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① 「空き照会・予約の申込」から施設の検索を行います。
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第１章 施設の空き状況確認

当マニュアルでは、「カテゴリーから探す」を選択した場合の操作例

となります。

なお、この操作は先にログインしていても操作可能です。

カテゴリー、使用目的、施設種類、

施設名での検索が行えます。

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。

(1) 空き状況照会



②利用したい施設を選択し、「次へ進む」を選択してください。
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第１章 (１) 空き状況照会

付帯設備の種類

車椅子使用者駐車場

車椅子対応トイレ

車椅子貸し出し

スロープ

駐車場

おむつ交換所

授乳室

オストメイト対応トイレ

利用したい施設を

選択してください。

「次へ進む」

を選択してください。

付帯設備のアイコン

にマウスを合わせると

アイコンが示す内容が

表示されます。



5

日付を選択する

とカレンダーが

表示されます。

予約申込を行いたい日付を指定し

「表示」を選択してください。

予約申込を行いたい

日付を選択して

ください。

複数選択が可能です。

「次へ進む」

を選択してください。

③ 施設別の空き状況を照会できます。

第１章 (１) 空き状況照会

④ 時間帯別の空き状況を照会できます。

利用したい時間帯を選択してください。

空きがある時間には

「○」、空きが無い時

間には 「×」が表示

されています。

空きがある日は「○」、

一部空きがある日は「△」、

空きが無い日は「×」、

申込期間外は「－」

と表示されます。



① 「空き照会・予約の申込」から施設の検索を行います。
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第2章 抽選申込をされる方へ

(1) 抽選の申込手順

当マニュアルでは、「カテゴリーから探す」を選択した場合の操作例

となります。

なお、この操作は先にログインしていても操作可能です。

カテゴリー、使用目的、施設種類、

施設名での検索が行えます。

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。



②利用したい施設を選択し、「次へ進む」を選択してください。
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利用したい施設を選択してください。

「次へ進む」

を選択してください。

付帯設備のアイコン

にマウスを合わせると

アイコンが示す内容が

表示されます。

第２章 (１) 抽選の申込手順
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④ 利用したい日付を選択して、「次へ進む」を選択してください。

抽選申込を行いたい

日付を選択して

ください。

選択後、「次へ進む」

を選択してください。

抽選申込可能な日

には「抽選」と表示さ

れています。

申込期間外の日に

は、「－」と表示され

ています。

③ 利用したい施設の日付を選択し、「表示」を選択してください。

日付を選択する

とカレンダーが

表示されます。

抽選申込を行いたい日付を指定し

「表示」を選択してください。

第２章 (１) 抽選の申込手順
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⑥ 利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。

「ログイン」を

選択してください。

既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

⑤ 利用したい時間帯を選択して、「次へ進む」を選択してください。

利用したい時間帯を選択してください。
カッコの中の表示は、

（抽選申込数）と

なります。

利用時間を選択後、

「次へ進む」を選択

してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

第２章 (１) 抽選の申込手順
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第２章 (１) 抽選の申込手順

⑦ 詳細な申請情報を入力し、「確定」を選択してください。

申請項目を入力してください。

他にも同じ申請がある場合、「はい」を選択すると、

詳細申請の入力を省く事ができます。
「確定」を

選択してください。
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第２章 (１) 抽選の申込手順

⑧申込内容を確認後、「申込」を選択してください。

「申込」を選択してください。
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⑨ 抽選の申込が完了しました。

第２章 (１) 抽選の申込手順



第2章 抽選申込をされる方へ

(２) 抽選申込内容の確認手順
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この操作は先にログインしていても操作可能です。

① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消」を選択してください。

抽選申込内容の確認を行うことができます。



14

③ 抽選申込の確認を行うことができます。

抽選結果の公開日を過ぎると

その結果が表示されます。

抽選申込の詳細を

確認することが

できます。

第２章 (２) 抽選申込内容の確認手順

② 利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。
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④ 「詳細」を選択すると、抽選申込の詳細を確認することができます。

第２章 (２) 抽選申込内容の確認手順

「申込内容を印刷」

を選択すると印刷

ができます。



第2章 抽選申込をされる方へ

(３) 抽選申込の取消手順

16

この操作は先にログインしていても操作可能です。

① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消」を選択してください。

抽選申込の取消を行うことができます。
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③ 抽選申込の確認・取消を行うことができます。

取消したい抽選申込の

「取消」を選択して

ください。

「次へ進む」を

選択してください。

第２章 (３) 抽選申込の取消手順

② 利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。
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④ 取消する抽選申込を確認してください。

第２章 (３) 抽選申込の取消手順

⑤ 抽選申込の取消完了画面が表示されます。

「取消」を

選択してください。



第2章 抽選申込をされる方へ

(４) 抽選結果の確認手順
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この操作は先にログインしていても操作可能です。

① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消」を選択してください。

抽選結果の確認を行うことができます。
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③ 抽選が当選した場合、「状態」の欄に「当選確定」と表示されます。

落選の場合、「落選」と表示されます。

第２章 (４) 抽選結果の確認手順

② 利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。



(１) 予約申込の手順

第３章 予約申込をされる方へ

① 「空き照会・予約の申込」から施設の検索を行います。
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当マニュアルでは、「カテゴリーから探す」を選択した場合の操作例

となります。

なお、この操作は先にログインしていても操作可能です。

カテゴリー、使用目的、施設種類、

施設名での検索が行えます。

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。



②利用したい施設を選択し、「次へ進む」を選択してください。
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第３章 (１) 予約申込の手順

利用したい施設を選択してください。

「次へ進む」

を選択してください。

付帯設備のアイコン

にマウスを合わせると

アイコンが示す内容が

表示されます。
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④ 利用したい時間帯を選択して、「次へ進む」を選択してください。

※この時点では、予約は確定していません。ご注意ください。

利用したい時間帯を選択してください。

空きがある時間には

「○」、空きが無い時

間には 「×」が表示

されています。

「次へ進む」

を選択してください。

日付を選択する

とカレンダーが

表示されます。

予約申込を行いたい日付を指定し

「表示」を選択してください。

予約申込を行いたい

日付を選択して

ください。

「次へ進む」

を選択してください。

③ 利用したい日付を選択して、「次へ進む」を選択してください。

空きがある日は「○」、

一部空きがある日は「△」、

空きが無い日は「×」、

申込期間外は「－」

と表示されます。

第３章 (１) 予約申込の手順
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⑥ 詳細申請情報を入力し、「確定」を選択してください。

「確定」を

選択してください。

使用目的を選択してください。

使用目的内容は、施設によって異なります。

他にも同じ申請がある場合、「はい」を選択すると、詳細申請

の入力を省く事ができます。

⑤ 利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

第３章 (１) 予約申込の手順

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

電話番号を入力してください。

申請項目を入力してください。
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⑦ 予約申込内容を確認し、「申込」を選択してください。

「申込」を選択してください。

第３章 (１) 予約申込の手順
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⑧ 予約の申込が完了しました。

第３章 (１) 予約申込の手順



(2) 予約申込内容の確認手順

第３章 予約申込をされる方へ
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予約申込内容の確認を行うことができます。

① 「マイメニュー」の「予約内容の確認・取消」を選択してください。

この操作は先にログインしていても操作可能です。
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③ 予約状況の一覧が表示されます。

予約の詳細を

確認する場合は

「詳細」を選択して

ください。

第３章 (2) 予約申込内容の確認手順

② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

「備品予約/変更」を選択することで備品を予約することができます。

（P29の補足に詳細を記載します。）
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④ 予約の詳細を確認できます。

「申込内容を印刷」

を選択すると印刷

ができます。

第３章 (2) 予約申込内容の確認手順

（補足）備品（付帯品）予約について

① 予約する備品（付帯品）の数を入力してください。

予約する数を入力してください。

「次へ進む」を

選択してください。
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③ 備品（付帯品）の予約が完了しました。

第３章 (2) 予約申込内容の確認手順

② 予約する備品（付帯品）を確認してください。

「予約」を

選択してください。
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(３) 予約申込の取消手順

予約申込の取消を行うことができます。

① 「マイメニュー」の「予約内容の確認・取消」を選択してください。

この操作は先にログインしていても操作可能です。

第３章 予約申込をされる方へ
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③ 予約状況の一覧が表示されます。

取消したい予約申込の

「取消」を選択して

ください。

第３章 (３)予約申込の取消手順

② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

※既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

「ログイン」を

選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

「次へ進む」を

選択してください。



④ 取消する予約申込を確認してください。

33

第３章 (３)予約申込の取消手順

予約する数を入力してください。

「取消」を

選択してください。

⑤ 予約申込の取消完了画面が表示されます。
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(１) 登録済利用者情報の変更手順

登録済利用者情報の変更をすることができます。

① 「マイメニュー」の「利用者情報の変更」を選択して

ください。

この操作は先にログインしていても操作可能です。

第４章 利用者情報の変更
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「ログイン」を

選択してください。

② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

③ 「登録済利用者情報の変更」を選択してください。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

第4 章 (１) 登録済利用者情報の変更手順



36

④ 連絡者情報の変更ができます。

第4 章 (１) 登録済利用者情報の変更手順

⑤ 変更内容を確認してください。

「次へ進む」

を選択してください。

「変更」

を選択してください。
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第4 章 (１) 登録済利用者情報の変更手順

⑥ 登録済利用者情報の変更が完了しました。
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(1) パスワードの変更手順

パスワードの変更をすることができます。

① 「マイメニュー」の「利用者情報の変更」を選択して

ください。

この操作は先にログインしていても操作可能です。

第5章 パスワードの変更機能
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「ログイン」を

選択してください。

② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

③ 「パスワードの変更」を選択してください。

第５章 (１) パスワードの変更手順

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。
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④ 古いパスワードと新しいパスワードを入力して、「変更」を選択

してください。

今まで入力していたパスワードを

入力してください。

変更したいパスワードを入力してください。
「変更」を

選択してください。

※パスワードは、4桁～16桁で設定してください。

パスワードは、半角英数字を使用することができます。

⑤ パスワードの変更が完了しました。

第５章 (１) パスワードの変更手順
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(２) パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合、問合せをすることができます。

第５章 パスワードの変更機能

① 「ログイン」を選択してください。

※メールアドレスが登録されていなければ、パスワードの問合せは

出来ません。
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② ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」を選択してください。

③ 利用者IDと登録済みメールアドレスを入力し、「問合せ」を選択して

ください。

利用者IDを入力してください。

「問合せ」を

選択してください。

メールアドレスを入力してください。

第５章 (２) パスワードを忘れた場合

「パスワードを忘れた場合」を選択してください。
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④ パスワードの問合せが完了しました。

第５章 (２) パスワードを忘れた場合

※登録済みのメールアドレス宛にパスワードが送信されます。

受信されたメールにてパスワードをご確認ください。
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第６章 メッセージ機能

(1) メッセージの確認手順

① 「マイメニュー」の「メッセージの確認」を選択してください。

メッセージを確認することができます。

この操作は先にログインしていても操作可能です。
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第６章 (１) メッセージの確認手順

「ログイン」を

選択してください。

② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

③ メッセージ一覧が表示されます。確認したいメッセージを選択して

ください。

既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。

件名を

選択してください。
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④ メッセージの内容が表示されます。

第６章 (１) メッセージの確認手順
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(2) メッセージの削除手順

① 「マイメニュー」の「メッセージの確認」を選択してください。

第６章 メッセージ機能

メッセージを削除することができます。

この操作は先にログインしていても操作可能です。
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② 利用者ID、パスワードを入力して「ログイン」を選択してください。

③ メッセージ一覧が表示されます。確認したいメッセージの

「削除」を選択してください。

「削除」を選択

してください。

第６章 (２) メッセージの確認手順

「次へ進む」を

選択してください。

「ログイン」を

選択してください。

既にログインしている場合は、この画面は表示されません。

利用者IDを入力してください。

パスワードを入力してください。
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④ 削除するメッセージを確認してください。

「削除」を

選択してください。

⑤ メッセージの削除が完了しました。

第６章 (２) メッセージの確認手順


