
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3章 抽選申込をされる方へ

(1) 抽選申込の手順

カテゴリー、使用目的、施設種

類、施設名、一覧から施設を

選択できます。

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。



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。

最後に「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。

曜日などで絞り込み

を行う場合は、「その

他の条件で絞り込む」

を選択してください。

第3章 (1) 抽選申込の手順

日付を選択すると

カレンダーが表示

されます。翌月を

表示させたい場合

は「翌月＞」を選択

してください。

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。下にスク

ロールすると、該当

期間の空き状況が

表示されます。
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抽選申込を行いたい

日付の室場を選択し

てください。複数の日

付を選択することも

可能です。

④ 利用したい日付の室場を選択して、「次へ進む」を選択してください。

最後に、「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。

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。複

数の時間帯を選択す

ることも可能です。

括弧の中の表示は、

（抽選申込数/空

き面数）となります。

最後に、「次へ進む」を

選択してください。

第3章 (1) 抽選申込の手順

表示期間で「１カ月」

を選択した場合であっ

ても、初期表示では

２週間しか表示され

ません。画面の下部

にスクロールバーが表

示されますので、右に

動かすことにより、残り

期間を表示することが

できます。
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利用者IDを入力して

ください

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。

最後に「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。

⑦ 抽選の申込を行いたい面数を入力してください。

※面数が１つの場合、この画面は表示されません。

最後に「次へ進む」

を選択してください。

抽選の申込を行い

たい面数を入力して

ください。

パスワードを入力して

ください

第3章 (1) 抽選申込の手順
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⑧ 抽選申込の優先順位指定を行ってください。

※庭球場等では表示されません。

最後に「確定」を選択

してください。

⑨ 詳細な申請情報を入力し、「確定」を選択してください。

詳細申請情報

・利用人数

・使用目的 等

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。

最後に「次へ進む」を

選択してください。

優先順位とは・・・

当選して欲しい順番のことです。

セット申込とは・・・

同じ優先順位を入力すると、セット申込となります。 この場合、すべて

当選か、すべて落選となるので、通常の優先順位のつけ方と比べると

落選する確率が高くなります。ご注意ください。

※施設によっては、優先順位とセット申込は、組合わせて設定する事

ができます。

優先順位を「１」から

連番で入力をするか、

同じ優先順位の番号

（セット申込）を入力

してください。

第3章 (1) 抽選申込の手順
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⑩ 申込内容を確認後、「申込」を選択してください。

最後に「申込」を選択してください。

※同時に複数の抽選申込を行うと、「申込」ボタンが見え

ず、下にスクロールが必要な場合があります。

第3章 (1) 抽選申込の手順
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⑪ 以上で抽選申込の操作が完了いたしました。

第3章 (1) 抽選申込の手順
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① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消/当選の

確定」を選択してください。

(2) 抽選申込内容の確認･変更手順

抽選申込内容の確認、変更を行うことができます。

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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利用者IDを入力して

ください

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。

最後に「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。

パスワードを入力して

ください

③ 抽選申込の確認・変更を行いたい申込の「詳細」をすると、該当の

抽選申込の内容が表示されます。

優先順位等の変更を行う場合は、「優先順位指定」を選択してくだ

さい。

「詳細」を選択する

と抽選申込の内容

を確認することがで

きます。

優先順位等の変更

を行う場合は、「優先

順位指定」を選択して

ください。

最後に「次へ進む」を

選択してください。

第3章 (2) 抽選申込内容の確認・変更手順
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④ 優先順位の変更を行う場合は、該当箇所を変更し、

「確認」を選択してください。

⑤確認画面が表示されます。内容を確認して「確定」を選択

してください。

最後に「確定」を

選択してください。

第3章 (2) 抽選申込内容の確認・変更手順

優先順位とは・・・

当選して欲しい順番のことです。

セット申込とは・・・

同じ優先順位を入力すると、セット申込となります。 この場合、すべて

当選か、すべて落選となるので、通常の優先順位のつけ方と比べると

落選する確率が高くなります。ご注意ください。

※施設によっては、優先順位とセット申込は、組合わせて設定する事

ができます。

最後に「確認」を

選択してください。

優先順位を「１」から

連番で入力をするか、

同じ優先順位の番号

（セット申込）を入力

してください。
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⑥抽選申込の優先順位指定の完了メッセージが表示されます。

第3章 (2) 抽選申込内容の確認・変更手順
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① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消/当選の確定」

を選択してください。

(3) 抽選申込の取消手順

抽選申込期間中であれば、抽選申込の取消を行うことができます。

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。

※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。

最後に「ログイン」を

選択してください。

③ 抽選申込の取消を行いたい申込の「詳細」を選択すると、

該当の抽選申込の内容が表示されます。取消を行うには、

「取消」を選択してください。

抽選申込の内容を確認

することができます。

取消を行うには、「取

消」を選択してください。

最後に「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3章 (3) 抽選申込の取消手順
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④ 取消を行う抽選申込の内容を確認後、「取消」を選択してください。

⑤ 以上で抽選申込の取消の操作が完了いたしました。

最後に「取消」を

選択してください。

第3章 (3) 抽選申込の取消手順
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① 「マイメニュー」の「抽選申込の確認・取消/当選の確定」

を選択してください。

(4) 抽選結果確認・当選確定の手順

抽選申込の結果については、登録済みのメールアドレス宛に送付され

ます。当選した場合、以下の当選確定の作業を行ってください。

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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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。

第3章 (4)抽選結果確認・ 当選確定の手順

※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。

最後に「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

③ 抽選の当選確定を行いたい申込内容の「詳細」を選択すると、申込

の内容が表示されます。当選確定を行うには、「確定」を選択して

ください。

抽選結果が表示

されます。

当選確定したい

申込の「確定」

を選択してください。

最後に「次へ進む」を

選択してください。
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④ 抽選申込内容の確認後、「更新」を選択してください。

⑤ 以上で、抽選申込の当選確定の操作は完了です。

第3章 (4) 抽選結果確認・当選確定の手順

最後に「更新」を

選択してください。

※当選した予約を取り消したい場合には、当選確定の操作を

行った後、「メニュー」ボタンを選択し、トップ画面に戻

り、「予約内容の確認・取消」ボタンから取り消したい予

約の取消操作を行ってください。

なお、庭球場等で雨天振替残額が使用料以上ある場合で、

当選した予約を取り消したい場合は、該当の予約の当選

確定の操作は行わずに、当選申込・入金期間終了後に行

われる予約の自動削除をお待ちください。
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(5) お支払いについて

お支払いの手順につきましては、

第４章 予約申込をされる方へ

(1) 予約申込の手順

に記載しておりますので、そちらをご参照ください。


