
港区のスポーツ施設（全般）の利用にあたって
◯利用上の注意

・スポーツセンター、芝浦南ふ頭公園運動広場を除き、各施設には駐車場が
ありませんので、自動車での来場はご遠慮ください。また、学校屋内プール
には駐輪場・駐車場ともにありませんので、自動車、自転車での来場はご遠
慮ください。

◯下記のような利用が認められるとき、利用者登録を取り消す場合があります。
・営利目的でのご利用
・施設を占有するような形態でのご利用
・利用者登録した名義を他人に譲渡、貸与してのご利用
・施設のルールに反するご利用
・その他不正とみられるご利用

港区内のプール（港区スポーツセンター、芝公園多目的運動場（アクア
フィールド芝公園）、学校屋内プール）の利用にあたって

◯利用上の注意  ・水着とスイミングキャップは必ず着用してください。（レン
タルはありません）・幼児、児童（小学1～3年生）は一緒に泳ぐ大人（高校生
以上）の付添が必要です。（大人一人につき2人まで）　・刺青、タトゥーをさ
れている方は、その部位が他の利用者に見えないように完全に覆ってから
ご利用ください。　・プール内では必ず係員の指示に従ってください。　・
混雑時は入場制限を行う場合もございます。

◯ご利用いただけない方  ・3歳未満の乳幼児、オムツのとれていない幼児　
・心臓疾患、感染病患者の方　・酒気を帯びた方　・医師に禁止されている
方　・施設のルール、監視員の指示に従っていただけない方

定期練習会
定期練習会は、主に武道を対象にした練習会です。全ての種目に指導員を配置
し、指導をいたします。毎週、同じ時間・曜日に開催しておりますので、定期的に練
習ができます。これから武道を始めてみようという方はぜひご参加ください。
　　　港区スポーツセンター
※対象・参加費・参加方法・スケジュール・用具等についてはスポーツセンターへお問い

合せください。
※祝日にあたるときはお休みします。
　　　弓道／合気道／剣道／民踊／民謡／アーチェリー／空手道／柔道
／なぎなた／子ども剣道／子ども空手道／子ども柔道／子どもなぎなた

　

港区スポーツセンター以外で、次の会場でも定期練習会を行っています。参加
対象はスポーツセンターの定期練習会と同じです。

場所

種目

会　　場 種　　目

氷川武道場（祝日は休みです。） 子ども剣道／子ども柔道／剣道／柔道
麻布小学校体育館（学校行事及び祝日のときは休みです。） 子ども剣道

定期練習会に関する問い合わせ先  港区スポーツセンター　  03‐3452‐4151

他の施設の定期練習会について
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スポーツ施設利用方法
　スポーツ施設を利用するには、個人登録または団体登録の手続きが
必要です。施設によって登録の要件や利用方法が異なります。詳しくはお
問い合わせください。

問い合わせ先

対象施設一覧
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競技場・武道場・多目的室

野球場

テニスコート（4面）

野球場

テニスコート（2面）

フットサル場（3面）

フットサル場

テニスコート（4面）

少年野球場

ソフトボール場（夜間）

武道場
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   ○ ○ ○ ○スポーツセンター

登録の種類

対象施設

麻布運動場

青山運動場

芝浦中央公園運動場

芝公園多目的運動場

埠頭少年野球場

氷川武道場

　各施設へ直接お問い合わせください。
　その他、ご不明な点は生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係まで
　　03‐3578‐2111 内線2750～2753

施設予約システム
　港区のスポーツ施設（一部施設を除く）は、「施設予約システム（パソコン、
スマートフォン、携帯電話、施設に設置されているタッチパネル式の利用者
端末）」から、空き状況の照会、抽選申込み、空き施設申込みなどを行い、利
用していただきます。利用するには、登録が必要です。
　利用登録については、港区スポーツセンター（　 03‐3452‐4151）にお
問い合せください。
　パソコン・スマートフォン
　　　（簡  易  版）https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/web/
　　　（高機能版）https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/user/
　携帯電話　https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/keitai/
　英  語  版　https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/ekeitai/

●対象　区内在住・在勤者で個人登録証をお持ちの方（中学生以下は不
　要です。）プールを利用するときは、個人登録証が必要です。

在住者は、健康保険証・運転免許証など、氏名、住所、生年月日が記載さ
れている証明書を持参のうえ、プール開放受付で登録申請してください。
在勤者は、社員証・健康保険証などの会社の所在地と利用者氏名が記載
されている証明書をお持ちください。（名刺だけでは登録できません。）
登録した日から利用できます。

※上記の利用時間については、学校行事等により変動する場合があります。
※団体での利用日及び利用時間については、スポーツ振興係までお問い合わせください。

●休場日　月～水曜（港南小・本村小・赤坂小・高松中・高陵中）、月曜（御
成門中）、月～金曜（港陽中）

※夏季休業中（7月21日～8月31日）は、月～水曜、年末年始（12月28日～1
月4日）（全校）、臨時休場日（全校）

●問い合わせ先 　 ～
ご利用になる学校のプール受付にお電話ください。
その他、ご不明な点は生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係まで
　 03‐3578‐2111　内線 2750～2753

学校屋内プール利用案内

港南･本村･赤坂小

学校名 利用日及び利用時間

御成門中

高松･高陵中

お台場学園港陽中

木・金曜
午後5時～8時

火～金曜
午後6時30分～8時30分

木・金曜
午後6時30分～8時30分

土・日曜
午前10時～正午

午後1時～3時
午後3時30分～5時30分

午後6時～8時

夏季休業日（7月21日～
8月31日）の木・金曜

午後1時30分～3時30分
午後3時45分～5時45分

午前10時～正午
午後1時～3時

午後3時30分～5時30分
午後6時～8時

土･日曜及び利用日が
祝日と重なる日
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港区スポーツセンター

8階　競技場2、3

競技場2
バドミントン利用4面

（32m×22m×高さ9.6m）

競技場3
卓球利用18台（25m×22m×高さ
9.6m）

7階（屋外）、6階（屋内）ランニングコース

屋外ランニングコース
（7階）1周200m
※路面コンディションにより利用不可
屋内ランニングコース

（6階）1周200m
※大会等により利用不可

5階　アリーナ、サブアリーナ

アリーナ
フロア：50m×40m×高さ15m
観客席：500席（固定）
コート配置：バレーボール2面、バスケット
ボール2面、バドミントン8面
サブアリーナ
フロア：44m×25m×高さ15m
観客席：無
コート配置：バレーボール1面、バスケット
ボール1面、バドミントン4面、パドルテニス
4面、フットサル1面

4階　武道場1、2、3

武道場1
柔道・合気道・太極拳・気功等（32m×15m×高さ4.0m）畳敷き
武道場2
剣道・なぎなた・空手等（32m×15m×高さ4.0m）スプリング付の板床
武道場3
弓道・アーチェリー（射距離28mの弓道場、射距離30mのアーチェリー場）

3階　トレーニングパーク、競技場1、多目的室

トレーニングパーク
ウエイトマシン（36台）、カーディオマシン（44台）、スタジオレッスンプログ
ラム（週80本以上）
競技場1
ダンス、カルチャー教室等（約25m×14m×高さ3.5m）
鏡貼り壁面2分割して利用可
多目的室
ダンス、体操、セミナー・講習会等（約19m×10m×高さ3.5m）

■  競技場
■  武道場
■  トレーニングパーク（ジム）

■  多目的室
■  プール（大、小、ジャグジー）
■  ランニングコース

【バリアフリー】1
施設概要

Minato City Sports Center
E-7

3階　プール

大プール：遊泳用（25m×6コース
×水深1.25m）、
歩行用（25m×2コース
×水深1.05m）

小プール：（13m×7m）
可動床（70cm～1m） 

ジャグジー：2
採暖室、4階見学コーナー等

【利用案内】
●料金
入場料にプールの利用料金も含ま
れます。プールは、1日1回2時間の
みの利用になります。2時間を超え

た場合は、超過料金がかかります。
（1時間につき大人250円、小学生・中

学生・高校生50円。ただし、無料入場
者はこの限りではありません）
●利用時間
午前8時30分～午後10時
※プールゲート最終入場は午後9時
30分
※プール休憩時間（10分間の休憩
が1日3回）

各施設の利用料金

※芝浦南ふ頭公園運動広場の区外一般団体の利用料金は、表の 2 倍の金額です。

施設 利用時間 利用料金

麻布運動場

野球場
（1面）

利用料金（2時間） 5,200円
照明料　（1時間） 1,600円

テニスコート
（1面）

利用料金（1時間） 600円
照明料　（1時間） 300円

青山運動場

野球場
（1面）

利用料金（2時間） 5,200円
照明料　（1時間） 1,400円

テニスコート
（1面）

利用料金（1時間） 600円
照明料　（1時間） 100円

芝浦中央公園運動場

テニスコート
（1面）

利用料金（1時間） 600円
照明料　（1時間） 100円

フットサル場
（1面）

利用料金（1時間） 800円
照明料　（1時間） 無料

芝給水所公園運動場 サッカー場
利用料金（2時間） 5,200円
照明料　（1時間） 700円

埠頭少年野球場 野球場
利用料金（2時間） 5,200円
照明料　（1時間） 900円

芝公園多目的運動場

フットサル場
（1面）

利用料金（1時間） 1,300円
照明料　（1時間） 200円

プール

大人（2時間以内） 600円
小学生・中学生・高校生（2時間以内） 100円
超過料金 大人（1時間） 300円
超過料金 小学生・中学生・高校生（1時間）
未就学児・65歳以上（区民）、障害者（区民）

50円
無料

少年野球場 利用料金（1時間） 1,400円
芝浦南ふ頭公園

運動広場 少年サッカー場・フットサル場 利用料金（1時間） 700円
サッカー場 利用料金（1時間） 2,100円

※第1・第3日曜日は、区民無料公開日（区民以外の方は、有料で利用できます）
※第2・第4土曜日は、小学生・中学生・高校生無料
※団体の利用料金は、港区ホームページをご覧ください。

施設 区分 利用料金

スポーツセンター

港区在住・在勤・在学者 500円
一般（区外者） 800円

小学生・中学生・高校生 100円
未就学児、65歳以上（区民）、障害者（区民） 無料

※第1・第3日曜日は、区民無料公開日（区民以外の方は、有料で利用できます）
※第2・第4土曜日は、小学生・中学生・高校生無料

施設 区分 使用料（2時間あたり）

学校屋内プール

大人 500円
100円

団体
小学生・中学生・高校生

18,700円
未就学児、65歳以上（区民）、障害者（区民） 無料

施設 区分 使用料（2時間あたり）

利用日及び利用時間 利用料金

氷川武道場

火曜日～金曜日
午後 2時間 2,600円
夜間 3時間 4.000円

土曜日
午後Ⅰ 2時間 2,600円
午後Ⅱ 2時間 2,600円

夜間 3時間 4,000円

日曜日及び祝日
午前 2時間 2,600円

午後Ⅰ 2時間 2,600円
午後Ⅱ 2時間 2,600円

施設

港区芝浦1‐16‐1
（みなとパーク芝浦内3～8階）
午前8時30分～午後10時30分
※施設利用時間（更衣室を除く
各運動施設午後10時まで）
第1月曜（祝日、振替休日にあた
るときはその翌平日）、年末年始

（12/31～1/3）
JR田町駅東口徒歩5分、都営地
下鉄三田駅Ａ6出口徒歩6分
ちぃばす芝浦港南ルート（品川
駅港南口行）・芝ルート「みなと

パーク芝浦」バス停徒歩0分
お台場レインボーバス「田町駅
東口」バス停徒歩6分
都バス「田町駅東口」バス停徒歩
7分
※車いすの方でも運動ができま
すので、詳しくはお問い合わせく
ださい。（ボッチャ・競技用車い
す等の用具もあります。）
03-3452-4151
03-3452-4920

所

時

ア

休

記号凡例
電話

休館日

多目的トイレ
バリアフリー

凡例 オストメイト対応トイレ
出入口がフラット

エレベーターあり

出入口に段差あり

障害者用駐車場あり

出入口にスロープあり

車いすで使用可能な更衣室 車いすで使用可能なシャワー室

所在地所 時間時

休 アクセスア

FAX

港区芝公園2‐7‐2
午前9時～午後8時
※時期により変わります。
フットサル期：年末年始（12月31日
～1月3日）及び第1・第3月曜日
プール期：区民水泳大会の日、中間
清掃日
※6月と9月にフットサル場とプール
との入替工事が行われます。詳細
は施設にお問い合わせ下さい。

JR線浜松町駅 徒歩9分、
三田線芝公園駅 徒歩1分、
浅草線・大江戸線大門駅 徒
歩5分、
ちぃばす芝・麻布東ルート

「芝公園駅」バス停 徒歩2分
03‐5733‐0575

所
時

休

ア
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港南小学校屋内プール
Konan Elementary School Indoor Pool

■  屋内プール　25m×11m　5コース
■  水深： 1.1m（可動床）

D-9

港区港南4‐3‐28　学校内1階
JR品川駅 徒歩10分、りんかい線・モノレール天王洲アイル駅 徒歩12分、
ちぃばす芝浦港南ルート「港南小学校前」バス停 徒歩1分、都バス「港南
四丁目交差点」バス停 徒歩3分
プール受付　03‐5460‐9506（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

所
ア
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施設概要

高陵中学校屋内プール
Koryo Junior High School Indoor Pool

港区西麻布4‐14‐8　学校内地下2階
日比谷線広尾駅 徒歩7分、ちぃばす青山ルート「日赤医療センター」バス
停 徒歩5分、ちぃばす麻布西ルート「広尾駅」バス停 徒歩7分、都バス「日
赤医療センター前」バス停 徒歩5分、「日赤医療センター下」バス停 徒歩
9分
プール受付　03‐5464‐7749（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

■  屋内プール　25m×13m　6コース
■  水深： 1.15m～1.35m

【バリアフリー】

B-5

所
ア
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施設概要

お台場学園港陽中学校屋内プール
Odaiba Gakuen Koyo Junior High School Indoor Pool

港区台場1‐1‐5　学校内地下1階
ゆりかもめお台場海浜公園駅 徒歩7分、りんかい線東京テレポート駅 徒
歩12分、お台場レインボーバス「お台場学園前」バス停 徒歩1分
プール受付　03‐5500‐2665（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

■  屋内プール　25m×13m　6コース
■  水深： 1.1m（可動床）

【バリアフリー】

H-10

所
ア
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施設概要

芝浦南ふ頭公園運動広場（ 　）
Shibaura Minami Futo Park Sports Field （Kaigan Park）

港区海岸3‐33‐20
午前8時～午後7時　※時期により変わります。
年末年始（12月31日～1月3日）
ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 徒歩5分、
ちぃばす芝浦港南ルート「芝浦ふ頭駅」バス
停 徒歩5分、「海岸三丁目」バス停 徒歩5分
港区スポーツセンター　03‐3452‐4151

■  少年野球場（1面／多目的運動場）
■  少年サッカー場（1面／フットサル場／多目的運動場）
■  サッカー場（1面／フットサル場3面／多目的運動場）

【バリアフリー】

F-9
かいがん

ぱ～く

所
時
休
ア

5
施設概要

芝浦中央公園運動場

■  テニスコート（4面／砂入り人工芝コート）
■  フットサル場（多目的運動場）（1面／人工芝）

Shibaura Chuo Park Sports Field

【バリアフリー】

港区港南1‐4‐1
午前8時～午後9時
※時期により変わります。
年末年始（12月31日～1月3日）

JR品川駅 徒歩12分、
ちぃばす芝浦港南ルート「芝浦中
央公園運動場」バス停 徒歩1分
03‐3450‐6343

所
時

休

ア

D-9
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青山運動場

■  野球場（1面／人工芝）※軟式のみ
■  テニスコート（2面／砂入り人工芝コート）

Aoyama Sports Field
B-3

【バリアフリー】

港区南青山2‐21‐12
午前8時～午後9時
※施設及び時期により変わります。
年末年始（12月31日～1月3日）

銀座線外苑前駅 徒歩3分、
ちぃばす青山ルート「外苑前駅」
バス停 徒歩2分
03‐3405‐8383

所
時

休

ア

（一部階段あり）

8
施設概要

氷川武道場

■  武道場（畳・板敷の兼用）
（柔道、剣道等）

Hikawa Budojo Martial Arts Hall
D-3

【バリアフリー】

所
時

ア

休

港区赤坂6‐6‐14
午前9時30分～午後8時30分　※曜
日及び利用方法により変わります。
月曜、年末年始（12月31日～1月3日）

千代田線赤坂駅 徒歩3分、
ちぃばす赤坂ルート「赤坂駅前」
バス停 徒歩10分
03‐5561‐7829

11
施設概要

本村小学校屋内プール
Hommura Elementary School Indoor Pool

■  屋内プール　25m×11m　5コース
■  水深： 1.1m（一部0.7m）

C-6

港区南麻布3‐9‐33　学校内地下1階
日比谷線広尾駅 徒歩12分、ちぃばす麻布西ルート「本村小学校入口」バ
ス停 徒歩3分、「仙台坂上」バス停 徒歩5分、都バス「四ノ橋」バス停 徒歩
5分、「仙台坂上」バス停 徒歩5分
プール受付　03‐5420‐0980（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

所
ア

13
施設概要

御成門中学校屋内プール
Onarimon Junior High School Indoor Pool

■  屋内プール　25m×13m　6コース
■  水深： 1.15m～1.35m

F-5

港区西新橋3‐25‐30　学校内地下1階
日比谷線神谷町駅 徒歩7分、三田線御成門駅 徒歩2分、浅草線・大江戸線
大門駅 徒歩13分、ちぃばす麻布東ルート「御成門中学校」バス停 徒歩1
分、都バス「御成門」バス停 徒歩1分
プール受付　03‐3438‐3494（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

所
ア

12
施設概要

赤坂小学校屋内プール
Akasaka Elementary School Indoor Pool

■  屋内プール　25m×11m　5コース
■  水深： 1.1m（一部0.7m）

C-3

港区赤坂8‐13‐29　学校内地下1階
千代田線乃木坂駅 徒歩7分、赤坂駅 徒歩8分、
ちぃばす赤坂ルート「赤坂小前」バス停 徒歩1分
プール受付　03‐3404‐2943（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

所
ア

14
施設概要

高松中学校屋内プール
Takamatsu Junior High School Indoor Pool

■  屋内プール　25m×13m　6コース
■  水深： 1.1m～1.3m

C-7

港区高輪1‐16‐25　学校内5階
三田線・南北線白金高輪駅 徒歩5分、ちぃばす高輪ルート「高輪地区総
合支所前」バス停 徒歩5分、都バス「白金高輪駅前」バス停 徒歩5分、「高
輪二丁目」バス停 徒歩3分
プール受付　03‐3442‐5278（プール開放開始時間の30分前から終了時間まで）

所
ア

【バリアフリー】【バリアフリー】

【バリアフリー】

【バリアフリー】

【バリアフリー】

スポーツ施設
ガイドマップ
スポーツ施設
ガイドマップ
SPORTS FACILITY GUIDE MAP

港区

6
施設概要

港区芝公園3‐6‐7
午前9時～午後8時
※時期により変わります。
年末年始（12月31日～1月3日）

芝給水所公園運動場

■  サッカー場（1面／人工芝）
※区内在住の小・中学生の
　スポーツ団体のみ利用可

Sports Field in Shiba Water Supplying Station Park
E-5

【バリアフリー】

日比谷線神谷町駅 徒歩6分、
ちぃばす麻布東ルート「東麻布一丁
目（東京タワー下）」バス停 徒歩8分
03‐3431‐2177

ア所
時

休

4
施設概要

芝公園多目的運動場（ 　　  ）アクアフィールド
 芝公園

■  フットサル場（多目的運動場）（3面／9月下旬～6月中旬）
■  プール（7月1日～9月15日）

【バリアフリー】

Shiba Park Multi Purpose Sports Field （Aqua Field Shiba Park）
E-6

港区南麻布5‐6‐33
午前8時～午後9時
※施設及び時期により変わります。
テニスコート：12月31日～1月3日
野球場：12月31日～2月末日

日比谷線広尾駅 徒歩10分、
ちぃばす麻布西ルート「元麻布
二丁目」バス停 徒歩1分
03‐3446‐6879

麻布運動場
Azabu Sports Field2

施設概要
■  野球場（1面／外野天然芝）※軟式のみ
■  テニスコート（4面／砂入り人工芝コート）

B-6

【バリアフリー】

所
時

休

ア

7
施設概要

埠頭少年野球場
Futo Children's Baseball Field

■  野球場（1面／砂入り人工芝） 
※一般団体はソフトボールのみ（平日の夜間）

F-8

港区海岸3‐14‐34
午前8時～午後8時
※時期により変わります。
年末年始（12月31日～1月3日）

ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 徒歩3分、
ちぃばす芝浦港南ルート「埠頭
公園入口」バス停 徒歩3分
03‐3451‐3956

所
時

休

ア

【バリアフリー】


