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1．ご利用の手引き 

「予約システム ご利用ガイド」をクリックすることで、 

ご利用の流れや利用可能な公共施設等をご確認できます。 
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2．施設のお知らせ 

「施設のお知らせ」のリンクまたは「詳細はこちら」ボタンをクリックすることで、 

施設からのお知らせを確認することが出来ます。 
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3．施設のご案内 

施設によって、各施設ホームページへジャンプします 

各施設案内ページへ 
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4．予約申込＜空き状況を施設で確認＞ 

次ページへ 

空き状況確認 施設で確認 施設分類の選択 

利用する施設の選択 利用する室場の選択 
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4．予約申込＜空き状況を施設で確認＞（つづき） 

次ページへ 

利用単位の選択 

※利用する室場によっては、この画面は表示されません。 

利用日の選択 利用時間の選択 

利用者ID、パスワードの入力 
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4．予約の申込＜空き状況を施設で確認＞（つづき） 

『申込完了』画面で、よく使う施設の【登録】ボタン
を押すと、お申し込みされた施設を「よく使う施
設」として登録することができます。 

『申込完了』画面で、【繰り返し予約】ボタンを押す
と、一度お申し込みされた同じ施設の同じ月のカ
レンダーに移動し、繰り返して予約申込をするこ
とができます。 

※利用する室場によっては表示されません。 

附属室場の選択 利用目的の選択 利用人数の入力 

仮予約確定 
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5．予約の申込＜空き状況を条件を指定して検索＞ 

次ページへ 

空き状況確認 条件を指定して検索 条件を入力し、検索 

利用する施設、室場を選択 

利用時間の選択 利用者ID、パスワードの入力 
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5．予約の申込＜空き状況を条件を指定して検索＞（つづき） 

『申込完了』画面で、よく使う施設の【登録】
ボタンを押すと、お申し込みされた施設を
「よく使う施設」として登録することができま
す。 

『申込完了』画面で、【繰り返し予約】ボタンを押す
と、一度お申し込みされた同じ施設の同じ月のカ
レンダーに移動し、繰り返して予約申込をするこ
とができます。 

※利用する室場によっては表示されません。 

附属室場の選択 利用人数の入力 仮予約確定 
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「よく使う施設」の登録は5件までです。個別の
削除機能はなく、6件目を登録したときに古い
ものから削除されます。 

登録は予約申込の完了画面から行ないます。 

6．利用者メニューの機能＜利用者メニューからの予約の申込＞ 

古 

新 

以降、「検索方法選択」からの予約の申込みと
同様です。 

ただし、すでにログインしているため、再度ロ
グインする必要はありません。 

 

申込みへ 
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7．利用者メニューの機能＜申込状況の確認、取消＞ 

利用日が過ぎたものは「履歴の確認」から確認出来ます。 

（利用日から2ヶ月間保存されます） 

取消可能の予約のみ、【取消】ボタン 

が表示されています 

申込内容の詳細を確認 予約の取消 
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8．利用者メニューの機能＜利用者情報の変更＞ 

連絡先・メールアドレス変更 

パスワード変更 
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   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

     施設分類選択 

------------------------------------------------- 

ご利用になる施設分類を選択し
てください。 

 

 ・体育館施設 

・グラウンド 

・テニスコート 

・競技場 

・コミュニティセンター 

・文化会館 

・公園 

・中学校施設 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
トップへ［＃］ 

 

   公共施設予約システム  

----------------------------------------- 

               Open 

           Reaf 
----------------------------------------- 

             トップメニュー  

----------------------------------------- 

         日本語 Ｅｎｇｌｉｓｈ 

●予約の申込 

   利用施設で検索［１］       

   条件を指定して検索［２］ 
 

●マイページ［３］ 
 

●施設のお知らせ［４］ 
 

●表示記号の確認［５］ 

----------------------------------------- 

■ご利用に関しては事前に利用
者登録が必要です。 

詳しくは、下記の窓口へお問合
せください。 

□○○市施設管理課 

電話:050-3762-0676  

----------------------------------------- 

    ＯｐｅｎＲｅａｆ 

        公共施設予約システム 

----------------------------------------------- 

               利用日選択 

--------------------------------------------------------- 

ご希望の日を選択してください。 

------------------------------------------------- 

 <<9月 <10月 ［11月］ 12月> 1月.>> 

------------------------------------------------ 
11/1(日) -  

11/2(月) -  

11/3(火) -  

11/4(水) -  

11/5(木) -  

11/6(金) -  

11/7(土) -  

---------------------------------------------- 

11/8(日) -  

11/9(月) -  

11/10(火) -  

11/11(水) -  

11/12(木) -  

11/13(金) -  

11/14(土) -  

------------------------------------------------ 

11/15(日) -  

11/16(月) -  

11/17(火) -  

11/18(水) -  

11/19(木) ○  

11/20(金) △  

11/21(土) △  

------------------------------------------------ 

11/22(日) △  

11/23(月) ○  

11/24(火) ×  

11/25(水) ○  

11/26(木) ○  

11/27(金) △  

11/28(土) ○  

------------------------------------------------ 

11/29(日) ×  

11/30(月) 休館 

------------------------------------------------ 

戻る[＊］ 
トップへ［＃］ 

 

次項へ 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

                 施設選択 

------------------------------------------------- 

ご利用になる施設を選択してくだ
さい。 

 ・中央体育館 

・第一体育館 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
トップへ［＃］ 

 

       公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

                室場選択 

------------------------------------------------- 

ご利用になる室場を選択してくだ
さい。 

 

中央体育館： 
 

・主競技場 半面Ａ 

･主競技場 半面Ｂ 

・主競技場 全面 

・剣道場 

・柔道場 

・弓道場 

・会議室 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
トップへ［＃］ 

 

       公共施設予約システム 

------------------------------------------- 

             利用時間選択  

-------------------------------------------------- 

希望する時間帯を選択し、「予約へ」
をクリックしてください。 

   平成22年11月23日(月) 

----------------------------------------------- 

<< １週間前  <１日前 １日後>  １週間後>> 

------------------------------------------------------- 

                9:00-12:00 

              13:00-17:00 

              18:00-21:00 

※連絡した複数の時間帯を選択することがで
きます。 

 

------------------------------------------------------- 

戻る[＊］ 
トップへ［＃］ 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

★利用目的選択 :: 【青空スポー
ツクラブ】 
------------------------------------------------ 

ご利用になる目的を選択してくだ
さい。 

 
1.バドミントン 

2.卓球 

3.バレーボール 

4.バスケットボール 

5.体操 

6.格闘技 

7.ミニテニス 

8.その他 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［＃］ 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

申込完了 :: 【青空スポーツクラ
ブ】 
------------------------------------------------ 

予約申込を受け付けました。 

------------------------------------------------ 

 受付番号  

------------------------------------------------ 

 006387 

------------------------------------------------ 

 利用日時 

------------------------------------------------- 

平成22年11月23日（月） 9:00-12:00 

------------------------------------------------ 

 施設 

------------------------------------------------ 

 中央体育館 

 主競技場 半面Ａ 

 ミーティングルームＡ 

------------------------------------------------ 

 施設使用料 

------------------------------------------------ 

 2,700円 

------------------------------------------------ 

 申込状況 

------------------------------------------------ 

  予約 

------------------------------------------------- 

★よく使う施設への登録 
------------------------------------------------- 

【注意事項】 

ご利用日の7日前までに、 

ご利用料金をお払い下さい。 

------------------------------------------------- 

□繰り返し予約 

----------------------------------------- 

利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［＃］ 

         公共施設予約システム 

---------------------------------------------- 

               申込状況表示 

----------------------------------------------------- 

ご利用になる施設を選択してくださ
い。 

        平成22年11月23日（月） 

                     サッカー 

---------------------------------------------- 

<<１週間前 <1日前 1日後> １週間後>>             

○ 中央体育館 

  主競技場 半面Ａ 

△ 中央体育館 

  主競技場 半面Ｂ 

△ 中央体育館 

  主競技場 全面 

---------------------------------------------- 

戻る[＊] 

トップへ[＃] 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

     検索条件設定  

----------------------------------------- 

 

利用月: 
 

 

利用日: 

 

 

利用目的(必須): 
 

 

 

 

利用施設: 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
トップへ［＃] 

繰り返し予約 

申込完了 ログイン 

9.携帯画面 
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         公共施設予約システム 

------------------------------------------- 

                利用者認証  

-------------------------------------------------- 

ＩＤとパスワードを入力してください。 

------------------------------------------- 

                    利用者ID 
 

 

 

                    パスワード 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

戻る[＊］ 
トップへ［＃］ 

   公共施設予約システム 

-----------------------------------------

付属室場選択 :: 【青空スポーツ
クラブ】 
------------------------------------------------ 

希望する付属室場を選択し、「予
約へ」をクリックして下さい。 

※複数の付属室場を選択するこ
とが出来ます。 

 

   ミーティングルームＡ 

       休憩室 

------------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------- 

 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［＃］ 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

申込内容確認 :: 【青空スポーツ
クラブ】 
------------------------------------------------- 

申込み内容を確認して、利用人
数を入力後、申込みボタンを押し
て下さい。 
------------------------------------------------- 

 利用日時 

------------------------------------------------- 

 平成22年11月23日（月） 9:00-12:00 

------------------------------------------------- 

  施設 

------------------------------------------------- 

 中央体育館 

 主競技場 半面Ａ 

 ミーティングルームＡ 

------------------------------------------------- 

   施設使用料 

------------------------------------------------- 

 2,700円 

------------------------------------------------- 

   利用人数 

------------------------------------------------- 

■男性 

 

■女性 

 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［＃］ 

１４ページへ 
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    公共施設予約システム 

-------------------------------------------- 

利用者メニュー :: 【青空スポーツク
ラブ】 
-------------------------------------------- 

ご利用になるメニューを選択してく
ださい。 

 

●予約の申込 

○ 利用施設で検索［１］ 
○ 条件を指定して検索［２］ 

●よく使う施設［３］ 

●申込状況の確認、取消［４］ 

●履歴の確認［５］ 
-------------------------------------------- 

ログアウト［＃］ 
 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込状況照会:: 【青空スポーツク
ラブ】 
------------------------------------------ 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

------------------------------------------------- 

                 <前へ  次へ> 

-------------------------------------------------- 

              16件目 (22件中)  

--------------------------------------------------

■006369 予約  

■平成22年12月 3日 (金) 8:00-10:00 ■
青空グラウンド 

  グラウンド  

--------------------------------------------------  

             17件目（22件中） 
--------------------------------------------------

■006366 予約 

■平成22年12月13日 (月) 9:00-21:00 

■中央体育館 

  主競技場 半面Ｂ 

  ミーティングルームA  

-------------------------------------------------- 

             18件目 (22件中)  

---------------------------------------------------

■006343 予約  

■平成22年12月 8日 (水) 13:00-17:00 

■中央体育館 

  柔道場  

------------------------------------------------- 

              <前へ   次へ> 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

よく使う施設:: 【青空スポーツクラ
ブ】  

---------------------------------- 
ご利用になる施設を選択してくだ
さい。 

 

1.中央体育館 

 主競技場 半面Ａ 

 12月 1月 2月 3月 

2.中央体育館 

 剣道場 

 12月 1月 2月 3月 

3.第一体育館 

 メインアリーナ 半面（入口側） 
 12月 1月 2月 3月 

4.みんなの広場 

 運動場 

 12月 1月 2月 3月 

5.青空グラウンド 

 グラウンド 

 12月 1月 2月 3月 

---------------------------------- 
戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 

ログアウト［＃］ 
 

１２ページの 
利用日選択へ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

  よく使う施設に登録しました。 

------------------------------------------ 

        施設 

------------------------------------------ 

福祉文化会館 

小ホール 

-----------------------------------------

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト[#] 

 

       公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込取消:: 【青空スポーツクラブ】 
-------------------------------------------------- 

申込を取消すには取消ボタンを
押して下さい。 

 

一旦取消しを行いますと、後から
元に戻すことは出来ません。 

再度ご利用になる場合は、新た
に予約の申込みを行ってください。 
-------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込取消処理結果:: 【青空ス
ポーツクラブ】 
-------------------------------------------------- 

申込を取消しました。 

再度ご利用になる場合は、新た
に予約の申込みを行ってください。 
----------------------------------------------- 

利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

       公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

申込完了 :: 【青空スポーツクラ
ブ】 
------------------------------------------------ 

予約申込を受け付けました。 

----------------------------------------- 
 受付番号  

------------------------------------------------ 

 006387 

------------------------------------------------- 

 利用日時 

------------------------------------------------- 

 平成22年11月24日（火） 9:00-12:00 

------------------------------------------------- 

 施設 

------------------------------------------------- 

福祉文化会館 

小ホール 

------------------------------------------------- 

施設使用料 

------------------------------------------------- 

2,700円 

------------------------------------------------- 

申込状況 

------------------------------------------------- 

予約 

------------------------------------------------- 

★よく使う施設への登録 
------------------------------------------------- 

【注意事項】 

ご利用7日前までに 

ご利用料金をお支払ください。 

------------------------------------------------- 

□繰り返し予約 

----------------------------------------- 

利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［＃］ 

１２ページの    
申込内容確認から     

申込内容の確認 

取消操作 

よく使う施設の登録方法 

利用者メニュー 

9.携帯画面（つづき） 
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       公共施設予約システム 

------------------------------------------- 

               利用者認証  

------------------------------------------------- 

ＩＤとパスワードを入力してください。 

------------------------------------------ 

                    利用者ID 
 

 

 

               パスワード 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

戻る[＊] 

トップへ[＃］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込内容詳細:: 【青空スポーツク
ラブ】 
-------------------------------------------------- 

予約番号 

-------------------------------------------------- 

 006366 

-------------------------------------------------- 

施設・利用日時 

-------------------------------------------------- 

 中央体育館 

主競技場 半面Ｂ 

ミーティングルームA 

 平成22年12月13日 (月) 9:00-21:00 

 アーチェリー 

------------------------------------------------- 

予約状況 

-------------------------------------------------- 

 予約 

-------------------------------------------------- 

予約状態 

-------------------------------------------------- 

  仮予約 

-------------------------------------------------- 

施設使用料 

-------------------------------------------------- 

5,100円（未入金） 
-------------------------------------------------- 

申込日 

------------------------------------------------- 

 平成22年11月29日 (月) 

------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------- 

                         取消 
------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込状況照会（履歴）:: 【青空ス
ポーツクラブ】 
------------------------------------------ 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11 

------------------------------------------------- 

                 <前へ  次へ> 

-------------------------------------------------- 

              46件目 (52件中)  

--------------------------------------------------

■011613  不来場 

■平成24年4月 18日 (水) 9:00-13:00 ■
ＴＥＳＴ施設 

  ＴＥＳＴ室場２２（予約時間割) A面  

--------------------------------------------------  

             47件目（52件中） 
--------------------------------------------------

■011612  不来場 

■平成24年4月17日 (火) 15:00-17:00 

■ＴＥＳＴ施設 

  ＴＥＳＴ室場２２（予約時間割) A面 

  TEST室場２２（付属) 

-------------------------------------------------- 

             48件目 (52件中)  

--------------------------------------------------

■011598  利用済み  

■平成24年 4月18日 (水) 9:00-12:00 ■
中央体育館 

  柔道場  

-------------------------------------------------- 

             49件目（52件中） 
--------------------------------------------------

■011597  利用済み  

■平成24年 4月18日 (水) 9:00-12:00 

■中央体育館 

  主競技場 半面A 

  ミーティングルームA  

-------------------------------------------------- 

             50件目（52件中） 
--------------------------------------------------

■011453  取消  

■平成24年  4月 3日 (火) 13:00-17:00 

■中央体育館 

  主競技場 半面Ａ 

  ミーティングルームＡ 

------------------------------------------------- 

              <前へ   次へ> 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

申込内容詳細（履歴）:: 【青空ス
ポーツクラブ】 
-------------------------------------------------- 

予約番号 

-------------------------------------------------- 

 011597 

-------------------------------------------------- 

施設・利用日時 

-------------------------------------------------- 

 中央体育館 

主競技場 半面Ｂ 

ミーティングルームA 

 平成24年4月18日 (水) 9:00-12:00 

 アーチェリー 

------------------------------------------------- 

予約状況 

-------------------------------------------------- 

利用済み 

-------------------------------------------------- 

予約状態 

-------------------------------------------------- 

  本予約 

-------------------------------------------------- 

施設使用料 

-------------------------------------------------- 

１，７００円（入金済) 

-------------------------------------------------- 

申込日 

------------------------------------------------- 

 平成24年 3月30日 (金) 

------------------------------------------------- 

戻る［＊］ 
利用者メニューへ［0］ 
ログアウト［#］ 

履歴 

よく使う施設 

マイページから 

ログイン 
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施設からのお知らせから 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

      Open 

             Reaf 
---------------------------------------- 

     施設からのお知らせ一覧 

------------------------------------------------- 

□ グラウンド設備のお知らせ 

------------------------------------------ 

□ 計画停電実地について 

  （コミュニティセンター) 

------------------------------------------------- 

□ 選挙による利用制限のお知らせ 

------------------------------------------------- 

トップへ［＃］ 

   公共施設予約システム 

------------------------------------------ 

      Open 

             Reaf 
------------------------------------------ 

       施設からのお知らせ 

------------------------------------------------- 

          計画停電実地について           

------------------------------------------ 

計画停電の間は蛍光灯、エアコン等のご
利用ができなくなります。 

あらかじめご了承ください。 

 

（コミュニティセンター 

平成２３年４月１８日 （月) 更新) 

------------------------------------------------ 

 戻る［＊］ 

トップへ［＃］ 

   公共施設予約システム 

----------------------------------------- 

      Open 

             Reaf 
---------------------------------------- 

        表示記号確認 

------------------------------------------------- 

空き状況、空き時間の画面で表
示される記号の意味は以下のと
おりです。 

------------------------------------------ 

〇     ：空き状況 

△     :一部空きあり 

×     ：空きなし 

------------------------------------------------- 

休館    ：休館日（赤字は祝日) 

開放    ：個人貸し出し 

保守    ：施設保守日 

-              ：期間外 

------------------------------------------------- 

トップへ［＃］ 

表示記号の確認から 


