
■ ご利用時間には準備と後片付けの時間が含まれます。
　 以下をご確認下さい。

　● 運動場： ライン引き、ゴール設置と片づけ、削れた部分の踏み固め
　● 野球場： ライン引き、内野グランド整備、マウンド整備
 利用時間内に整備を行い、次の利用者へ明け渡しを
 お願いいたします。なお、前利用時間帯のグランドへの
 立入り禁止いたします。
　● 庭球場： コートのブラシ掛け
　  次の利用者の方へのスムーズな移行へご協力下さい。

■ 利用料は当日受付にてお支払い下さい。

■ お電話でのご予約のキャンセルはご利用７日前の午後17時までの
　 受付けとさせて頂きます。それ以降のキャンセルにつきましては、
　 利用料金を全額ご負担となりますのでご了承下さい。
　 また、PCによるキャンセルは7日前の23時59分まで可能です。

■ 天候により施設利用の可否が疑わしい場合はお問合わせ下さい。
　 原則1時間前までに判断を致します。雨天による中止につきましては
　 キャンセル料は発生致しません。

■ クラブハウス内ではスパイク（野球・サッカー・ラグビー）を
　 履いての入場は禁止となっております。

■ 2022年 9月より敷地内全面禁煙となりました。
　 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

■ ゴミの分別にご協力下さい。

■ 休場日　年末年始（12/29～ 1/3）運動場8月から9月末頃まで養生期間でお休み
■ 施設　運動場1面 ( 照明あり )野球場2面 ( 照明なし )庭球場6面 ( 照明あり )　
　 　　　クラブハウス　更衣室、シャワールーム、ミーティングルーム、駐車場55台

　ご利用の際の注意点　ご利用の際の注意点

　アクセス　アクセス

豊島区立三芳グランド　ご利用ガイド

運動場 野球場 庭球場

平日

貸出時間

10時～13時
13時～16時
16時～19時

19時～21時

9時～11時
11時～13時
13時～15時
15時～17時

17時～19時

9時～11時
11時～13時
13時～15時
15時～17時
17時～19時
19時～21時

1/4面ずつ貸出し
2時間利用 4～8月のみ

サッカー･ラグビー
●天然芝 1面

軟式野球･ソフトボール
●内野 土･外野 芝 2面

テニス･ソフトテニス
●砂入り人工芝 6面

土日祝

貸出時間

7時～  10時
10時～13時
13時～16時
16時～19時

19時～21時

7時～   9 時
9時～11時
11時～13時
13時～15時
15時～17時

17時～19時

7時～   9 時
9時～11時
11時～13時
13時～15時
15時～17時
17時～19時
19時～21時

1/4面ずつ貸出し
2時間利用 4～8月のみ

祝日利用は
19時まで

利用料

照明料

1コマ＝３時間

平日 2,900円
土日祝 3,500円

1コマ＝2時間

平日 2,800円
土日祝 3,400円

1コマ＝2時間

平日 1,600円
土日祝 2,000円

19時以降は１コマ2時間

1時間 1,000円 照明なし 30分 200円
1時間 400円

ミニサッカー 2,000円

豊島区立三芳グランドはサッカーやラグビーのための運動場１面、野球
場２面、庭球場６面のスポーツ施設です。豊島区在住在勤の方以外もご利用
いただける施設です。あらかじめ施設にて登録手続きいただき「豊島区公共
施設予約サイト」からのご予約が便利です。

平日8時～20時まで、土・日・祝日6時～19時

まで受付いたします。日曜日の17時以降に施設利用

予約が無い場合は17時閉館とさせていただきます。

どなたでもご利用頂けます。（豊島区民の優先予約期間がございます。）

　　営利目的でのご利用はできませんので予めご了解下さい。

テニス・サッカーなどの指導行為もしくは疑わしい

行為と施設スタッフが判断した場合、お声かけさせて

いただきます。使用中止とさせていただく場合も

ございます。

　貸出時間

　予約について

　窓口業務

　利用資格

　貸出時間

　予約について

　窓口業務

　利用資格

■ 豊島区内在住・在勤者の方は「団
体登録」を行うと豊島区公共施設
予約システムで優先抽選を受ける
ことが可能となります。

■ 豊島区以外の方も「個人登録」をお
行えば豊島区公共施設予約システ
ムを利用して予約をすることがで
きます。

　団体登録予約
■ 豊島区公共施設予約システム（団
体登録）にて、ご利用月の2ヵ月前
より予約が可能となります。

■ 予約の抽選申込期間は毎月 1 日
～10日となり、11日に抽選が行
われます。11 日～ 15 日の間に抽
選結果の確定をしていただきま
す。また 16 日～ 20 日までの間
でご希望の施設のご予約をいただ
けます。

■ 最大抽選申込み数は運動場 5 コ
マ、野球場・テニスコート 10 コ
マまでとなります。

■ 最大当選コマ数は運動場 3 コマ、
野球場・テニスコート 5 コマとな
ります。野球場のみ土日祝日は 3
コマとなります。

■ 野球場・テニスコートは 1 日最
大2コマ（4時間）のご予約が可能
です。（但し、9時～13時もしく
は 13 時～ 17 時の枠内となりま
す。）

■ 抽選最大当選コマ数は運動場 3
コマ、野球場・テニスコート 5 コ
マとなります。21 日の午前 9 時
以降からは 2ヶ月先のご予約を個
人登録の方を含む先着順でご予約
できます。

　個人登録予約
■ 個人登録の方はご利用月の 2ヶ月
前の 21 日午前 9 時から予約シス
テムにてご予約する事ができます。
どなたでもご登録いただけます。

豊島区立三芳グランド 　電話 049-259-9397
〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町上富382-1指定管理者：日本テニス事業協会共同企業体

車台数制限に
ご協力下さい
車台数制限に
ご協力下さい

送迎車  発着時刻表送迎車  発着時刻表

※ 6:30
8:30
9:30
10:30
12:30
14:30

※ 16:30

10:15
11:30
13:30
15:30
16:30

※ 17:30

鶴瀬駅
西口発

三芳
グランド発

※ 土日祝のみ

● 鶴瀬駅西口そば「Vゼミ」前にて 
 　発着します。

● 所要時間15分

● 要予約
　 予約ない時間は運行しません。

● 最寄駅 東武東上線鶴瀬駅（池袋駅より準急約30分）
● 路線バス ライフバスにて、東武東上線鶴瀬駅西口より　三芳中学校前下車徒歩3分
 鶴瀬駅西口発4番、5番、6番乗り場よりご乗車下さい。
● 乗用車 池袋方面より川越街道藤久保交差点左折、三芳中学校前信号右折すぐ左側
 関越自動車道下り所沢 ICから約15分。関越自動車道上り三芳 ICから約5分

土日祝日は駐車場が大変混み合い
ます。お声を掛け合って、相乗りに
ご協力をお願いいたします。

また、混雑する場合はやむを得ず
利用者以外の駐車をお断りする場
合がございます。あらかじめご了
承下さい。

野球・サッカー・ラグビーなどチー
ムで利用いただく際は

1チーム車5台まで
を基本とさせていただきます。

ご協力をお願いいたします。

大会等開催される
場合は開催主催の
団体様と車利用台
数をご相談させて
いただきます。



■ ご利用時間には準備と後片付けの時間が含まれます。
　 以下をご確認下さい。
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　 利用料金を全額ご負担となりますのでご了承下さい。
　 また、PCによるキャンセルは7日前の23時59分まで可能です。
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　アクセス　アクセス
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平日 1,600円
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1時間 1,000円 照明なし 30分 200円
1時間 400円
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豊島区立三芳グランドはサッカーやラグビーのための運動場１面、野球
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予約が無い場合は17時閉館とさせていただきます。

どなたでもご利用頂けます。（豊島区民の優先予約期間がございます。）

　　営利目的でのご利用はできませんので予めご了解下さい。

テニス・サッカーなどの指導行為もしくは疑わしい

行為と施設スタッフが判断した場合、お声かけさせて

いただきます。使用中止とさせていただく場合も

ございます。

　貸出時間

　予約について

　窓口業務

　利用資格

　貸出時間

　予約について

　窓口業務

　利用資格

■ 豊島区内在住・在勤者の方は「団
体登録」を行うと豊島区公共施設
予約システムで優先抽選を受ける
ことが可能となります。

■ 豊島区以外の方も「個人登録」をお
行えば豊島区公共施設予約システ
ムを利用して予約をすることがで
きます。

　団体登録予約
■ 豊島区公共施設予約システム（団
体登録）にて、ご利用月の2ヵ月前
より予約が可能となります。

■ 予約の抽選申込期間は毎月 1 日
～10日となり、11日に抽選が行
われます。11 日～ 15 日の間に抽
選結果の確定をしていただきま
す。また 16 日～ 20 日までの間
でご希望の施設のご予約をいただ
けます。

■ 最大抽選申込み数は運動場 5 コ
マ、野球場・テニスコート 10 コ
マまでとなります。

■ 最大当選コマ数は運動場 3 コマ、
野球場・テニスコート 5 コマとな
ります。野球場のみ土日祝日は 3
コマとなります。

■ 野球場・テニスコートは 1 日最
大2コマ（4時間）のご予約が可能
です。（但し、9時～13時もしく
は 13 時～ 17 時の枠内となりま
す。）

■ 抽選最大当選コマ数は運動場 3
コマ、野球場・テニスコート 5 コ
マとなります。21 日の午前 9 時
以降からは 2ヶ月先のご予約を個
人登録の方を含む先着順でご予約
できます。

　個人登録予約
■ 個人登録の方はご利用月の 2ヶ月
前の 21 日午前 9 時から予約シス
テムにてご予約する事ができます。
どなたでもご登録いただけます。

豊島区立三芳グランド 　電話 049-259-9397
〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町上富382-1指定管理者：日本テニス事業協会共同企業体
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ムで利用いただく際は
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