
松屋地所 FrechiField（FBC 知多）グラウンド利用について 

 

       住所：愛知県知多市緑町７番 （寺本駅 徒歩約 10 分） 

         西知多産業道路「寺本インター」、旧「ふれあい広場」 

利用について 

【利用予約】 

 予約システムへの事前登録が必要（愛知県サッカー協会 HP「予約状況の確認」より） 

 4 か月前より抽選予約を受付（例：4 月は 8 月利用抽選予約を受付） 

【利用時間】 

人工芝グラウンド：平日 9：30～21：30/土日祝 9：00～21：00 

天然芝グラウンド：土日 9：00～日没 30 分前 

【利用料金】 

① 利用料金 

  ◇人工芝グラウンド（日本サッカー協会 JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認） 

  AIFA 会員（愛知県サッカー協会登録チーム）：平日 5,000 円/時間・土日祝 7,000 円/時間  

  有料会員（会費 5000 円／年度ごとが必要） ：平日 5,000 円/時間・土日祝 7,000 円/時間 

  無料会員                               ：平日 6,000 円/時間・土日祝 8,000 円/時間  

   ※夜間の利用には別途夜間照明代 1,200 円/時間が必要です 

◇天然芝グラウンド  

※天然芝の養生の関係上、土日のみ利用可 

  AIFA 会員、有料会員：土日 13,000 円/時間 

無料会員       ：土日 15,000 円/時間 

② 駐車場 （いずみパーキング）  

平日 300 円/回・土日祝 500 円/回（1 回：24 時間） 

※前払い制（お札：1000 円札のみ使用可能） 

 《バスについて》 

  ・大型バスの乗り入れは禁止 

  ・入庫可能サイズ マイクロバス：幅 2.1m 長さ 7.0ｍ  

  ・入庫可能台数  最大 4 台（1 チーム 1 台） ※先着順 

  ・駐車料金    2,000 円/回（1 回：24 時間）※別途請求書発行 

  ・事前申し込み  申請書（別途）を（公財）愛知県サッカー協会へ FAX にて提出 

    ※申請書提出期限：利用 1 週間前（土日受付不可） 

精算機故障や事故発生の場合 緊急連絡先：0120-63-3000 いずみパーキング 

駐車場内でのトラブルは、（公財）愛知県サッカー協会で一切の責任を負いかねます 

 



 

【施設入退場方法】※リモートロック 

●管理棟の鍵（ボタン式）の解錠方法 

LOCKSTATE(ボタン) を 1 回押下→管理棟解錠キー番号の数字ボタンを押下→

LOCKSTATE(ボタン) 解錠 

※管理棟開解錠キー番号は、ご予約時間の 30 分前より利用可能です。 

※解錠後、30 分間解錠した状態になり、30 分経過後自動で施錠します。 

 選手集合の際、長時間扉を開放する場合は出口専用扉を使用してください。 

 利用時間になりましたら、双方の扉が閉まっていることを確認ください。 

※退場は、出口専用の扉よりお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

●決済・予約完了ご案内のメールに管理棟解錠キー番号（認証情報）が記載されております。 

  ※毎回キー番号は変更されます。 

  ※キー番号については、代表者のみでの管理をお願いいたします。 

《注意》貴重品の管理を徹底ください。 



【その他】 

① 予約利用したグラウンド以外のグラウンドへの立ち入り禁止 

② 緊急車両を使用した場合、速やかに（公財）愛知県サッカー協会へ報告 

③ 暴風警報発令の場合、使用を禁止 

※警報解除後、2 時間以内をめどに安全が確認され次第使用を開始 

④ 地震発生時は緊急情報のアナウンスあり 

※帰宅困難者は八幡小学校、八幡中学校に移動ください 

⑤ グラウンド利用上の注意・禁止事項を遵守ください 

⑥ 施設周辺での駐停車および野球場・陸上競技場への駐車はおやめください。 

※市役所より厳重注意あり 

遵守いただけない場合、今後の施設利用をお断りさせていただきます。 

⑦ 管理棟は、人工芝側（A・B）と天芝側（C・D）で待機場所として分かれています。 

※待機場所からグラウンドへ移動する際、貴重品の管理を徹底ください。 

 （公財）愛知県サッカー協会で一切の責任を負いかねます。 

⑧ コロナ対策は事業運営責任者および各チームで徹底ください。 

⑨ AED は施設に 1 台の設置があります。 

⑩ 施設内備品の利用希望がある場合、事前（1 週間前）に相談ください。 

 

 

本施設には、管理者が常駐をいたしません。安全な運用をお願いいたします。 

ご利用者皆さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。  

 

 

問合せ連絡先：（公財）愛知県サッカー協会 事務局  

052-846-2320（平日 11:00～13:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グラウンド利用上の注意・禁止事項 一覧 

※下記事項を遵守いただけない場合、今後の施設利用をお断りさせていただきます。 

【注意事項】 

・予約利用時間内での、準備や片付けを遵守すること 

・履物の土や泥を十分に落として入場すること 

・利用した場所や物は所定の場所に戻し、必ず清掃すること 

・ごみは持ち帰ること 

・退出の際、施錠の確認をすること 

・ゴール設置の際、おもりを必ず使用すること（5 個以上） 

・管理棟の諸室は、管理者側が大会運営で必要と判断した場合のみ利用可能とする 

 

【禁止事項】 

・グラウンド内での飲食  ※水以外禁止 

・グラウンドにごみや異物（土・泥・ガム等）の持ち込み 

・火気の使用および喫煙 

・金属製のスパイクの使用および芝を傷める恐れのある用具の使用 

・ペットの入場 

・自動車、自動二輪車、自転車等の乗り入れ 

・重量物の設置、施設備品の無断利用 

・ネットへのボールを蹴る、もたれる、よじ登る等の行為 

・天然芝グラウンド内と施設外側でのアップ  

※緑広場でトレーニングシューズでのアップの実施 

・人工芝グラウンドにラインを引くこと 

・人工芝グラウンドの防草シート（茶色）内に入ること 

・他施設への無断駐車および路上駐車 

 

【注意喚起】 

セアカゴケグモについて 

当施設内で発見しました。（2021/10/2） 

 

対処方法 

① 駆除する 

② 素手で触らない、捕まえたりしない 

③ 発見した場合、フットボールセンター知多 担当へ 

連絡する（aifa-fbc-chita@aifa.jp） 

 

mailto:aifa-fbc-chita@aifa.jp


【駐車場いずみパーキングについて】 

① 平日：300 円/回 土日祝：500 円/回（1 回 24 時間 ※お札：1,000 円札以外使用不可 

② 一方通行厳守ください 

③ バイクは入庫できない 

 

《バスについて》 

・大型バスの乗り入れは禁止 

  ・入庫可能サイズ マイクロバス：幅 2.1m 長さ 7.0ｍ（下図赤枠へ駐車）  

  ・入庫可能台数  最大 4 台（1 チーム 1 台） ※先着順 

  ・駐車料金    2,000 円/回（1 回：24 時間）※別途請求書発行 

  ・事前申し込み  申請書（別途）を（公財）愛知県サッカー協会へ FAX にて提出 

    ※申請書提出期限：利用 1 週間前（土日受付不可） 

精算機故障や事故発生の場合 緊急連絡先：0120-63-3000 いずみパーキング 

駐車場内でのトラブルは、（公財）愛知県サッカー協会で一切の責任を負いかねます 

  ※野球場・陸上競技場等の知多市運営駐車場への駐車はおやめください 

  ※グラウンド利用状況により、満車が予想されます。イベント開催を予定される場合 

事前に施設へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



天然芝グラウンド利用について 

 

【利用内容】 

① 曜日：土曜日、日曜日（1，2 月 原則休養期間とする） 

② 時間：9：00～日没 30 分前 

③ 対象：AIFA 事業（公式戦、フェスティバル、イベント、トレセン活動） 

   一般利用（公式戦、練習試合、イベント ※要相談） 

④ 制限：１，２種 1 試合 90 分×2 試合/日, 

3 種、女子 1 試合 80 分×3 試合/日 

4 種 1 試合 30 分×10 試合/日 

※上記制限は原則とし延長および PK など設定がある場合は、調整は可能   

⑤ 予約：予約システムより天然芝利用選択 

      《方法》 

１） 午前と午後に 2 時間枠で設定・・・希望枠にて選択 

２） 上記④制限を参考に、時間延長を希望の場合 aifa-fbc-chita@aifa.jp へ連絡 

３） ２）の利用について、実施内容を報告いただき調整を実施 

 

【天然芝の保護について】 

１， 天然芝でのウォーミングアップ実施について 

① 緑広場での実施の徹底をお願いします 

※緑広場ではトレーニングシューズでお願いします 

※大会時入退場両開き扉の利用をお願いします。 

（大会開催の場合：出入口の管理者をつけること） 

② 試合前 30 分以降グラウンド内での 10 分間のボールを使ったアップは可能 

※アップ時のボールを使用しない、ダッシュとターンは禁止 

２， グラウンド内での移動について 

① 天然芝グラウンドの中に入っての移動は避けてください 

② ボール入れや用具入れ、クーラーボックス等を引いて歩くことはおやめください 

※木の椅子をベンチとして利用ください（大きい倉庫の横にあります） 

３， ライン引きについて 

① 石灰は専用倉庫内で入れてください 

② 芝の上にライン引きをする際、じょうろにて散水後ラインを引いてください 

③ ライン引き用目印：少年用【赤色】、大人用【黄色】 

４， 飲食について 

① 天然芝内は水以外の飲み物および食べ物は持ち込まないでください 

※管理棟での飲食は可能です。汚した場合は掃除をしてください 



《緑広場》                《入退場扉》 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

① 管理棟でのボールの使用をおやめください 

※管理棟、トイレ周辺など 

② カメラマンの施設内での撮影行為はおやめください 

※フォトクラブ会員で撮影申請した場合は除く 

③ ベンチは倉庫にあるマット（人工芝）を敷いてから、おいてください。 

 

【石灰購入ルール】 

① 注文：松屋地所 FF aifa-fbc-chita@aifa.jp へ必要数量連絡 

② 期日：利用予定日の 1 週間前までにメール（土日以外） 

③ 納入：石灰および肥料管理倉庫 

④ 利用：注文数量分とし、余った場合は持ち帰りもしくは施設にて引き取り可能 

例）注文を 4 袋し、4 袋目が微量利用の場合も請求は 4 袋とする 

⑤ 管理：松屋地所 FF にて実施 

⑥ 請求：松屋地所 FF より利用後請求書発行 

 

  ※注意※ 

   ・使用後、ラインカー内に石灰を残さず、すべて出してください 

    （余った石灰がラインカー内で固まり、ラインカーの故障の原因となるため） 

両開き扉 

mailto:aifa-fbc-chita@aifa.jp


松屋地所フレッチ フィールド 「緑広場」利用について 

 

《利用条件》 

 利用目的 費用発生 予約 利用について 

１ 一般利用（試合・練習等） あり 要 利用申請書提出 

２ 人工芝 Gのウォーミングアップ用 なし 要 利用申請書提出 

３ 天然芝 Gのウォーミングアップ用 なし 要 利用申請書提出 

４ 有料利用（臨時駐車場等） あり 要 利用申請書提出 

 

《予約内容》 

① 利用日時：平日・土日祝 8時～19 時 （1 時間ごとの予約） 

② 利用場所：A/B/C 3 か所 それぞれに利用可能 

③ 利用料金： 

・条件 1  A/B/C 各エリア 1,000 円/時間（２，３面同時利用可能） 

・条件 2,3 A/B/C 各エリア 無料 

・条件 4  A/B/C 各エリア 2,500 円/時間 

《注意事項》 

① 条件１の利用については、先着に受け付ける。受付開始は別途案内する。 

② 条件２・３・４の利用については、人工芝及び天然芝Gの予約確定後、1週間以内に利用申請

をする。その後、一般利用募集を開始する。 

③ 駐車場とウォーミングアップ場として申請した場合 

・駐車場としての利用料金は発生する。 

・駐車場エリアとウォーミングアップエリアを明確に区別し利用する。 

※Aエリアを駐車場として利用することを推奨する。 

④ 同紙に２団体が駐車場として利用する場合は調整する。 

⑤ 駐車場として申請した場合 

・トラブルについて、（公財）愛知県サッカー協会で一切の責任を負いかねます。 

・領収書発行や駐車場料金について、主催者側で管理ください。 

 

《問合せ先》 

（公財）愛知県サッカー協会 事務局 

 愛知県フットボールセンター知多（松屋地所フレッチ フィールド）センター長 入山 

  TEL:052-846-2320（平日 11:00～13:00） MAIL:aifa-fbc-chita@aifa.jp 

 

《参考図》 
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2022年 5月 

松屋地所フレッチフィールド 

 

松屋地所フレッチ フィールド 横断幕掲示について 

 

松屋地所フレッチフィールドの横断幕などの掲示について下記のようにお願いいたします。 

 

１． 大会名やイベント・フェスティバル名の横断幕について 

掲示を可とする。 

・冠大会も可（特別協賛のある大会） 

・掲示場所 → ネーミングライツおよび広告看板の柱脚の部分（下図参照） 

  ・協賛会社等の社旗などの掲示は不可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・注意事項：・防球ネットへの掲示は不可とします。 

広告が隠れないように掲示して下さい。 

        ガムテープなどの使用はお止め下さい。紐で固定して下さい。 

 

２． チーム旗・応援旗・のぼり等について 

掲示を不可とする。 

防球ネット等、施設への掲示は不可とします。 

 

 

 

                                           ※2022年 5月より募集開始 

３． その他について 

下記の掲示については必ずご相談ください 

① 主催・主管・協会・連盟・共催社等の旗 

② トーナメント表 

③ 大会等のポスター 

④ その他 

横断幕 

広告看板 

愛知県サッカー協会が募集した企業等の広告バナーは防球ネットに常設します。 




