
 

 

このたびは、札幌ドームの屋外サッカー練習場をご予約いただき、ありがとうございます。 

本紙をよくお読みいただき、代表者の方は対戦相手やチームメイトの方々にもお伝えいただきますよう、 

ご協力をお願い申し上げます。 

 

1. 利用時間・料金 

 天然芝サッカー練習場 人工芝サッカー練習場 

利用時間 

3時間単位 （連続利用可） 2時間単位 （連続利用可） 

【9：00-12：00】、【13：00-18：00】のうち 

任意の連続した 3時間 

※各 00分からのご利用 

【7：00-9：00】【9：00-11：00】 

【11：00-13：00】【13：00-15：00】 

【15：00-17：00】【17：00-19：00】 

※【7:00-9:00】【17:00-19:00】は夏期のみ 

利用料金 

（1枠） 

一般 7,200円 一般 4,800円 

学生 3,600円 学生 2,400円 

（消費税込） 

2. ご利用当日の流れ（お支払い）   

① ご利用開始時間までに、ご予約の屋外サッカー練習場まで直接お越しください。 

② 現地に係員が参りますので、同封の「施設利用予定票」をお渡しいただき、ご利用料金をお支 

払いください。 

※利用開始時間までに、屋外サッカー練習場に到着できない場合には、必ず㈱札幌ドーム市民利用担当 

 （011-850-1009）までご連絡下さい。 

 

3. キャンセルについて 

① 利用予定日 5日前までに札幌市公共施設予約情報システムより、利用申込みを取消してくだ 

さい。 

② 取消後に、㈱札幌ドーム 市民利用担当 （011-850-1009） までご連絡ください。  

※利用予定日 4日前を過ぎても取消はできますが、利用料金の全額をご請求させていただきます。 

 

4. 天候と天候不良時のキャンセルについて 

○ 天然芝サッカー練習場は、雨天、降雪の場合には、芝生保護のためご利用いただけない場合が 

あります。ご利用いただけない場合には、ご利用時間前に代表者の方へご連絡をいたします。 

○ 人工芝サッカー練習場は、雨天、降雪の場合でも、ご利用いただけます。台風・暴風雨等荒天 

でない限り、利用料金が発生いたします。ご注意ください。 

○ 降雪時の除雪は行いません。また降雪量が多い場合は、利用をお断りする場合があります。 

○ 天候不良（雷、台風、大雨、地震、特別警報発表等）の場合、利用可否の判断は(株)札幌ドー 

ムにて行います。 

○ その他やむを得ない事由が生じた場合は、㈱札幌ドームより利用のキャンセルを連絡させてい 

ただきます。 

ご利用の際には、必ずお読みください 

【札幌ドーム屋外サッカー練習場ご予約の皆さまへ】 
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5. お手洗い・着替え     

○ 駐車場屋外トイレまたは天然芝サッカー練習場のクラブハウス入口のトイレをご利用ください。 

○ 天然芝サッカー練習場のクラブハウスはご利用いただけません。 

○ 更衣室（ロッカールーム）、シャワー等の設備はございません。 

 

6. 喫煙場所  

○ 札幌ドーム敷地内は、指定場所以外禁煙です。 

屋外サッカー練習場エリア、駐車場での喫煙はできません。 

○ 最寄りの喫煙所は北ゲート 3付近の屋外階段下です。 

 

7. 緊急時について 

AEDが 

必要な 

場合 

(自動体外式 

除細動器) 

クラブハウス自動販売機横に AEDを用意しています。 

使用した場合は、電話でご連絡ください。 

●内線電話を使う場合 ⇒「防災センター」へご連絡ください。 

  ※内線電話はトイレ横（クラブハウス入口）にあります。 

●携帯電話を使う場合 

㈱札幌ドーム 市民利用担当  011-850-1009  

㈱札幌ドーム 代表電話       011-850-1000 （9：00～17：30） 

救急車が 

必要な 

場合 

救急車を呼びたいことを電話連絡してください。 （連絡方法は上記同様） 

①傷病者の年齢・性別  

②傷病の状態（意識の有無）や原因・理由等 

※けが、事故 （天候、気象状況によるものを含む）が発生した場合においても、当社は責任を負いかねます。 

 

8. 利用時の注意・禁止事項 

注意 

禁止事項 

・申請者の使用権を第三者へ譲渡・転貸する行為。 

・営利目的及び目的外の利用。 

・人工芝を痛める恐れのある行為。 

（ハイヒール不可。芝生上、道路上へのイス・テント設置不可。） 

・ラジカセ・スピーカー等の音響装置の使用及び鳴り物、チアホーン等を利用した 

応援行為。 

・芝生上での飲食（水分補給のみ可） 。喫煙、火気の利用。 

・その他、当施設にて不適切と判断する行為。 

※施設、設備を破損、汚損した場合、故意、過失に関わらず賠償請求を致します。 

盗難 
・貴重品等はお客様ご自身で責任を持って管理してください。 

※万が一、盗難等が発生した場合、当社は責任を負いかねます。 

 

9. その他 

   ○ ボールが池に入ってしまった場合は、市民利用担当までご連絡ください。 

      危険ですので、池には立ち入らないよう、お願いいたします。 

○ サッカーゴール転倒防止のため、必ず転倒防止チェーン・砂袋を使用してください。 

○ 札幌ドーム周辺での送迎は近隣にお住まいの皆さまのご迷惑になるためご遠慮ください。 

クラブハウス入口付近 

お知らせください。 

内線電話 

AED 



10. 駐車場について 

営業時間 9：00-21：00（駐車場開門 8：45） ※7:00からご利用の場合、駐車場開門 6：45 

イベントの 

ない日 

普通車  2時間  300円 （以降、30分毎に 100円） 

大型車  2時間  600円 （以降、30分毎に 200円） 

ドーム内施設で 500円以上ご利用の場合、駐車場料金が 3時間まで無料（施設 

利用優待）となります。 

※サッカー練習場利用のみの場合は施設利用優待対象外です。 

プロ野球 

開催日 

ナイター日 

14：30～ 

サッカー練習場ご利用のお客様には、1申込につき普通車 6台、大型車 2台まで、

駐車許可証（有料）を発行いたします。ご利用の 10 日前までにお電話でお申し込

みください。当日、サッカー練習場利用料金とともに、発行枚数分の駐車場料金を

お支払いください。 

＜参考＞イベント駐車券（前売）は、普通車 1台 2,500円、 大型車 1台 5,000円 

※プロ野球開催時は駐車場・周辺道路が大変混雑いたします。 

時間に余裕を持ってお越しください。 
※札幌ドーム駐車場に送迎スペースはありません。 

    ※イベントにより、駐車場の利用形態が異なる場合や、ご利用いただけない 

場合があります。WEB サイト、お電話等でご確認ください。 

※大型車は 5.6ｍ以上の車両となります。 

 

 ★プロ野球開催日の駐車許可証の発行について 

＜駐車許可証料金 （１台あたり）＞ 

練習場の利用時間に応じた固定料金となります。（練習場利用時間+1時間加算） 

 利用時間 料 金 

練習場 駐車場 普通自動車 大型車（全長 5.6m以上） 

天 
然
芝 

3時間 4時間計算  700円 1,400円 

6時間 8時間計算 1,500円 3,000円 

人 

工 

芝 

2時間 3時間計算   500円 1,000円 

4時間 5時間計算   900円 1,800円 

6時間 7時間計算 1,300円 2,600円 

8時間 9時間計算 1,700円 3,400円 

10時間 11時間計算 2,100円 4,200円 

12時間 13時間計算 2,500円 5,000円 

※連続利用の場合、利用時間枠ごとの申請とし、利用時間途中での切り替えはできかねます。 

※代表者の方からの一括申込、一括送付のみとさせていただきます。個別や分割対応はお受けできません。 

※追加発行、台数変更、取消、返金はできませんので、ご了承ください。紛失時の再発行等はいたしません。 

 

＜プロ野球開催日のご利用時の注意＞ 

試合終了後は、入場車線も一時的に退場車線となるため、駐車場への入場ができなくなる 

時間帯が発生します。試合終了前にご入場いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

何卒ご了承のほど、お願いいたします。 

 

駐車許可証は、ご利用時間の 

前後 30分間有効です。 

※下記の時間帯ご利用の方は、駐車場 

開門時刻からのご利用となります 

・7：00 からご利用 → 6：45 開門 

・9：00 からご利用 → 8：45 開門 



内線 

＜ご利用当日について＞ 

① 入場時、駐車場料金所にて駐車許可証をご提示ください。 

駐車場内での受渡しはできません。 

② 駐車中はダッシュボードに常時掲示をお願いします。 

③ 駐車許可証は、退場時に駐車場係員にご返却ください。 
 

   ＜その他＞ 

・再入場はできません。 

・サッカー練習場利用以外の目的での駐車許可証の利用、時間外の駐車はご遠慮ください。 

・駐車許可証の貸与・譲渡はできません。 

 

札幌市公共施設予約情報システム インターネット（パソコン） http://www.city.sapporo.jp/shisetsu-yoyaku/ 

                                   インターネット（スマートフォン） https://www.city.sapporo.jp/shisetsu-yoyaku 

                                   インターネット（携帯電話専用） https://yoyaku.harp.lg.jp/m 

                                   電話機（自動音声対応） ： システム用電話番号 011-522-2500 

 

株式会社札幌ドーム 〒062-0045 札幌市豊平区羊ケ丘 1番地 

市民利用担当  TEL．011-850-1009 (9:00-17:00) 休館日は休み 

代表電話      TEL．011-850-1000 (9:00-17:30) 休館日は休み 

https://www.sapporo-dome.co.jp 

11. 敷地案内図 

飲料 

自動販売機 

http://www.city.sapporo.jp/shisetsu-yoyaku
https://yoyaku.harp.lg.jp/m

