
施設ご利用の皆様へ ～施設利用上の注意事項～ 

 海竜スポーツランドは利用者皆さんの施設です。皆さんが気持ちよくご利用いただくため、下記の注意事項を

十分ご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。なお、注意事項に反した行為があった場合は、

利用をお断りすることがあります。 

 

■施設内共通の注意事項 

１．次の方はご利用できません。 

① 医師から運動を禁止されている方 

② 頭痛、発熱、下痢などの症状があり体調不良な方 

③ 感染症にかかっている方 

④ お一人での利用が困難な方で、介護者のいない方 

⑤ 酒気を帯びている方 

⑥ 暴力団関係者や刺青、タトゥーが入っている方 

⑦ 他の利用者に不快感を与えたり、迷惑をかけたりする言動をする方 

⑧ その他、利用に際して係員の指示に従わない方 

２．施設内は土足禁止です。 

３．施設内は全館禁煙です。 

４．食べ物やアルコール類の持ち込みはご遠慮ください。 

５．火気・危険物の持ち込み、ペットの入場はご遠慮ください。 

６．許可なく施設内でのカメラ及びビデオ等、撮影行為はご遠慮ください。 

７．施設内での貴重品の紛失、盗難及び事故について一切の責任を負いかねますのでご注意ください。 

８．施設、その他の物件を故意に汚損し毀損する行為を禁止します。 

９．お帰りの際には、忘れ物や落し物がないか再度ご確認ください。施設内、敷地内での拾得物については、 

当施設で３か月間保管し、その後処分します。現金等の貴重品については射水警察署に届出します。 

 

■更衣室、スポーツサウナ利用上の注意事項 

１．更衣室へは内履きシューズを履いたまま入室できます。 

２．貴重品やロッカーの鍵等は、利用者ご自身で管理願います。 

３．故意によるロッカー・鍵の破損、紛失については修理交換等の実費費用を請求させていただきます。 

４．スポーツサウナでの石鹸、シャンプーの使用はできません。石鹸、シャンプーの使用についてはシャワー室

でお願いします。 

５．スポーツサウナのご利用前には、軽く汗を流してから、タオルを巻いてご利用ください。 

６．スポーツサウナ内では、横になったり、寝そべったり、大きな声でのおしゃべりはご遠慮ください。 

 

■プール利用上の注意事項 

１．水着・水泳帽を着用し、プールに入る前には身体をよく洗い、準備体操をしてください。また、装飾品を 

はずし化粧、整髪液は必ず落としてください。 

２．２５ｍプールでは、身長１４０ｃｍ未満の小学生は保護者の同伴が必要です。 

  なお、未就学児は利用できません。 

３．未就学児が幼児用プールを利用する際には、未就学児１名につき１名の保護者の同伴が必要です。 

４．遊具、カメラ、携帯電話の持ち込みはできません。 

５．プールサイドから飛び込んだり、走ったりしないでください。 

 

■トレーニングエリア利用上の注意事項 

１．室内専用の運動靴を履いてください。忘れた場合は、利用できません。 

２．小学生以下の利用はできません。 

３．トレーニング機器に座っての休憩、長時間の占有使用やタオルなどを置いての占有は行わず、譲り合って 

お使いください。 

 

■アリーナ利用上の注意事項 

１．予約でのご利用を優先します（使用日の前月１日から予約できます。）。 

２．用途に応じて適切な服装でご利用ください。 

３．ご利用後にはモップ掛けをお願いします。 
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Guidelines for Customers 
 

Kairyu Sports Land is a facility for all customers. In order to create a safe environment, it is 

important that the following guidelines are respected. If these guidelines are breached, we 

may ask you to leave the premises.  
 

General Guidelines  

1. You may not use the facilities if: 

1. You have been told by a doctor to avoid exercise  

2. You are showing symptoms of headache, fever, diarrhea, etc 

3. You are suffering from an infectious disease 

4. You have difficulty using the facilities alone and are not assisted by a helper 

5. You are intoxicated 

6. You are affiliated with a violent organization or have tattoos 

7. Your actions cause discomfort or trouble to other customers 

8. You disregard instructions from staff regarding use of the facility 

2. Do not wear outdoor shoes inside the building. 

3. Do not smoke. 

4. Do not bring in items such as food or alcohol.  

5. Do not bring in any flammable items, dangerous objects, or pets. 

6. Do not take photos and/or videos without permission. 

7. Please be aware that we cannot take responsibility for any valuables lost or stolen. 

8. Do not intentionally damage facilities or equipment in the premises.  

9. When leaving, please check that personal items have not been forgotten. Forgotten items found within the 

premises will be kept for 3 months then discarded. Valuables such as cash will be handed in to the Imizu 

police.  

 

Guidelines for Changing Rooms and Sports Sauna 

1. Indoor shoes are permitted in the changing room. 

2. Please remember that it is your responsibility to take care of valuables such as locker keys.  

3. If your locker or locker key is damaged or lost, you will be charged with a repair/replacement fee. 

4. Do not use soap or shampoo in the sauna. (Please only use soap or shampoo in the shower rooms.)  

5. Please rinse yourself and put on a towel before entering the Sports Sauna. 

6. Please do not lie down or talk loudly in the Sports Sauna.  

 

Guidelines for using the Pool 

1. Before entering the pool, please put on a bathing suit and swimming cap, rinse yourself thoroughly and 

warm up. Please be sure to take off any accessories, cosmetics, and hair products.  

2. In the 25 meter pool, elementary school children under 140 cm must be accompanied by a guardian. 

Children below school age are not permitted to use this pool. 

3. Each child below school age using the infant pool, must be accompanied by at least one guardian.  

4. Do not bring in toys, cameras, or cell phones.  

5. Do not run by the poolside or jump into the pool.  

 

Guidelines for using the Training Area 

1. Please wear indoor exercise shoes. You cannot use the equipment in the Training Area unless these shoes 

are worn.  

2. Elementary school age children (and below) cannot use the equipment.  

3. Please be considerate about taking turns; do not sit on the training equipment if you are resting, occupy a 

station for long periods of time, or leave towels on it.  

 

Guidelines for using the Arena  

1. Priority is given to customers with reservations. (Reservations can be made from the first day of the 

previous month.)  

2. Please wear appropriate clothing. 

3. Please clean up after finishing.  
 

Kairyu Sports Land 



　
　身長１４０ｃｍ未満の小学生１人に
つき、保護者１人の同伴入水で、
２５ｍプールでの遊泳ができます。

　身長１４０ｃｍ以上の小学生は、１人で２５ｍプール
を利用できます。

　未就学児１人につき保護者１人の同伴入水
で、こどもプールの利用ができます。
　保護者と子供は離れないでください。
２５ｍプールは利用できません。

未就学児（乳幼児）

身長１４０ｃｍ以上の小学生

身長１４０ｃｍ未満の小学生

１コース ×

２コース ×

３コース ×

４コース ×

５コース ×

６コース ×

７コース ×

こどもプール △ 保護者同伴

25ｍプール

１コース ○

２コース ○

３コース ○

４コース △ 泳力による

５コース △ 泳力による

６コース △ 泳力による

７コース ○

こどもプール ○

25ｍプール

※１,２コースはウォーキングコース

※３,７コースは遊泳（初心者優先）コース

１コース ○

２コース ×

３コース △ 保護者同伴

４コース ×

５コース ×

６コース ×

７コース △ 保護者同伴

こどもプール ○

25ｍプール

※１,２コースはウォーキングコース

※３,７コースは遊泳（初心者優先）コース



◆プール・アリーナ個人使用料　（1回3時間以内）

市内 市外 市内 市外 市内 市外

　１回券 ４５０円 ４５０円 ２２０円 ２２０円 １５０円 １５０円 

１１回券 ４，５００円 ４，５００円 ２，２００円 ２，２００円 １，５００円 １，５００円 

　３か月利用券 ９，７００円 １０，７００円 ４，８５０円 ５，３５０円 ３，２００円 ３，５００円 

　６か月利用券 １７，３００円 １９，０００円 ８，６５０円 ９，５００円 ５，８００円 ６，４００円 

１２か月利用券 ３０，３００円 ３３，３００円 １５，１５０円 １６，６５０円 １０，１００円 １１，１００円 

〇未就学児は無料、ただし、保護者（有料）の同伴者が必要です。（ﾌﾟｰﾙは未就学児１人につき１人の保護者）

〇障がいのある方１人につき介助者１人は無料です。

◆トレーニング機器個人利用料　（1回3時間以内）
市内・市外

在住の方

　１回券

１１回券

　３か月利用券

　６か月利用券

１２か月利用券

◆プール・アリーナ・トレーニング機器セット利用料

市内 市外 市内 市外 市内 市外

　３か月利用券 １７，４６０円 １８，４６０円 １２，６１０円 １３，１１０円 １０，９６０円 １１，２６０円 

　６か月利用券 ３１，１４０円 ３２，８４０円 ２２，４９０円 ２３，３４０円 １９，６４０円 ２０，２４０円 

１２か月利用券 ５４，５４０円 ５７，５４０円 ３９，３９０円 ４０，８９０円 ３４，３４０円 ３５，３４０円 

一　般
７０歳以上の方

中学生
障がいのある方区　分

小・中学生

海竜スポーツランド

区　分

中学生以上

　　　４５０円

１７，３００円

３０，３００円

　９，７００円

一　般
障がいのある方

７０歳以上の方

　４，５００円


