
 
平成 27年 3月 17日 

 
御殿下記念館を利用される 
みなさまへ 

 
東京大学本部学生支援課 
(一財)東京大学運動会 

 
御殿下記念館利用料の改定について（お知らせ） 

 
 
平素より東京大学御殿下記念館をご利用くださいまして、ありがとうございます。 
 
過日、御殿下記念館の運営を請負う一般財団法人東京大学運動会に対し、所管税務署より指導
があり、消費税の支払いが必要となりました。 

 
つきましては、消費税等に係る利用料金の改定を平成 27年 6月 1日（月）より下記のとおり
実施させて頂く事となりましたので、お知らせいたします。 

 
ご利用いただいている皆さまにはご負担をおかけする事となり、大変恐縮ではございますが、
何卒ご理解を賜りますよう、またご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 

記 
 

	 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

随伴者当日券	 1,000 円	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  随伴者当日券	 1,100 円 
・Guests not belonging to this University can only buy a one-day ticket of ¥1,000.  	 	 	 	 	 	 	 ・Guests not belonging to this University can only buy a one-day ticket of ¥1,100.  
 
 

 

 
 

 

 

※ここに記載のない料金（レンタルリストバンド等）については、今までどおりとなります。	 

 

	 	 	 学生	 

Student 
教職員	 

Faculty 
卒業生・元職員	 

Graduates and Former Faculty  
当日券	 

One-day ticket 
発行当日 1回限り有効	 

valid only for 1 entry on issue day 300 円	 300 円	 600 円	 

回数券	 

Multiple-purchase coupon 
当日券 11 枚分：1 年間有効	 

valid only for 1 year,a book of11 one-day tickets 3,000 円	 3,000 円	 6,000 円	 

パスカード	 

Passcard 
6 ヵ月間有効	 

valid for 6 months 5,000 円	 7,000 円	 15,000 円	 

パスカード	 

Passcard 
1 年間有効	 

valid for 1 year 8,000 円	 10,000 円	 28,000 円	 

ジムナジアム	 
Gymnasium Area 
	 

A 面	 Court A	 1,000 円/h	 

B～L 面つなげて	 Overall Court B-L	 1,200 円/h	 

B～E 面つなげて	 Overall Court B-E	 800 円/h	 

B･C･D･E･F 面	 Single Court B,C,D,E or F	 各 200 円/h	 

G･H･I･J･K･L 面	 Single Court G,H,I,J ,K or L	 各 100 円/h	 

研修室	 Seminar Rooms A & B	 各 A･B	 A or B	 各 500 円/h	 

スタジオ	 S t u d i o	 1,000 円/h	 

マシン講習会	 
Machine registry orientation 500 円	 

フリーウェイト講習会	 
Free weight registry orientation 1,000 円	 

レンタルロッカー	 
Rental Locker 

3 ヵ月	 	 3 months	 1,500 円	 

6 ヵ月	 	 6 months	 3,000 円	 

9 ヵ月	 	 9 months	 4,500 円	 

12 ヵ月	 12 months	 6,000 円	 

体力測定	 
Sports Consultants 300 円	 

入館料	 Entrance Fee	 

専有料金（ジムナジアム・研修室・スタジオ）  Exclusive Use Charges(Gymnasium Area・Seminar Rooms A & B・Studio)	 

各種料金	 Registration Fee	 

 

	 	 	 学生	 

 
教職員	 

 
卒業生・元職員	 

 
当日券	 

One-day ticket 
発行当日 1回限り有効	 

 400 円	 400円	 700 円	 

回数券	 

 
当日券 11 枚分：1年間有効	 

 4,000 円	 4,000 円	 7,000 円	 

	 

Passcard 
6 ヵ月間有効	 

valid for 6 months 6,000 円	 8,000 円	 17,000 円	 

	 

Passcard 
1 年間有効	 

valid for 1 year 9,000 円	 11,000 円	 31,000 円	 

 

ジムナジアム	 
Gymnasium Area 
	 

A 面	 Court A	 1,100 円/h	 

B～L 面つなげて	 Overall Court B-L	 1,300 円/h	 

B～E 面つなげて	 Overall Court B-E	 900 円/h	 

B･C･D･E･F 面	 	 各 300円/h	 

G･H･I･J･K･L 面	 	 各 200円/h	 

研修室	 	 各 A･B	 A or B	 各 600 円/h	 

	 S t u d i o	 1,200 円/h	 

 

マシン講習会	 
Machine registry orientation 1,000 円	 

フリーウェイト講習会	 
Free weight registry orientation 1,500 円	 

レンタルロッカー	 
Rental Locker 

3 ヵ月	 	 3 months	 2,000 円	 

6 ヵ月	 	 6 months	 3,500 円	 

9 ヵ月	 	 9 months	 5,000 円	 

12 ヵ月	 12 months	 6,500 円	 

	 
Sports Consultants 400 円	 

 

 

 


