーツ施設指定管理者 スポーツクラブＮＡＳＨＰからもリンク中 

 

＝ ご登録の注意点 ＝ 

・ ご登録は施設を利用するご本人様に限ります。 

・ お電話での登録はできません。 

・ 千葉市外の方もご登録いただけます。 

※但し、スポーツ施設の予約抽選申込は市内在住・在勤・在学の方のみとなります 

（青葉の森スポーツプラザは除く）  

 

○登録内容の変更・退会 

・ 登録いただいた内容（住所、電話番号、団体名、団体代表者・担当者等）を変更する場合 

には、変更する内容が確認できる書類をおもちの上、各施設窓口でお手続きください。 

・ 登録を抹消する場合には、本人確認書類をご持参の上、各施設窓口でお手続きください。 



スポーツ施設の予約方法 
※注意：抽選申込は市内在住・在勤・在学の方となります。 

（青葉の森スポーツプラザは除く） 

 

 

 会員ログイン後 「会員メニュー」→「抽選申込」 

から抽選予約お申し込ください。 

登録 施設（抽選）グループ 申込可能件数 
随時申込 

可能件数(※) 

個人 
庭球場 3 枠まで 

10 枠 
青葉の森 庭球場 ※市外の方も可能 3 枠まで 

団体 

体育館（専用使用）※全館・半館選択可 3 枠まで ６枠 

野球場、球技場、多目的運動場、グラウ

ンドゴルフ場（専用使用）屋内運動場 
3 枠まで ６枠 

青葉の森 野球場 ※市外の方も可能 3 枠まで ６枠 

夜間校庭開放 3 枠まで ６枠 

※テニスコートは面を指定して、お申し込みください。 

 

 

   

・コンピューターによる自動抽選をおこない、抽選結果はマイページか

らご確認いただけます。ご登録のアドレスにも自動送信されます。 

 

 

 

※随時申込からは市外の方もご予約が可能となります。 

 

 

 

 

会員ログイン後「会員メニュー」→「施設予約」から空き状況を確認の

上、お申し込ください。 

(※)１カ月間の随時申込可能件数は、上記の表をご確認ください。 

            

 

 

 

 

※校庭夜間開放のお申込は、各学校への直接申込みではなく、各施設窓口、または、

ちば予約サービスからのお申し込みとなります。尚、当日のお申込は出来ません 

抽選申込 利用前月 1 日～７日 

利用前月 ８日 １３:００ 自動抽選／結果通知 

随時申込 利用前月 １０日 １３:００ ～利用日前日まで  ※先着順  

但し、体育館（全館・半館選択可）・グラウンドゴルフ場については 

利用日８日前まで 

抽選 

抽選結果通知 

当日申込 ご希望の利用施設、窓口にて直接お申込ください。※先着順 



  窓口、お電話でのお問い合わせ、受付時間 ９:００～２０:３０ 

  中田スポーツセンター、稲毛海浜公園スポーツ施設は１７:００までのご利用 

 

 

スポーツ施設ご利用について 
 

■利用に際しての注意事項 

・ 施設利用の際には、お申込ご本人の利用手続きが必要となります 

・ 施設毎に、用具が異なりますので、ご利用前にご確認ください。 

・ 利用開始時間に遅れる場合には、利用施設 に直接ご連絡願います。 

・ 屋外施設は天候状況などによりご利用いただけない場合がありますので、お出かけ前に

ご利用施設 にお問い合わせください。 

・ 硬式球（準硬式球）の利用ができる野球場は「青葉の森・野球場」のみとなります。 

 

■校庭夜間開放ご利用に際して 

・ 校庭夜間開放ご利用の際には、事前に施設使用料として、照明カード（１枚 1,5８0 円

×2 枚）の購入が必要となります。ご購入後のご返金はできません。 

※照明カード販売施設：千葉公園体育館／高洲市民プール／花島公園体育館／宮野木スポーツ

センター／有吉公園スポーツ施設／北谷津温水プール 

・ 天候によるグラウンド状況の確認など、ご利用に係るお問い合せは千葉公園体育館まで

お願いいたします。千葉公園体育館 043-253-8050 

 

■利用のキャンセルについて 

・ ご利用の３日前までにご連絡をお願います。（悪天候等による中止の場合は除く） 

 

不正な登録、不正なキャンセル、その他不適切な行為が発覚した場合には 

ご利用の制限をさせていただきます。 

不正な登録（同一人物による複数登録、登録内容の虚偽）不正なキャンセル（無断キャンセル、悪質

な当日キャンセル）不適切な行為（施設利用方法、ルール、マナー違反）など、 

他のご利用者様に迷惑となる行為、施設側が不適切と判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉スポーツ施設指定管理者 スポーツクラブ NAS 
本部 電話０４３－４４１－５４００ ９:００～１８:００ 土日休み 

HP：http://www.sc-chiba.com  



 

 

千葉市スポーツ施設 利用案内 
スポーツクラブ NAS 指定管理施設 

 

体育館（専用使用）／ テニスコート ／ 野球場 ／ 球技場 

多目的運動場 ／ グラウンドゴルフ（専用使用） ／ 屋内運動場 

校庭夜間開放 

※体育館の個人使用については、各施設にお問い合わせください。 

 

 

スポーツ施設のご予約を行うには 

事前のご登録が必要となります 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉スポーツ施設指定管理者 スポーツクラブ NAS 
HP：http://www.sc-chiba.com 

2016.04.01 

各スポーツ施設の窓口で登録 

電話や窓口で施設予約を希望される方 



登録について 
 

■ 登録には「個人登録」と「団体登録」があります。 

 

・個人登録 

  テニスコートをご予約される方。 

  

・団体登録（団体名と代表者および担当者の登録） 

   体育館（専用使用）、野球場、球技場、多目的運動場、グラウンドゴルフ場（専用使用）

屋内運動場、校庭夜間開放をご予約される方。 

 

 

■ 登録方法（登録／本人確認／利用施設登録） 

 

各施設窓口での登録お申し込み ９:００～２０:３０ 

中田スポーツセンター、稲毛海浜公園スポーツ施設は 17:00 まで 

 

施設備えつけの登録用紙に必要事項をご記入の上、本人確認書類（保険証、運転免許証等）

をご提示上お申込ください。登録はご本人様のみとなります。 

                  ↓ 

登録完了後に登録番号が発行されます。 

ご登録番号は予約抽選申込・結果発表の際に必要となります。 

 

 

＝ ご登録の注意点 ＝ 

・ ご登録は施設を利用するご本人様に限ります。 

・ お電話での登録はできません。 

・ 千葉市外の方もご登録いただけます。 

※但し、スポーツ施設の予約抽選申込は市内在住・在勤・在学の方のみとなります 

（青葉の森スポーツプラザは除く）  

 

 

○登録内容の変更・退会 

・ 登録いただいた内容（住所、電話番号、団体名、団体代表者・担当者等）を変更する場合 

には、変更する内容が確認できる書類をおもちの上、各施設窓口でお手続きください。 

・ 登録を抹消する場合には、本人確認書類をご持参の上、各施設窓口でお手続きください。 

 



スポーツ施設の予約方法 
 

※注意：抽選申込は市内在住・在勤・在学の方となります。 

（青葉の森スポーツプラザは除く） 

 

 

施設備えつけのスポーツ施設抽選申込用紙に必要事項をご記入の上 

直接、窓口でお申し込みいただくか、お電話にてお申し込みください。 

登録 施設（抽選）グループ 申込可能件数 
随時申込 

可能件数(※) 

個人 
庭球場 3 枠まで 

10 枠 
青葉の森 庭球場 ※市外の方も可能 3 枠まで 

団体 

体育館（専用使用）※全館・半館選択可 3 枠まで ６枠 

野球場、球技場、多目的運動場、グラウ

ンドゴルフ場（専用使用）屋内運動場 
3 枠まで ６枠 

青葉の森 野球場 ※市外の方も可能 3 枠まで ６枠 

夜間校庭開放 3 枠まで ６枠 

※テニスコートは面を指定して、お申し込みください。 

  

 

 

コンピューターによる自動抽選をおこない、抽選結果は各施設にお電話

でご確認いただくか、翌９日１０時から各施設の掲示やホームページで

もご確認いただけます。 

       

 

 

※随時申込からは市外の方もご予約が可能となります。 

 

 

 

 

抽選申込の結果、空いている枠があった場合にお申込できます。直接、

窓口でお申し込みいただくか、お電話にてお申し込みください。 

(※)１カ月間の随時申込可能件数は、上記の表をご確認ください。 

 

 

 
  

          

※校庭夜間開放のお申込は、各学校への直接申込みではなく、各施設窓口、または、

ちば予約サービスからのお申し込みとなります。尚、当日のお申込は出来ません 

抽選申込 利用前月 1 日～７日の１７:００まで（ＰＣ、携帯電話からは２４:００まで） 

随時申込 利用前月 １０日 １３:００ ～利用日前日まで  ※先着順  

但し、体育館（全館・半館選択可）・グラウンドゴルフ場については 

利用日８日前まで 

利用前月 ８日 １３:００ 自動抽選／結果通知 
抽選 

抽選結果通知 

当日申込 ご希望の利用施設、窓口にて直接お申込ください。※先着順 



  窓口、お電話でのお問い合わせ、受付時間 ９:００～２０:３０ 

  中田スポーツセンター、稲毛海浜公園スポーツ施設は１７:００までのご利用 

 

 

スポーツ施設ご利用について 
 

■利用に際しての注意事項 

・ 施設利用の際には、お申込ご本人の利用手続きが必要となります 

・ 施設毎に、用具が異なりますので、ご利用前にご確認ください。 

・ 利用開始時間に遅れる場合には、利用施設 に直接ご連絡願います。 

・ 屋外施設は天候状況などによりご利用いただけない場合がありますので、お出かけ前に

ご利用施設 にお問い合わせください。 

・ 硬式球（準硬式球）の利用ができる野球場は「青葉の森・野球場」のみとなります。 

 

■校庭夜間開放ご利用に際して 

・ 校庭夜間開放ご利用の際には、事前に施設使用料として、照明カード（１枚 1,5８0 円

×2 枚）の購入が必要となります。ご購入後のご返金はできません。 

※照明カード販売施設：千葉公園体育館／高洲市民プール／花島公園体育館／宮野木スポーツ

センター／有吉公園スポーツ施設／北谷津温水プール 

・ 天候によるグラウンド状況の確認など、ご利用に係るお問い合せは千葉公園体育館まで

お願いいたします。千葉公園体育館 043-253-8050 

 

■利用のキャンセルについて 

・ ご利用の３日前までにご連絡をお願います。（悪天候等による中止の場合は除く） 

 

不正な登録、不正なキャンセル、その他不適切な行為が発覚した場合には 

ご利用の制限をさせていただきます。 

不正な登録（同一人物による複数登録、登録内容の虚偽）不正なキャンセル（無断キャンセル、悪質

な当日キャンセル）不適切な行為（施設利用方法、ルール、マナー違反）など、 

他のご利用者様に迷惑となる行為、施設側が不適切と判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉スポーツ施設指定管理者 スポーツクラブ NAS 
本部 電話０４３－４４１－５４００ ９:００～１８:００ 土日祝休み 

HP：http://www.sc-chiba.com  


