
はじめにログインを

登録されている団体区分によって利用できる施設や、申込

スケジュールが異なりますので、はじめにログインしてい

ただくことを推奨します。

(1) 抽選申込の手順（集会施設）

第３章 抽選申込をされる方へ

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号・パスワードを入力して

「ログイン」ボタンを押してください。

31

「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁ 「空き照会／抽選・先着空き予約の申込」から施設の検索を行います。

ここでは、「一覧から探す」内メニューの「全施設から探す」

を選択した場合の操作例となります。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

32

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。

・カテゴリー

・使用目的

・施設種類

・施設名

の検索が行えます。



第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

➂ 「全施設」ボタンを押してください。

「全施設」ボタンを押してください。

33



➃ 利用したい施設を選択します。

利用したい施設が表示されていない場合は、「さらに読み込む」

ボタンを押すと、さらに１０件の施設が表示されます。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

34

利用したい施設が表示されていない場合は、

「さらに読み込む」を押してください。

申込可能な

施設に絞込

みます。

施設名の左側に吹き出しのマークが表示さ

れている場合、施設からのお知らせがあり

ますので、必ず確認してください。

吹き出しマークが表示されている場合



⑤ 利用したい施設を選択し、「次へ進む」を押してください。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

35

利用したい施設

を選択してくださ

い。

施設の紹介ページ

を見ることができま

す。

「次へ進む」

を押してください。



⑥ 利用したい日付を選択して、「次へ進む」を押してください。

複数コマ選択できます。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

36

抽選申込を行いたい

日付を選択して

ください。

複数選択が可能

です。

「次へ進む」

を押してください。



第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

◆◇補足◆◇

利用したい施設の日付を選択し、「表示」を押してください。

「抽選」と表示されている利用日が、抽選申込が可能な日です。

37

抽選申込を行いたい日を指定し、

「表示」ボタンを押してください。

その他の条件で絞

込みを行う場合、

条件を指定して

「表示」ボタンを

押してください。

その他の条件で絞り込む

日付指定



第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

⑦ 利用したい時間帯を選択して、「次へ進む」を押してください。

利用したい時間帯を選択してください。

38

「次へ進む」

を押してください。

カッコの中の表示は、このコマへの申込数です

抽選申込数



第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

⑧ 優先順位を指定してください。

優先順位を

設定してくだ

さい。

39

「次へ進む」

を押してください。

同一順位に設定しているコマが全て当選し

た場合のみ「当選」となります。

いずれか１つでも落選した場合は、同一順

位に設定して申込を行ったコマは、全て

「落選」となります。

セット申込について



⑨ 詳細な申請情報を入力し、「確定」を押してください。

「確定」を

押してください。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

40

利用人数 及び、申請項目

利用人数 及び、申請項目については任意項目ですので

未入力のままでも構いません。

利用人数を入力してください。（任意入力）
使用目的を選

択してください。

（選択必須）

申請項目を入

力してください。

（任意入力）

他のコマも同時に申請している場合、

「はい」を選択すると、詳細申請の入力を省く事ができます。



第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

⑩ 申込内容を確認後、「申込」を押してください。

（修正する場合、画面左下の「＜前に戻る」を押して詳細申請画面

まで戻ってください。）

※まだ申込は完了していません。

内容を確認して

「申込」を押してください。

41



⑪ 抽選申込の操作が完了いたしました。

抽選の結果、「当選」した場合は、表示されている期日まで

に料金をお支払ください。

第３章 (1) 抽選申込の手順（集会施設）

当選した場合は、

この期日までにお

支払いください。

※お支払いがない場合、自動的にキャンセルとなり、

同一コマに再予約できなくなります。

42



「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

(２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

第３章 抽選申込をされる方へ

43

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号とパスワードを入力し、

「ログイン」ボタンを押してください。

「スポーツ」 を選択してください。

はじめにログインを

登録されている団体区分によって利用できる施設や、申込

スケジュールが異なりますので、はじめにログインしてい

ただくことを推奨します。

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁ 「空き照会／抽選・先着空き予約の申込」から施設の検索を行います。

当マニュアルでは、「一覧から探す」内メニュー「全施設から探す」

を選択した場合の操作例となります。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

44

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。

・カテゴリー

・使用目的

・施設種類

・施設名

の検索が行えます。



➂ 「全施設」ボタンを押してください。

45

「全施設」ボタン

を押してください。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）



施設名の左側に吹き出しのマークが表示さ

れている場合、施設からのお知らせがあり

ますので、必ず確認してください。

吹き出しマークが表示されている場合

④ 利用したい施設を選択し、「次へ進む」を押してください。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

46

利用したい施設

を選択してくださ

い。

施設の紹介ページ

を見ることができま

す。

「次へ進む」

を押してください。



⑤ 抽選申込を行いたい日付を選択して、「次へ進む」を押して

ください。

「抽選」表示されている利用日のみ抽選申込が行えます。

利用日は複数選択できます。

47

抽選申込を行いたい

日付を選択して

ください。

複数選択が可能

です。

「次へ進む」

を押してください。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）



◆◇補足◆◇

利用したい施設の日付を選択し、「表示」を押してください。

「抽選」と表示されている利用日が、抽選申込が可能な日です。

48

抽選申込を行いたい日を指定し、

「表示」ボタンを押してください。

その他の条件で絞

込みを行う場合、

条件を指定して

「表示」ボタンを

押してください。

その他の条件で絞り込む

日付指定

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）



⑥ 利用したい時間帯を選択して、「次へ進む」を押してください。

利用したい時間帯

を選択してください。

時間帯を選択後、

「次へ進む」を押して

ください。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

49

カッコの中の表示は、このコマへの申込数です

抽選申込数

この場合は、庭球場２面に対して現在６申込があります。



第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

50

当選希望の

順位を設定

してください。

「次へ進む」

を押してください。

同一順位に設定しているコマが全て当選した場合のみ

「当選」となります。

いずれか１つでも落選した場合は、同一順位に設定し

て申込を行ったコマは、全て「落選」となります。

セット申込について

（屋外施設ではセット申込は行えません。）

⑦ 平日、土日祝ごとに当選希望の順位を設定してください。

第５希望まで申込が可能です。



⑧ 詳細な申請情報を入力し、「確定」を押してください。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

51

「確定」を

押してください。

利用人数を入力してください。（任意入力）

使用目的を

選択してください。

（選択必須）

他のコマも同時に申請している場合、

「はい」を選択すると、詳細申請の入力を省く事ができます。



⑨ 申込内容を確認後、「申込」ボタンを押してください。

※まだ申込は完了していません。

「申込」を押してください

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

52



⑩ 抽選申込の操作が完了いたしました。

第３章 (２) 抽選申込の手順（スポーツ 屋外施設）

53

屋外施設は、利用日当日にお支払いください。



(３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

第３章 抽選申込をされる方へ

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号・パスワードを入力して

「ログイン」ボタンを押してください。

54

「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

「スポーツ」 を選択してください。

はじめにログインを

登録されている団体区分によって利用できる施設や、申込

スケジュールが異なりますので、はじめにログインしてい

ただくことを推奨します。

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁「空き照会／抽選・先着空き予約の申込」から施設の検索を行います。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

55

当マニュアルでは、「一覧から探す」内メニュー「全施設から探す」

を選択した場合の操作例となります。

「一覧から探す」から

すべての施設からの

検索ができます。

・カテゴリー

・使用目的

・施設種類

・施設名

の検索が行えます。



➂ 利用したい施設を選択し、「次へ進む」を押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

56

施設名の左側に吹き出しのマークが表示さ

れている場合、施設からのお知らせがあり

ますので、必ず確認してください。

吹き出しマークが表示されている場合

利用したい施設

を選択してくださ

い。

施設の紹介ページ

を見ることができま

す。

「次へ進む」

を押してください。



➃ 利用したい日付を選択して、「次へ進む」を押してください。

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。

抽選申込を行いたい

日付を選択して

ください。

「次へ進む」

を押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

57



◆◇補足◆◇

利用したい施設の日付を選択し、「表示」を押してください。

「抽選」と表示されている利用日が、抽選申込が可能な日です。

58

抽選申込を行いたい日を指定し、

「表示」ボタンを押してください。

その他の条件で絞

込みを行う場合、

条件を指定して

「表示」ボタンを

押してください。

その他の条件で絞り込む

日付指定

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）



⑤ 利用したい時間帯を選択して、「次へ進む」を押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

59

利用したい時間帯

を選択してください。

時間帯を選択後、

「次へ進む」を押して

ください。

カッコの中の表示は、このコマへの

申込数です。

抽選申込数



「次へ進む」

を押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

60

⑥ 当選希望の順位を設定して、「次へ進む」ボタンを押してください。

当選希望の

順位を設定

してください。

同一順位に設定しているコマが全て当選し

た場合のみ「当選」となります。

いずれか１つでも落選した場合は、同一順

位に設定して申込を行ったコマは、全て

「落選」となります。

（セット申込は屋内施設でのみ設定可能です。

屋外施設ではセット申込は行えません。）

セット申込について



⑦ 詳細な申請情報を入力し、「確定」ボタンを押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

61

「確定」を

押してください。

利用人数を入力してください。（任意入力）

使用目的を

選択してください。

（選択必須）

他のコマも同時に申請している場合、

「はい」を選択すると、詳細申請の入力を省く事ができます。



⑧ 申込内容を確認後、「申込」ボタンを押してください。

※まだ申込は完了していません。

「申込」を押してください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）
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当選した場合は、

この期日までにお支払

いください。

第３章 (３) 抽選申込の手順（スポーツ 屋内施設）

63

※お支払いがない場合、自動的にキャンセルとなり、同一コマに

再予約できなくなります。

⑨ 抽選申込の操作が完了いたしました。

抽選の結果、「当選」した場合は、表示されている期日まで

に料金をお支払ください。



(４) 抽選申込内容の確認手順

第３章 抽選申込をされる方へ

抽選申込内容の確認、変更を行うことができます。

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号・パスワードを入力して

「ログイン」ボタンを押してください。

64

「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

「集会」を選択してください。

（スポーツ施設を予約する場合は、スポーツを選択してください。）

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁ 「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。

第３章 (４) 抽選申込内容の確認手順

65

「抽選申込の確認・取消」を選択してください。



③ 抽選申込の確認・取消を行うことができます。

現在「申込中」の状態です。

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３章 (４) 抽選申込内容の確認手順

「優先順位設定」を

選択すると優先順

位の変更ができま

す。

66



(５) 抽選申込の取消手順

第３章 抽選申込をされる方へ

抽選申込の取消を行うことができます。

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号・パスワードを入力して

「ログイン」ボタンを押してください。

67

「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

「集会」を選択してください。

（スポーツ施設を予約する場合は、スポーツを選択してください。）

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁ 「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。

第３章 (５) 抽選申込の取消手順

68

「抽選申込の確認・取消」を選択してください。



第３章 (５) 抽選申込の取消手順

「次へ進む」を

押してください。

「取消」を選択して

ください。

複数選択が可能

です。

③ 抽選申込の削除を行うには、「取消」を選択して、「次へ進む」

ボタンを押してください。
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⑤ 抽選申込取消の操作が完了いたしました。

第３章 (５) 抽選申込の取消手順
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④ 取消内容を確認後、「取消」ボタンを押してください。

内容を確認して

「取消」を押してく

ださい。



(６) 抽選結果の確認手順

第３章 抽選申込をされる方へ

抽選結果の確認を行うことができます。

➀ 登録施設を選択後、利用者登録番号・パスワードを入力して

「ログイン」ボタンを押してください。
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「ログイン」を

押してください。

利用者登録番号を入力してください。

パスワードを入力してください。

「集会」を選択してください。

（スポーツ施設を予約する場合は、スポーツを選択してください。）

利用者登録番号 入力について

利用者登録番号が「00040675」の場合、

頭の「０」を省略して、「40675」と入力してもログインが

できます。



➁「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。

第３章 (６) 抽選結果の確認手順
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「抽選申込の確認・取消」を選択してください。



③ 抽選結果の確認を行うことができます。

第３章 (６) 抽選結果の確認手順

抽選申込の「当選確定／落選」の状態を確認してください。
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当選確定した予約について

抽選の結果、当選確定した予約については

「仮予約」状態で予約が行われております。

マイメニューの「予約内容の確認・取消」から

確認してください。



③ 当選確定となった申込は「仮予約」として予約されております。

マイメニューの「予約内容の確認・取消」から確認してくださ

い。

第３章 (６) 抽選結果の確認手順
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