
操作ガイドブック
（Ｗｅｂ/スマートフォン版）

一宮市スポーツ・公園施設
予約システム

愛知県一宮市



目 次

第１章 システムご利用にあたって

(１) ログインについて

(２) パスワードを忘れた場合

第２章 随時予約申込をされる方へ

(１) 予約申込（空き照会）の手順

(２) 予約内容の確認・取消手順

第３章 抽選申込をされる方へ

(１) 抽選申込の手順

(２) 抽選申込内容の確認／取消の手順

(３) 当選確定の手順

第４章 利用者情報の事前登録／変更

(１) 利用者登録事前入力の手順

(２) パスワードの変更手順

(３) 利用者情報の変更手順

第５章 その他便利な機能

(１) メッセージの確認／削除手順

(２) 最近予約した施設を選択する方法

(３) 読上げブラウザ設定手順

(４) 色・文字サイズの変更手順

……………………………  3

……………………………  3

……………………………  5

…………………………… 7

…………………………… 7

…………………………… 15

…………………………… 18

…………………………… 18

…………………………… 25

…………………………… 29

…………………………… 34

…………………………… 34

…………………………… 37

…………………………… 39

…………………………… 42

…………………………… 42

…………………………… 46

…………………………… 48

…………………………… 50

2



第1章 システムご利用にあたって

(１) ログインについて

Topメニュー画面の右上にある「ログイン」を押して、ログイン画面

に遷移してください。
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第１章 (1) ログインについて

利用者IDをお持ちの方は、こちらからログインを行います。

①利用者ID（利用者コード）とパスワードを入力し、「ログイン」を押して

ください。

※旧システムでお使いいただいていた利用者ＩＤ、パスワードは、

引き続き新システムでもお使いいただけます。

4

「ログイン」を押してください。

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。

利用者IDの入力について

利用者登録番号が「0000353008」の場合、

頭の「０」を省略して、「353008」と入力してもログインが

できます。



(２) パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合、パスワード問合せを行うことができます。

あらかじめ登録しているメールアドレス宛にパスワードが送付されま

す。

メールアドレスを設定されていない方は、お手数ですが窓口へお問い

合わせください。

① 「パスワードを忘れた場合」を選択してください。

5

「パスワードを忘れた場合」を選択してください。

第1章 システムご利用にあたって



② 利用者IDと登録済のメールアドレスを入力し、「問合せ」を押して

ください。

第１章 (２) パスワードを忘れた場合

6

「問合せ」を押してください。

利用者IDを入力してください。

登録済のメールアドレスを入力してください。

③ パスワードの問合せが完了しました。

登録済のメールアドレス宛にパスワードが届いていることを

確認してください。



第２章 随時予約申込をされる方へ

(1) 予約申込（空き照会）の手順

①「空き照会・抽選／予約の申込」から施設の検索を行います。

ここでは、「使用目的から探す」を選択した場合の操作で説明

します。

「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。
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② 使用目的を選択し、「検索」を押してください。

使用目的は複数選択が可能です。

使用目的が表示されていない場合は、「使用目的の分類」を変更して

ください。

8

「検索」を押してください。

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順

使用目的を選択してください。

複数選択が可能です。

使用目的の分類はこちらから

選択してください。



③ 利用したい施設を選択し、「次へ進む」を押してください。

複数施設を同時に予約することが可能です。

利用したい施設を選択してください。

施設の案内ページに

遷移します。

「次へ進む」を押してください。

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。

スロープ

車椅子使用者駐車場 車椅子対応トイレ

車椅子貸出し 駐車場

おむつ交換所 授乳室

付帯設備の種類

誘導鈴

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順
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予約申込を行

いたい日付を

指定し「表示」

を押してくださ

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。

④ 利用したい日付を選択して、「次へ進む」を押してください。

施設別空き状況画面が表示されます。

10

記号の見方

：全てのコマが空いています。

：一部空いているコマがあります。

：全てのコマが埋まっています。

：申込できない期間または、利用できない団体区分です。

○

△

×

ー

「次へ進む」を押してください。

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順



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。

利用したい時間帯を

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。

※ここまではログインを行っていない場合でも
確認することができます。

11

記号の見方

：コマが空いています。

：コマが埋まっています

：申込できない期間または、利用できない施設です。

○

×

ー

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順



⑥ 詳細申請情報を入力し、「確定」を押してください。

12

使用目的を選択してください。

（選択必須）

利用人数を入力してください。

（必須入力）

催事名を入力してください。

（任意入力）

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順

詳細申請の入力省略機能について

下部の「まだ詳細申請をしていない他の申込も同じ申請内容にし

ますか？」メッセージに対して「はい」を選択すると、他のコマ

の詳細申請情報の入力を省略することができます。

「確定」を押してください。



⑦ 予約申込内容を確認し、「申込」を押してください。

※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。

13

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順



⑧ 予約の申込が完了しました。

申込内容を印刷して、施設にお

持ちください。

14

第２章 (１)予約申込（空き照会）の手順



第２章 随時予約申込をされる方へ

(2) 予約内容の確認／取消手順

予約内容の確認を行うことができます。

15

① 「マイメニュー」の「予約内容の確認・取消」を押してください。

「予約内容の確認・取消」を押してください。



② 予約状況の一覧が表示されます。

予約内容の確認を行う場合は、「詳細」を押してください。

また、予約の取消を行う場合は、該当の予約の「取消」を選択して

「次へ進む」を押してください。

予約の詳細を確認する場合は

「詳細」を押してください。

第２章 （２）予約内容の確認・変更／取消手順

16

「取消」を行う場合、選択してください。

（複数同時に取消が可能です）

取消を行う場合は、「取消」を選択して

「次へ進む」を押してください。

※既に使用料をお支払い済の予約は、システムでの取消は
行えません。キャンセルする場合は、窓口で手続きを
お願いします。



③ 取消する予約を確認し、「取消」を押してください。

「取消」を押してください。

⑤ 予約の取消が完了しました。

17

「一覧を印刷」を選択すると取消した予約の

一覧印刷が可能です。

第２章 （２）予約内容の確認・変更／取消手順



第３章 抽選申込をされる方へ

(1) 抽選申込の手順

18

① 「空き照会・抽選／予約の申込」から施設の検索を行います。

ここでは、施設の検索方法において「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。

抽選申込を行う施設のカテゴリーを１つ選択します。

「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。



② 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」

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

19

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

複数の施設をまとめて申し込む

ことが可能です。

「次へ進む」を押してください。



③ 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
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抽選申込を行う利用日に変更

してください。

「表示」を押します。

申込を行う利用日が「抽選」と表

示されていれば、抽選申込が可

能です。

利用日を選択したら、「次へ進む」を

押してください。



第３章 (1) 抽選申込の手順

④ 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。

21

「次へ進む」を押してください。

一度に連続コマの申込を行うと、セット申込（※）扱いとなります。

ばらばらに申込を行いたい場合は、１コマずつ操作を行ってください。

※セット申込…連続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コマでも落選した場合は、セットコマは、全て「落選」と

なります。

連続コマのセット申込について

カッコの中の数字は、このコマへ

の申込数です。



⑤ 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
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詳細申請の入力省略機能について

下部の「まだ詳細申請をしていない他の申込も同じ申請内容にし

ますか？」メッセージに対して「はい」を選択すると、他のコマ

の詳細申請情報の入力を省略することができます。

利用人数を入力してください。

（必須入力）

使用目的を選択してください。

（選択必須）

催事名を入力してください。

（任意入力）



第３章 (1) 抽選申込の手順

⑥ 申込内容を確認後、「申込」を押してください。

※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。

23

詳細申請情報を修正する場合、「申請内容

変更」を押して変更してください。



⑦ 抽選申込が完了しました。

第３章 (1) 抽選申込の手順
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第３章 抽選申込をされる方へ

(２) 抽選申込内容の確認／取消手順

抽選申込内容の確認、取消を行うことができます。

25

① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消／当選の確定」

を押してください。

マイメニューの「抽選申込の確認・取消

／当選の確定」を選択します。



② 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。

抽選が行われると、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 (２) 抽選申込内容の確認／取消手順
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「次へ進む」を押してください。

「取消」を選択してください。

複数同時に取消が可能です。

③ 抽選申込の取消を行うには、「取消」を選択して、「次へ進む」

を押してください。

27

第３章 (２) 抽選申込内容の確認／取消手順



⑤ 抽選申込の取消が完了しました。

28

④ 取消内容を確認後、「取消」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。

第３章 (２) 抽選申込内容の確認／取消手順



第３章 抽選申込をされる方へ

(３) 当選確定の手順

29

① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消／当選の確定」を押して

ください。

マイメニューの「抽選申込の確認・取消

／当選の確定」を選択します。



② 抽選結果の確認を行うことができます。

第３章 (３) 当選確定の手順

抽選申込の「当選／落選」の状態を確認してください。

※当選した予約について、期限内に「当選確定」処理を行ってください。

期限を過ぎますと、期限切れとなり、自動的に予約が削除され利用

できなくなります。

30

当選／落選の状態を確認し

てください。

当選確定する予約の「確定」

を選択してください。

「次へ進む」を押してください。



③ 当選確定を行う予約の内容を確認して「更新」を押して

ください。

31

④ 当選の確定が完了しました。

内容を確認して「更新」を押してください。

第３章 (３) 当選確定の手順



⑤ マイメニューの「抽選申込の確認・取消／当選の確定」から再度

確認すると、当選確定処理を行った予約は「当選確定」の状態に

更新されています。

32

「当選確定」状態となっていない（未確定の）場

合、確定期間を過ぎると予約が削除され、利用

できなくなりますので、必ずご確認ください。

第３章 (３) 当選確定の手順



⑥ 当選確定となった申込が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。

33

第３章 (３) 当選確定の手順



第４章 利用者情報の事前登録／変更

(１) 利用者登録事前入力の手順

事前入力とは・・・

34

利用者登録を行いたい場合、あらかじめインターネットから申請情報を入力

しておくことで、窓口での利用者登録申請書への記入の手間を省くことがで

きます。ただし、従来通り窓口での本人確認は必要となります。

記入不要事前入力

①Topメニューの「利用者登録事前入力」を押してください。

「利用者登録事前入力」

を押してください。



第４章 (１)利用者情報の事前入力の手順

② 個人／団体を選択します。

団体で登録できるのは公園施設のみとなります。

35

「次へ進む」を押してください。

スポーツ施設を利用する場合は「個人」

を選択してください。

緑色の項目は必須入力、それ以外の項目

は、任意入力です。

入力不要です。



③ 内容を確認して「登録」を押してください。

④ 利用者登録事前入力が完了しました。

窓口で本人確認を行ってください。

内容を確認して「登録」を押してください。

36

第４章 (１)利用者情報の事前入力の手順



第４章 利用者情報の事前登録／照会・更新・変更

(２) パスワードの変更手順

37

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。

② 「パスワードの変更」を選択してください。

「パスワードの変更」を

選択してください。

「利用者情報の変更」

を選択してください。

任意のパスワードに変更することができます。



第４章 (２) パスワードの変更手順

③ 古いパスワードと新しいパスワードを入力して、「変更」を押して

ください。

「変更」を押してください。

38

④ パスワードの変更が完了しました。

「メニューに戻る」を押してください。

「メニューに戻る」を

押してください。



(３)利用者情報の変更手順

第４章 利用者情報の事前登録／照会・更新・変更

39

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。

② 「登録済利用者情報の変更」を選択してください。

「登録済利用者情報の変更」

を選択してください。

「利用者情報の変更」を

選択してください。



③ 登録済利用者情報が表示されます。

電話番号の変更または、メールアドレスを入力して、「次へ進む」を

押してください。

第４章 (３) 利用者情報の変更手順

「次へ進む」を押してください。

40

メールを受け取りたい場合は

「必要」を選択してください。

メールアドレスの受信設定について

メールフィルタなどを設定されている場合は、下記アドレス

から配信されるメールが受信できるようにフィルタから解除

して下さい。

yoyaku@city.ichinomiya.lg.jp



⑤ メールアドレスの変更が完了しました。

「メニューに戻る」を押してください。

④ 登録済利用者情報の変更の確認画面が表示されます。

表示内容で間違いない場合は、「変更」を押してください。

内容を確認して

「変更」を押してください。

41

「メニューに戻る」を

押してください。

第４章 (３) 利用者情報の変更手順



(1) メッセージの確認／削除手順

第５章 その他便利な機能

メッセージとは、ログインしている利用者へ当選結果や予約の確認等を

通知する機能です。施設職員からの個別メッセージも確認できます。
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① 「マイメニュー」の「メッセージの確認」または、画面上部の

「メッセージ」を押してください。

メッセージの右上の赤い数字は、

未読のメッセージ件数です。

マイメニューの「メッセージの確認」

からも確認できます。



第５章 (１) メッセージの確認／削除手順

② 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「件名」を押してください。

③ メッセージの内容が表示されます。

以上で、メッセージ確認の操作は完了です。
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① メッセージ一覧が表示されます。削除したいメッセージを選び、

「次へ進む」を押してください。

「削除」を選択

してください。

※複数選択可

「次へ進む」を押してください。

② メッセージの内容が表示されます。

内容を確認して「削除」を押してください。
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内容を確認して

「削除」を押してください。

メッセージの削除は、以下の手順で操作します。

第５章 (１) メッセージの確認／削除手順



③ メッセージの削除が完了しました。
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第５章 (１) メッセージの確認／削除手順



第５章 その他便利な機能

(２) 最近予約した施設を選択する方法

空き照会や予約を行う際に最近予約した施設を選択することが

できます。
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① 「空き照会・抽選／予約の申込」メニュー

「一覧から探す」を選択してください。

「一覧から探す」を

選択してください。



② 「全施設」を選択してください。

第５章 (２) 最近予約した施設を選択する方法

③ 「最近予約した施設」を選択すると、過去半年以内に予約した

施設を表示します。
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「全施設」を選択してください。

「最近予約した施設」

を選択してください。



(３) 読上げブラウザ設定手順

第５章 その他便利な機能

① メニュー画面左上の「読み上げ」を押してください。
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② 読上げブラウザ用画面が表示されます。



第５章 (３) 読上げブラウザ設定手順
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※通常画面に戻す際は、｢標準画面｣を押してください。

この画面切替は、利用者IDごとに記憶されます。

ログイン後に読上げブラウザ用画面に切替えて操作を行うと、

次回ログイン時は自動的に読み上げブラウザ用画面が表示され

ます。



(４) 色・文字サイズの変更手順

第５章 その他便利な機能

① 画面右上の「色・文字サイズ変更」を押してください。

※どの画面からでも色・文字サイズの変更が可能です。
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「色・文字サイズ変更」

を押してください。



② 「配色」の項目の中から表示色を選択することができます。

「文字サイズ」の項目の中から文字の大きさを変更することができます。

※もとに戻す際はどちらも標準を選択してください。

第５章 (４) 色・文字サイズの変更手順
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見やすい配色を

選択してください。

文字の大きさを

選択してください。



➂ 下部に選択されたデザインのプレビューが表示されます。

見やすい色・文字サイズを選択し、「変更」を押してください。

第５章 (４) 色・文字サイズの変更手順

「変更」を押してください。
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➃ 色・文字サイズ変更を行い、変更前に操作していた画面に戻ります。

第５章 (４) 色・文字サイズの変更手順
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ログイン後に設定を行った場合、

次回ログイン時は自動的にこの設定が反映されます。


