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JRFU 福岡トレーニングセンター 

ご利用規約 
 

 

日本ラグビーフットボール協会 

九州ラグビーフットボール協会 

 

 

 ご利用頂き、ありがとうございます。全ての皆様に気持ちよく当センターをご利用頂くため、「JRFU

福岡トレーニングセンターご利用規約」を制定しております。選手、スタッフ、保護者の皆様にお守り

頂きたく、お願い方々ご案内申し上げます。 
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１．全体概要 
 

（1）所在地 

 福岡市東区香椎浜ふ頭 1 丁目 2 番 2 号 （旧コカ・コーラさわやかスポーツ広場） 

 

（2）利用可能施設 

 第 2 グラウンド 

 なお、大規模イベント（6 項参照）の開催時に限り、第 1 グラウンド・第 2 グラウンドを同時に使用す

ることが可能です。 

 

 
 

（3）利用可能日 

 木曜～日曜、祝日 

 芝生保護のため、月曜～水曜は定休日となります。この他、年末年始、及び芝生養生のため休業

期間があります。詳しくは、予約サイトにてご確認下さい。 

 

（4）貸出時間 

 1 日を 3 つの時間枠に分けて運用します。 

   【午前】    9:00～12:00 

   【午後①】  12:00～15:00 

   【午後②】  15:00～17:00 

 時間枠の変更や分割、それに伴う利用料金の変更・減額はできませんが、同じ日に複数の枠を予

約することは可能です。また、同じ日の 3 枠をすべて利用される場合は、【終日】の利用がお得です。 

   【終日】    9:00～17:00 

 

第 1 グラウンド 

第 2 グラウンド 

コミュニティ 

サービス棟 

クラブ 

ハウス 
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２．会員（団体種別）と利用料金 
 

（1）会員（団体種別） 

 原則として、会員（団体種別）単位で利用頂きます。そのため、最初の利用の際に、各団体ごとに

会員登録を行って頂きます。次に示す 5 つの団体種別よりお選び下さい。団体種別により、利用料

金・予約開始日が異なります。 

 

   会員（団体種別） 

ラグビー団体 エリート  

ラグビー団体 一般 ラグビー以外団体 一般 

ラグビー団体 高校生以下 ラグビー以外団体 高校生以下 

 

   ラグビー団体：年齢、カテゴリーを問わず、ラグビーの実施を主目的とした団体・チームなど 

   ラグビー以外団体：ラグビー団体に該当しない団体・チームなど 

 

   エリート：日本代表各カテゴリー、リーグワン所属チームと、それらに相当する海外チームなど 

   一般：大学生以上、成人が主体の団体・チームなど 

   高校生以下：高校生以下が主体の団体・チーム、学校単位のクラブ活動、ラグビースクール、

アカデミーなど 

 

（2）利用料金 

 一般（大学生以上、成人が主体の団体・チームなど）と高校生以下（高校生以下が主体の団体・チ

ーム、学校単位のクラブ活動、ラグビースクールなど）により、また、平日と土日祝日とで、料金設定

が異なります。 

(単位：円、消費税込み) 

 
エリート 

一般 高校生以下 

平日 土日祝日 平日 土日祝日 

午前 （3 時間） 未定 15,000 21,000 9,000 15,000 

午後① （3 時間） 未定 15,000 21,000 9,000 15,000 

午後② （2 時間） 未定 10,000 14,000 6,000 10,000 

終日 未定 35,000 50,000 20,000 35,000 

 上記はグラウンド 1 面分の料金です。大規模イベント（6 項）により、第 1 グラウンド、第 2 グラウン

ド両面を使用する場合は、2 倍相当額となります。 

 

（3）その他 

 グラウンド利用料金の他に、大会開催に伴うグラウンドへのライン引きなどの作業費（実費）を頂く

場合があります。 

  

 

  



-4- 

 

３．予約手続き 
 

（1）全般 

 手続きはすべて予約サイト上で実施頂きます。利用に際しては、事前の予約が必要となります。

日本ラグビーフットボール協会、または九州ラグビーフットボール協会のホームページから、「JRFU

福岡トレーニングセンター」のページへお入り下さい。 

 

（2）入会（会員登録） 

 初回利用時のみ実施頂きます。5 つの団体種別から該当するものを選択し、メールアドレスを入

力して下さい。そのメールアドレスに登録用の URL が送られますので、その後は、画面の案内に従

って、必要事項を入力願います。 

 また、登録頂いたメールアドレスが、当該団体の利用アカウントとなりますので、一個人が複数の

団体登録を行う場合には、別のメールアドレスを登録頂く必要があります。 

 

（3）予約 

 カレンダーを表示した上で、利用を希望する時間枠（予約可能な時間枠のみが〇印で表示される）

を指定して頂きます。画面の案内に従って、利用用途（練習、試合・大会、その他）と来場予定者数

などを登録して頂きます。 

 大会・試合利用時には、これに加え、大会・試合に関する情報（大会名、参加チーム数、予定試合

数）を登録して下さい。その他の方は、利用用途（講習会、イベントなど）の詳細を登録頂きます。 

 

（4）予約の確定 

 必要事項をすべて入力して、予約手続きが完了すると、予約確認メールが届きます。 

 

（5）支払手段 

 銀行振込でお願いします。振込先等の情報は、予約確認メールに記載しています。 

 

 

４．予約開始 
 

（1）予約開始日 

 ラグビー団体（年齢、カテゴリーを問わず、ラグビーの実施を主目的とした団体・チーム）とラグビ

ー以外団体により、予約開始日が異なります。 

 

 ラグビー団体 ラグビー以外団体 予約の確定 

午前 

午後① 

午後② 

2 ヶ月前の同日 １ヶ月前の同日 受付完了と同時 

終日 3 ヶ月前の同日 １ヶ月前の同日 受付完了と同時 

 

（2）同日が存在しない場合 

 〇ヶ月前の同日が存在しない場合には、その直後の日が予約開始日となります。（例：ラグビー団

体が 8 月 31 日の午前枠を予約する場合＝2 ヶ月前の同日（6 月 31 日）が存在しないため 7 月 1 日

が予約開始日となる）  
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５．予約の取消・締切・キャンセル待ち 
 

（1）取消 

 予定していた練習や試合が中止になった場合など、予約済みの時間枠が不要になった場合には、

速やかに取消処理をお願いします。予約を残したまま、別の団体・チームへの転貸（又貸し）するこ

とは禁止します。 

 

（2）締切 

 新規予約、取消共に、利用前々日の 17:00 を締切とします。それ以降は、予約サイト上での予約、

取消の操作はできません。同様に、予約を変更する場合も、前々日 17:00 までに取消と新規予約の

手続きをお願いします。（例：日曜日分の予約・取消は金曜日中にお願いします） 

 止むを得ず、締切以降に取消を行う場合には、利用開始時刻前までに、当センター宛てメール

(base.fukuoka＠rugby-japan.or.jp)にてお知らせ下さい。それまでに連絡を頂けなかった場合は、無

断キャンセルとなりますので、ご注意下さい。 

 

（3）キャンセル待ち 

 希望する時間枠が予約済みの場合、キャンセル待ちが可能です。（別予約が入っており、キャンセ

ル待ち可能な時間枠は  印で表示される）キャンセル待ちを希望する場合には、新規予約と同様

に、希望する時間枠に対して、キャンセル待ちの登録をして頂きます。 

 その上で、登録した時間枠の予約が取り消された場合には、キャンセル待ちの登録をされていた

方全員のメールアドレスに通知が送られます。メールを確認した後に、新規予約の手続を行って下

さい。新規予約が確定できた団体・チームは利用可能になります。キャンセル待ちをしていた方に

権利が移るものではありませんのでご注意下さい。 

 

 

６．大規模イベント 
 

（1）定義 

 原則として、第 1 グラウンド・第 2 グラウンドの双方を、終日使用するラグビー大会とします。 

 

（2）予約方法 

 団体種別、予約開始日に関わらず、当センター宛てメールでご連絡下さい。 

(base.fukuoka＠rugby-japan.or.jp)日本代表チームの活動の他、当協会その他団体が主催する大

会、講習会、スポーツイベントなどが入っていないかなどを確認した上で、利用可否についてメール

で回答致します。 

 

（3）その他 

 選手、チーム関係者の他、多くの来場者が予想されます。利用される皆様が気持ちよくお使い頂

けますよう、当規約に関する周知徹底など、宜しくお願いします。 
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７．利用当日 
 

 当規約における、「グラウンド（ピッチ内）」とは、試合を行う際に、白線で囲まれるラグビーグラウン

ド（インゴール部分を含む）を指し、「グラウンド周辺」とは、「グラウンド（ピッチ内）」に隣接する周辺

部分を示します。 

 

（1）受付 

 利用団体の責任者は、利用当日、施設利用に先立って受付にて受付表に必要事項を記入し、当

センタースタッフとの間で、利用時間、貸出物、鍵などの確認をお願いします。受付は時間枠それぞ

れの開始時刻 15 分前から可能ですが、受付前の「グラウンド周辺」への立ち入りは不可とします。 

 

（2）駐車場 

 乗用車は、施設内駐車場（約 100 台駐車可能、有料。改修工事完了までの間は無料ですが、工

事車両の関係により、駐車可能台数に制限が出る場合があります）の指定された場所に駐車する

こととし、周辺車道への放置駐車は厳禁とします。大型バス、荷物運搬のためトラックなどで来場す

る場合は、事前に当センター宛てメールにてお知らせ下さい。(base.fukuoka＠rugby-japan.or.jp)また、

大会開催時など、多くの利用者が来場する場合は、乗り合いなど台数削減にご協力をお願いします。 

 朝の開門（駐車場のゲートオープン）は 8:30 以降となります。 

 

（3）グラウンドへの立ち入り・入れ替わり 

 受付終了後は、「グラウンド周辺」への立ち入りが可となります。「グラウンド（ピッチ内）」への立ち

入りは（それ以前の利用団体の有無に関わらず）開始時刻以降とします。終了時刻になったら（そ

れ以降の利用団体の有無に関わらず）速やかに「グラウンド（ピッチ内）」から退出し、その後 15 分

以内に、「グラウンド周辺」からも退出願います。 

 なお、午前枠（9：00～12：00）については、8:45 から「グラウンド周辺」への立ち入りが可となります

が、9:00 まではホイッスルの使用、大声を出す行為を禁止します。 

 

（4）利用中止 

 悪天候などの際は、芝生保護もしくは来場者及びスタッフの安全確保の観点から、事前に定めら

れた定休日や養生期間以外であっても、グラウンド利用を中止とする場合があります。その際は、

当センターより代表者宛て電話またはメールにて通知します。 

 

（5）芝生の保護 

 グラウンド利用時には、芝生及び樹木を保護するため、定められた場所（経路）から入退場するこ

と、植木を抜いたり枝を折ったりしないこと、周辺の盛り土を踏まないこと、グラウンド内へ投石など

を行わないこと、芝生を傷める恐れのある革靴、ハイヒールなどで立ち入らないことを遵守願います。 

 また、サッカーゴール、移動式バックネット、ピッチングマシーン、フィットネスバイク、ゴルフクラブ

など、芝生を傷める恐れのある備品の持ち込み及び使用は禁止します。 

 テントやタープなどを設置する場合は「グラウンド周辺」のみ可とし、「グラウンド（ピッチ内）」から安

全が確保できる距離を保って下さい。テントやタープなどを固定する場合を除き、芝面へのピンやペ

グの打ち込みは不可とします。 

 

（6）備品 

 当センターの備品（ポールカバー、コーナーフラッグ）の借用を希望する場合は、受付の際に申し

出て、受付表に必要事項をご記入下さい。使用後は元の場所に返却した上で、万一、破損・紛失が

あった場合は速やかに申し出て下さい。 
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（7）清掃と退出 

 利用終了後は、使用したロッカールーム、トイレなどは、利用団体ごとに清掃及び備品の補充を行

って下さい。また、自分たちが出したゴミなどは全て持ち帰り下さい。落とし物や忘れ物がないかに

ついてもご確認をお願いします。 

 利用団体の責任者は、受付にて受付表に必要事項を記入し、当センタースタッフとの間で、最終

確認を行った上でご退場下さい。 

 

 

８．利用料金の精算 
 

（1）料金精算 

 支払手段は、「銀行振込」になります。当日実際の利用時間に関わらず、予約時に確定した利用

時間枠に対する料金額をお支払い下さい。 

 

（2）銀行振込 

 支払いは、利用翌月 10 日を期限とします。また、同じ月に複数の利用があった場合には、同月分

をまとめて頂いても結構です。振込手数料は利用者負担となりますので、ご了承下さい。振込に際

しては、振込人名義は登録頂いている団体名として下さい。 

 

（3）領収書発行 

 領収証の発行を希望する団体は受付の際に申し出て下さい。入金が確認できた後に、代表者宛

てメールにて送付致します。 
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９．ご協力のお願い 
 

（1）利用回数の制限 

 より多くの団体にご利用頂くため、一団体あたりの利用回数は１ヶ月あたり時間枠 10 枠、終日枠

3 枠程度以内とさせて頂きます。それを超える申し込みがあった場合には、調整をお願いすることも

ありますので予めご了承下さい。また、利用予定のない仮押さえ、ダミー予約などはご遠慮下さい。 

 

（2）アカウントの共用禁止 

 同一のアカウントの共用（使いまわし）はご遠慮下さい。同一のアカウントで同時に予約サイトにロ

グインした場合、正しく予約状況が反映されないなど、システムトラブルが発生する可能性がありま

す。1 団体あたり 5 つのアカウント登録を可としますので、利用者ごとにアカウントを取得下さい。ま

た、不要なアカウントは適宜削除（退会処理）をお願いします。システムの安定稼働のためご協力を

お願いします。 

 

（3）先行予約の実施 

 予約開始日以前であっても、日本代表チームの活動の他、当協会その他団体が主催する大会、

講習会、スポーツイベントのため、事前にグラウンド予約を押さえることがあります。その際は、予約

開始日に、予約可能な時間枠が表示されないこともありますので、予めご了承下さい。 

 

 

１０．禁止事項 
 

（1）反社会的勢力の排除 

 利用者の中に、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、もしくはこれに準ずる者、又はその構成員が

含まれていることが判明した場合には、その時点で当センターからの退場を命じると共に、団体登

録及び以降の予約を取り消します。 

 

（2）禁止行為 

 また、当センターの利用に関して、次の行為を禁じます。禁止行為が確認されたされた場合）には、

当センターからの退場を命じると共に、団体登録及び以降の予約を取り消す場合があります。 

① 利用の規約を守らない、もしくは、当センタースタッフの指示に従わない 

② 予約した団体とは別の団体が利用している（又貸し） 

③ 団体登録内容や予約時に申請した内容と異なる団体、用途での使用（虚偽登録・虚偽申請） 

④ 利用意思のない複数予約（仮押さえ）、もしくは、無断キャンセル（予約はしているにも関わら

ず、当日連絡のないまま現れない）の多発 

⑤ その他、公序良俗に反する行為、もしくは、社会通念に照らして明らかに不適切な行為 

 

 

以上 

 

 

2022 年 12 月 1 日 制定 


