
Ⅰ.初めての方へ
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１. 利用者登録（仮登録）

①「初めての方へ」をクリック

当施設予約サービスを利用するには、あらかじめ「利
用者登録」が必要になります。以下の手順にて登録を
行ってください。

①

Ⅰ.初めての方へ
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②内容をご確認いただいた後
「個人情報の取り扱い及び利用規約に同意する」にチ
ェックを入れて「利用者登録はこちら」をクリック

チェックを入れると「利用者登録はこちら」が表示されます。

②

Ⅰ.初めての方へ
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③共通情報を入力

Ⅰ.初めての方へ

③

「活動形態」と「利用施設エリア」は施設
によって表示されない場合があります。
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Ⅰ.初めての方へ

④団体情報を入力（活動形態が「団体」の場合のみ）
※個人利用の場合は⑤の画面へ進んでください

④

活動形態が「個人」の場合は
団体情報は表示されません。
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Ⅰ.初めての方へ

⑤責任者・個人の情報を入力して「確認画面へ」を
クリック

⑤

施設から配信される一斉配信
メールを受け取る場合はチェ
ックを入れてください。
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Ⅰ.初めての方へ

⑥内容に間違いがなければ「登録する」をクリック

⑥情報を修正する場合は
「戻る」をクリック
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Ⅰ.初めての方へ

⑦利用者の仮登録が完了しました

※施設によって表示される内容が異なります。

仮登録完了後、登録したメールアドレス宛にメ
ールが通知されます。仮登録完了画面、または
メールに記載されている案内に従って本登録手
続きを行ってください。



Ⅱ.予約申込
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①「ログイン」をクリック

１.ログイン

①

①

Ⅱ.予約申込

利用者登録が承認されたらメールが通知されます。登録
したID・パスワードでログイン後、各サービスをご利
用いただけます。
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Ⅱ.予約申込

②ID・パスワードを入力して「ログイン」をクリック

③

パスワードを忘れた方は④の画面へ
進んでください

③ログイン完了
ログイン者の名前または
団体名が表示されます。
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Ⅱ.予約申込

④パスワードを忘れた場合は
「パスワードを忘れた方はこちら」をクリック

④

⑤アカウントに設定したメールアドレスを入力して
「送信する」をクリック

⑤
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Ⅱ.予約申込

⑥メールが送信されるので、届いたメールに記載のURL
からパスワードの再発行をしてください

⑦新しいパスワードを設定して
「パスワードを再設定する」をクリック

⑧パスワードの再設定が完了しました

⑦

パスワード再発行の有効期限はメールが
通知されてから1時間後までとなります。



14

２.月別カレンダー

①月の予約状況を確認するため「月別カレンダー」を
クリック

①

Ⅱ.予約申込

ログインしていない状態でも
閲覧することができます。
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Ⅱ.予約申込

②1か月分の施設の予約状況が確認できます

施設エリアを指定して、
各予約施設の予約状況が
確認できます。

施設によって表示される項目が異なります。

予約可 ：利用時間内すべて空きがある状態
予約済み ：既に予約で埋まっている状態、または休館などで予約ができない状態
一部予約可：一部の時間帯だけ予約が入っている、またはキャンセル待ち申込予約がある
予約不可 ：予約が開始していない、または予約期限が過ぎている状態

Web上に公開されている予約は、
利用目的が表示されます。

どのステータス状態でも、
クリックすることで各日
付の空き状況確認画面に
遷移することができます。
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Ⅱ.予約申込

③施設によって、Web予約させない場合もあります

要問合せ：Webでの予約を受け付

けないため、電話などでお問い合
わせする必要があります
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３.空き状況の確認

①施設を利用したい日の予約状況を確認するため、カ

レンダーで日付を選択して「施設エリア」「競技」ど
ちらかを選択して「検索する」をクリック

①

Ⅱ.予約申込

ログインしていない状態でも
閲覧することができます。

「施設エリア」と「競技」はどちらか
一方を選択するだけでも閲覧状況の確
認ができます。

※県立博物館・美術館では、「競技」
は利用目的と表記

日付の選択は必須です。翌月
の申し込みがしたい場合は、
カレンダー上部の「〉」から
月を移動することができます
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Ⅱ.予約申込

②施設エリアの各予約施設の空き状況が確認できます

予約施設の中でも、Webに

公開されている施設・面が
表示されます。

申込の受付期間によって
は予約ができない施設も
あります。

予約が入っている時間帯は、
赤枠で「×」が表示され予約
ができません。

月別カレンダーと同じ
凡例が表示されます。 各予約施設の空き状況まで移

動することができます。

施設エリアはここから
切り替えができます。

日付を移動する場合は
「< 前日」「翌日 >」
から前日・翌日に移動
できます。また、カレ
ンダーのマークから日
付を指定することも可
能です。

クリックすることで、そ
の下の予約施設の空き状
況まで移動します。

「要問合せ」の個所は電話な
どで窓口にお問い合わせする
必要があるため、WEB予約が
できません。

「キャンセル待ち」には「キャンセル
待ち申込」をすることができます。

既に入っている予約がキャンセルされ
た後で、予約として繰上げられる場合
があります。

※県立博物館・美術館ではキャンセル
待ち設定は無し。
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Ⅱ.予約申込

③競技を選択することで、該当する面を絞り込んで表示
することができます。

選択された競技で使用
する面・予約施設が絞
り込まれます。
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４. 予約申込

①利用したい施設・面を選択して「受付登録」をクリック

Ⅱ.予約申込

「予約可」の個所をクリックする
ことでアイコンが変わります。

施設エリアを跨ぐ
予約はできません。

面ごとに予約ができる施設の場合、個々
の面と「半面」「全面」を同時に予約す
ることはできません。（面が重複してし
まうため）

①

「予約可」の面を選択した数が赤い丸の
部分に表示されます。同じ施設エリア内
の別施設や日付を跨ぐ予約も可能ですが、
施設によって予約制限が設けられている
場合があります。



21

Ⅱ.予約申込

②競技と利用目的を入力して「次へ」をクリック

②

「競技」については①で選択した

面・施設を利用できる競技が選択
できます。

県立博物館・美術館では、
競技⇒利用目的、
利用目的⇒内容詳細
という表記になっております。
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Ⅱ.予約申込

③料金パターンを選択して「次へ」をクリック

③

※施設によって表示される項目が異なります。
（料金パターンが1種類しかない場合は選択肢
が表示されません）

利用したい施設すべての料金パタ
ーンが1種類しかない場合は次の
④の画面にそのまま移動します。
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Ⅱ.予約申込

④施設の利用時間を選択して「次へ」をクリック

④

利用時間・利用時間区分の
設定が他の日付にも同じ条
件が自動で反映されます。

利用時間区分を選択します。

※施設によって表示される
項目が異なります。

利用時間を選択します。
施設によって、例えば16:30から施設が空いてい
る場合でも、17:00からしか予約ができない場合
があります。
※施設によって表示される項目が異なります。



24

Ⅱ.予約申込

⑤附属設備の利用時間・利用数を選択して
「次へ」をクリック

⑤

附属設備を選択します。

※施設によって表示される
項目が異なります。

附属設備がない場合は⑥の画面
にそのまま移動します。

附属設備を使用しない場合は入
力なしで次へ進んでください。

利用時間・利用回数の設定
が他の日付にも同じ条件が
自動で反映されます。
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Ⅱ.予約申込

⑥利用情報を入力して「次へ」をクリック

⑥

団体利用者のみ表示されます。

利用者登録時に設定した責任者・個人
の情報が規定で入力されますが、予約
ごとに手動で変更することができます。

利用人数の設定が他の日付
にも同じ条件が自動で反映
されます。

支払い時機を選択できます。
※施設によって表示される項目が異なります。

施設管理者に伝えておきた
いことなどを入力します。

利用区分を選択しま
す。過去に予約申込
をしたことがある場
合は、直近の過去の
データで選択した利
用区分が自動で選択
されます。

※施設によって表示
される項目が異なり
ます。

利用人数を入力します。

※施設によって利用施設ごと
に入力する場合があります。
また、利用人数に制限がある
場合があります。
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Ⅱ.予約申込

⑦予約内容を確認して「予約する」をクリック

⑦

施設によっては、料金
が表示されない場合も
あります。
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Ⅱ.予約申込

⑧予約申込が完了しました

予約完了後、メールが
通知されます。
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５.ログアウト

①

Ⅱ.予約申込

①「ログアウト」をクリック

②ログアウト完了


