
施設のご紹介

秋田ノーザンゲートスクエアは、秋田駅東口に
隣接するバスケットボール専用体育館として、
2019年12月にオープンいたしました。

JR東日本秋田バスケットボール部「ペッカーズ」
と、Ｂリーグ所属の「秋田ノーザンハピネッツ」が
練習拠点としており、土日は地域のみなさまの
ご利用も受け付けております。

●床下空調による緩やかな空調で、
ケガをしにくい環境を提供いたします。

●施設内の様子は、新幹線の車窓や
隣接する歩道から見通せる構造に
なっております。

●バスケットボール以外の用途でも
使用できる多目的室がございます。
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※こちらは多目的室です



地域開放のお知らせ (３月)

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

３月の開放日（〇印のついている日）

◆利用可能日
毎週土・日曜日
※JR東日本秋田バスケットボール部「ペッカーズ」及びBリーグ所属「秋田ノーザン
ハピネッツ」の練習日は除きます。詳しくは予約受付ダイヤルにてご確認下さい。

◆利用時間
【体育館・多目的室】 9:00～17:00

◆ご利用について
・体育館はバスケットボールに限定した受付となります。試合（大会）を
行う目的での貸出はできません。

・多目的室では、机、椅子、卓球台、エアロビクスマットを貸出できます。

◆利用料金
【体育館】 １時間 3,000円（税抜）

【多目的室】 １時間 1,500円（税抜）

◆一度にご入場いただける人数（コロナウイルス感染防止のため）
【体育館】 最大80人（１日２団体まで）
【多目的室】 最大20人（１日２団体まで）

【 予約受付 】
㈱ジェイアール東日本企画秋田支店
（予約受付専用ダイヤル）

受付時間：平日 10:00～16:00

☎ ０１８－８００－２１４８

新型コロナウイルス感染拡大防止について

・別紙１【秋田ノーザンゲートスクエア地域開放予約時
の注意点】及び別紙２【秋田ノーザンゲートスクエア利
用確認書】の内容を確認の上、ご予約下さい。

・当分の間は秋田県内在住者のご利用に限らせていた
だいております。

・体調が悪い方は、当日の来館をご遠慮下さい。
・予約日から利用日まで毎日の検温をお願いいたします。
利用日までの間に、平熱を超える発熱があった方は、
来館をご遠慮下さい。

・来館の際は、マスク着用の徹底をお願いいたします。
（着用していない場合は入館できません）
・新型コロナウイルス感染者の使用が疑われた場合は、
体育館を一時閉鎖し、体育館及び多目的室の貸出
を中止いたします。

※利用日の１か月前～10日前まで受け付けます。



地域開放のお知らせ (４月)

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

４月の開放日（〇印のついている日）

◆利用可能日
毎週土・日曜日
※JR東日本秋田バスケットボール部「ペッカーズ」及びBリーグ所属「秋田ノーザン
ハピネッツ」の練習日は除きます。詳しくは予約受付ダイヤルにてご確認下さい。

◆利用時間
【体育館・多目的室】 9:00～17:00

◆ご利用について
・体育館はバスケットボールに限定した受付となります。試合（大会）を
行う目的での貸出はできません。

・多目的室では、机、椅子、卓球台、エアロビクスマットを貸出できます。

◆利用料金
【体育館】 １時間 3,000円（税抜）

【多目的室】 １時間 1,500円（税抜）

◆一度にご入場いただける人数（コロナウイルス感染防止のため）
【体育館】 最大80人（１日２団体まで）
【多目的室】 最大20人（１日２団体まで）

【 予約受付 】
㈱ジェイアール東日本企画秋田支店
（予約受付専用ダイヤル）

受付時間：平日 10:00～16:00

☎ ０１８－８００－２１４８

新型コロナウイルス感染拡大防止について

・別紙１【秋田ノーザンゲートスクエア地域開放予約時
の注意点】及び別紙２【秋田ノーザンゲートスクエア利
用確認書】の内容を確認の上、ご予約下さい。

・当分の間は秋田県内在住者のご利用に限らせていた
だいております。

・体調が悪い方は、当日の来館をご遠慮下さい。
・予約日から利用日まで毎日の検温をお願いいたします。
利用日までの間に、平熱を超える発熱があった方は、
来館をご遠慮下さい。

・来館の際は、マスク着用の徹底をお願いいたします。
（着用していない場合は入館できません）
・新型コロナウイルス感染者の使用が疑われた場合は、
体育館を一時閉鎖し、体育館及び多目的室の貸出
を中止いたします。

※利用日の１か月前～10日前まで受け付けます。
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【秋田ノーザンゲートスクエア地域開放予約時の注意点】 

①新型コロナウイルス感染拡大防止について 

 ・【秋田ノーザンゲートスクエア地域開放予約時の注意点】及び【秋田ノーザンゲー 

トスクエア利用確認書】の内容を確認の上、ご予約ください。 

・体調が悪い方は、当日の来館をご遠慮ください。 

 ・予約日から利用日まで毎日の検温をお願いします。利用日までの間に、平熱を超え 

る発熱があった方は、来館をご遠慮ください。 

 ・来館の際は、マスク着用の徹底をお願いします。 

（着用していない場合は入館できません） 

 ・ご利用後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、管轄の保健所

等へのご報告ならびに株式会社ジェイアール東日本企画 秋田支店（018-800-2148）

へ速やかにご報告ください。 

 ・新型コロナウイルス感染者の使用が疑われた場合は、体育館を一時閉鎖し、体育館

及び多目的室の貸出を中止いたします。 

 

②体育館・多目的室の使用上の注意 

 ・来館の際は、南棟玄関ホールで受付をお願いします。 

 ・利用者全員の【秋田ノーザンゲートスクエア利用確認書】の提出が必要となります 

ので、記入の上お持ちください。 

 ・当日の検温とマスク着用をお願いします。 

 ・入館の際、出入口で手指のアルコール消毒をお願いします。 

 ・トイレは、１階多目的トイレ又は２階、３階のトイレが利用できます。 

 ・ロッカー室・更衣室等のスペースはございませんので、あらかじめ着替えをすま

せてからお越しください。また、手荷物や貴重品の管理は各自でお願いします。 

 ・タイマーや得点板の貸出は行いませんので、各自で準備をお願いします。 

 ・備品使用有無をご予約時にお知らせください。 

  体育館 【椅子   脚・テーブル   台】 

  多目的室【椅子   脚・テーブル   台・卓球台   台・得点板  台】 

・使用した備品に関しては、翌日消毒致しますので倉庫前に置いてください。 

 ・使用後は、利用時間内に必ず清掃を行い、ごみはお持ち帰り下さい。 

 

③秋田ノーザンゲートスクエアの使用上の注意 

 ・駐車場は数に限りがあります。（白線以外の場所には駐車しないでください。） 

  ※当日駐車許可証を発行します。満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用くだ

さい。 

 ・駐輪場はありませんので、自転車でお越しの際は、近隣の有料駐輪場をご利用く

ださい。 

 ・敷地内は禁煙です。 

 ・備品の破損等があった場合は、修理代等全額負担していただきます。 

別紙１ 



利用当日提出用 

※来館者１名につき１枚記入 

秋田ノーザンゲートスクエア利用確認書でご提出いただいた個人情報は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のためのご利用者情報の管理を行うことを目的としたもので

あり、それ以外の目的では使用いたしません。※保存期間：利用日より１ヶ月 

 

 

記入日     年   月   日（   ） 

【秋田ノーザンゲートスクエア利用確認書】 

 

利用日        年    月    日（   ） 

氏 名  年齢     歳 

所属団体  

ご住所  

連絡先（電話）  

連絡先（Email）  

 

□利用当日の体調チェック（体調がよくない場合は、来館をご遠慮ください） 

 検温（     ℃） 

 

□利用前２週間における以下の事項の有無 

   □平熱を超える発熱がない 

   □咳（せき）、のどの痛みなどの風邪症状がない 

   □だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない 

   □臭覚や味覚の異常がない 

   □体が重く感じる、疲れやすい等がない 

   □新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がない 

   □同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

   □過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされて 

    いる国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない 

 

 

＊当日利用時の注意点＊ 

□競技以外での、マスクの着用（利用者で準備） 

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施 

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離の確保 

□大きな声での会話、応援等の禁止 

□感染防止のために施設管理者が決めた指示に従うこと 

□利用後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、株式会社ジェイ

アール東日本企画に対して、速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること 

 

 

別紙２ 


