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①柏市のホームページ「かし

わシティネット」からやっ

て来たかたは，最初にこの

画面が表示されます。

パソコン操作に慣れている

かたは，このまま「ログイ

ン」していただき，複数条

件を一度に設定できる申込

みに進んでください。

この予約システムを初めて

ご利用になるかたや，近隣

センターの利用者用端末と

同じ画面で予約作業をご希

望のかたは，「簡易版」を

クリックしていただくと，

下のような簡易版システム

画面が表示されます。

利用者登録番号とパスワー

ドを入力し，「ログイン」

をクリックして予約システ

ムをご利用ください。

初期画面
※予約システムには，最初に表示される画面の他に，「簡易版」と呼ばれる画面が

あります。ご利用になりやすい画面で予約作業を行ってください。

どちらの画面から予約・申込みをされても結果に違いはありません。

【初期画面】

【簡易版画面】



一般予約申込み

①団体の登録番号と暗証番号

を入力してください。

②「ログイン」を押してくだ

さい。

③「予約の申込み」を押して

ください。

④お好みの検索方法を指定し

てください。
「お気に入り条件検索」

：あらかじめ登録している

「お気に入り条件」で予約を

します。

「地域から」

：近隣センター名から絞り込ん

でいきます。

「利用目的から」

：施設の利用目的から絞り込ん

でいきます。

「複合検索」

：利用目的や利用施設など複数

の条件を同時に設定して空き

状況を検索します。

※利用希望日の前月の１日から希望当日の間に

行ってください。

（例として「地域から」を選んだ場合をご紹介します）



（例として「地域から」を選んだ場合をご紹介します）

⑤ご利用になるセンターが属

する地域を押してください。
※北部

：田中・柏ビレジ・北部・

西原・布施・根戸

中央部

：松葉・高田・豊四季台・

柏中央・新富・旭町

南部

：新田原・千代田・富里・

永楽台・増尾・光ケ丘・

南部・藤心・酒井根・

高柳

⑥ご利用を希望する近隣セン

ターを押してください。

⑦ご利用を希望する施設（部

屋）を押してください。



⑪申込み内容を確認してくだ

さい。

⑫各項目に必要な情報を入力

してください。
「利用目的」

： を押して，施設を利用す

る目的を選んでください。

部屋によっては活動する内容

を制限している場合もあるの

でご注意ください。（すでに

目的を絞り込んでいる場合に

は，再入力は不要です）

「利用人数」

： の部分を押して，利用す

る予定の合計人数を入力して

ください。

「音出し」

：施設によっては「音出し」の有無を入力

する必要があります。「音出し」につい

ての説明は１９ページ「音出しについて」

をご覧ください。

⑧センター及び部屋を絞り込

むとカレンダーが表示され

るので，利用希望日を選ん

で押してください。

⑨利用希望時間帯のマスを押

してください。
※「空」マークのコマが予約で

きるところです。

⑩予約するコマが「 」マー

クになりましたら，「申込

み」を押してください。

⑬「申込み」を押してくだ

さい。



⑭これで予約申込み作業は終

了です。

申し込んだ内容が表示され

ますので，忘れずにメモ等

に控えてください。

「終了」を押して作業を終

了してください。

予約システムにメールアド

レスを登録している場合は，

「確認メール送信」を押す

と，申込んだ内容がメール

でお手元に届きます。



④すでにお申し込みの予約が

一覧表示されますので，取

り消したい行の左端の「選

択」欄を押し，選んでくだ

さい。

予約の取消

①団体の登録番号と暗証番号

を入力してください。

②「ログイン」を押してくだ

さい。

③「予約の取消」または「抽

選申込みの取消」を押して

ください。

※抽選申込・一般予約とも同じように取消操作してく

ださい。

一般予約の取消は使用日の６日前までに行ってくだ

さい。

⑤「取消」を押してください。



⑥これで予約取消作業は終了

です。

取り消した内容が表示され

ます。

「終了」を押して作業を終

了してください。

予約システムにメールアド

レスを登録している場合は，

「確認メール送信」を押す

と，取り消した内容がメー

ルでお手元に届きます。



抽選申込み

①団体の登録番号と暗証番号

を入力してください。

②「ログイン」を押してくだ

さい。

③「抽選の申込み」を押して

ください。

④お好みの検索方法を指定し

てください。
「お気に入り条件検索」

：あらかじめ登録している

「お気に入り条件」で抽選申

込みをします。

「地域から」

：近隣センター名から絞り込ん

でいきます。

「利用目的から」

：施設の利用目的から絞り込ん

でいきます。

※利用希望日の２ヶ月前の月の２日から１５日の間に

行ってください。

（例として「地域から」を選んだ場合をご紹介します）



⑦利用希望時間帯（のマス

に表示されている数字の

部分）を押してください。

※各コマの数字は，すでに抽選

申込みが入っている件数です。

⑨「申込み」を押してくださ

い。

⑤「申込み」を押してくださ

い。

（例として「地域から」を選んだ場合をご紹介します）

⑥ご希望の部屋を押して選ん

でください。

⑧希望の日にちが表示されて

いない場合は，「翌週」

「前週」といったボタンを

押して，希望の日にちを表

示してください。



⑪各項目に必要な情報を入力

してください。
「利用目的」

：「 」を押して，施設を

利用する目的を選んでくださ

い。

部屋によっては活動する内容

を制限している場合もあるの

でご注意ください。（すでに

目的を絞り込んでいる場合に

は，再入力は不要です）

「利用人数」

：「 」を押して，利用する

予定の合計人数を入力してく

ださい。

「音出し」

：施設によっては「音出し」の

有無を入力する必要がありま

す。

「音出し」についての説明は

１９ページ「音出しについ

て」をご覧ください。

⑩申込み内容を確認してくだ

さい。

⑫「申込み」を押してくださ

い。



⑬これで抽選申込み作業は終

了です。

申し込んだ内容が表示され

ますので，忘れずにメモ等

に控えてください。

「終了」を押して作業を終

了してください。

システムにメールアドレス

を登録している場合は，

「確認メール送信」を押す

と，申込んだ内容がメール

でお手元に届きます。

⑭終了を押した後は，引き続

き抽選申込み作業が行えま

す。

申込みを行う場合は検索方

法を画面から選び，該当す

る文字を押してください。

作業を終了する場合は，

「終了」を押してください。

注意！！

抽選申込みをされたかたは，必ずその月の１７日から

２３日の間に当選の確認を行い，当選した場合は当選申

請を行ってください。

当選申請を忘れてしまいますと，当選が無効になって

しまいますのでご注意ください。



当選確認・当選申請

①団体の登録番号と暗証番号

を入力してください。

②「ログイン」を押してくだ

さい。

③「当選申請」を押してくだ

さい。

当選の確認の場合も，ここ

を押してください。

④当選した内容が表示されて

います。当選申請する行の

左端の「選択」欄を押して

選んでください。

※毎月１７日から２３日の間に行っ

てください。

⑤「当選申請」を押してくだ

さい。



⑦これで当選確認・当選申請

作業は終了です。作業を終

了する場合は，「終了」を

押してください。

システムにメールアドレス

を登録している場合は，

「確認メール送信」を押す

と，申込んだ内容がメール

でお手元に届きます。

当選申請の受付が完了しました。

＜県民ホール利用上の注意＞

ホール内は飲食禁止です。所定の場所以外で飲食しないように徹底してください。

⑥確認画面が開きますので，

「ＯＫ」を押してください。



利用者個別設定

①団体の登録番号と暗証番号

を入力してください。

②「ログイン」を押してくだ

さい。

③「利用者個別設定」を押し

てください。

※いつも同じような内容で申込みをされるかたは，申込条件をセットにして

「お気に入り登録」しておくと，次回からのお申込みが簡単になります。

他，便利な機能がそろっております。

④ご希望の項目を押してくだ

さい。
「予約お気に入り条件」

：一般予約申込みに関する条

件を登録することができま

す。

「抽選お気に入り条件」

：抽選申込みに関する条件を

登録することができます。

「パスワード変更」

：パスワードを変更すること

ができます。

「ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録･変更･削除」

：お知らせメールを受け取る

メールアドレスを設定する

ことができます。

｢メールアドレス登録･変更･削除｣はパソコ

ンからのご利用時にのみ表示されます。



予約お気に入り条件

①この画面で各種検索条件を

設定することができます。

※必要な箇所をクリックし，い

つも同じように選ぶ条件を設

定してください。

「お気に入り名」

：設定した条件の組み合わせ

の名称を設定します。

(利用者端末ご利用時は

名称の設定はできません)

「利用目的分類」

「利用目的」

「館」（センター名）

「施設」（部屋名）

「利用人数」

また，同じ画面で，設定済

みのお気に入りを削除する

こともできます。

抽選お気に入り条件



抽選お気に入り条件

①「設定」を押してくださ

い。

②設定したい施設（部屋）を

押して選んでください。

③内容を確認し，「設定」を

押してください。

これで設定は完了です。



メールアドレス登録・変更・削除

①この画面でお知らせメール

を受け取るメールアドレス

を登録・変更することがで

きます。

③必ず「設定」を押してくだ

さい。

②「お知らせメール：受信す

る」にチェックを入れてく

ださい。

パスワード変更

①この画面でパスワードを変

更することができます。

パスワードは４～８桁の数

字で設定することができま

す。

②入力が終わりましたら，

必ず「設定」を押してくだ

さい。

※メールアドレスは，パソコンと携帯電話からのご利用時にのみ登録することがで

きます。

④この画面が表示されたら完

了です。「終了」を押して

ください。



通常版の機能について

初期画面（トップページ）からログインすると，

通常版でのご利用ができます。

一つの画面で様々な機能を利用できるため，

簡易版よりも操作回数を省略することができます。

ここではその主な機能について説明します。

①

②

③

④

⑤

⑥

通常版<マイページ画面> ログイン後，こちらの画面が表示されます｡

※ここをクリックすると，いつでもこの画面に戻ることができます。



① ユーザーメニュー

A．登録情報の確認
登録申請時にご登録いただいた情報を確認することが

できます。変更の際には，窓口での申請が必要です。

※電話番号については，通常の（市外局番）－（市内局番）

－（加入者番号）の区切りで登録できていないかたが

いらっしゃいますのでご了承ください。番号の変更がある

場合には，施設ご利用時に受付までお申し出ください。

B．メールアドレスの確認・変更
お知らせメールを受け取るメールアドレスの設定ができます。

初期設定では空白になっています。

迷惑メール防止機能を利用している場合には，ドメイン設定

【city.kashiwa.lg.jp】が必要です。

C．パスワードの変更
登録時のパスワードを任意のものに変更することができます。

半角数字４桁～８桁まで有効です。

D．予約状況の一覧
予約完了しているコマ一覧が表示されます。

E．抽選の申し込み状況の一覧
抽選申し込みを行っているコマ一覧が表示されます。

F．予約カートの確認・予約申し込み
予約途中のコマ一覧表示および申し込みができます。



⑫各項目に必要な情報を入力

② お気に入り施設予約

A．お気に入り施設からの予約
よく利用する施設を登録しておくことで，毎回施設を検索する

ことを省略することができます。

“お気に入り”は予約を行う過程で登録することが可能です。

B．設定変更・追加・削除
“お気に入り”登録した名称の変更や登録削除が可能です。

③ お気に入り抽選A．お気に入り抽選から申し込むB．設定変更・追加・削除

⑫各項目に必要な情報を入力

③ お気に入り抽選

A．お気に入り抽選から申し込む
よく抽選申込をする施設を登録しておくことで，毎回施設を

検索することを省略することができます。

“お気に入り”は予約を行う過程で登録することが可能です。

B．設定変更・追加・削除
“お気に入り”登録した名称の変更や登録削除が可能です。



⑫各項目に必要な情報を入力

④ マイページ：お知らせ

管理者側からお知らせがある場合に表示されます。

⑫各項目に必要な情報を入力

⑤ 予約

抽選期間・当選申請後の一般（随時）予約時にご利用

いただくことができます。

「予約状況の一覧へ」をクリックすると，すでに予約

申し込み済みの内容が一覧表示されます。

⑫各項目に必要な情報を入力
⑥ 抽選

抽選期間に，抽選申込を行う際にご利用いただく

ことができます。

「抽選の申し込み状況の一覧へ」をクリックすると，

すでに抽選申し込み済みの内容が一覧表示されます。



携帯電話でのご利用

①こちらのＱＲコードを携帯

電話のカメラ(バーコード

読み取り状態にして）で読

み取り，携帯版柏市ホーム

ページ『かしわシティネッ

ト』を表示させてください。

シティネットのＴＯＰペー

ジにある「公共施設予約シ

ステム」を選んでください。

②予約システムのＴＯＰ画面

が表示されます。

「サービスへ入る。」を選

んでください。

かしわシティネット

http://www.city.kashiwa.lg.jp/i/

※こちらのＱＲコードを読み

込むと，直接予約システム

のＴＯＰページに行くこと

ができます。

※NTTドコモ，au，SoftBankの

携帯電話に限ります。

柏市公共施設予約システム

https://shisetsu-yoyaku.

city.kashiwa.lg.jp/keitai/



③ログイン画面が表示されま

す。

抽選や予約の申込み等，登

録した団体様専用の作業を

するときには，団体の登録

番号と暗証番号を入れ，

「認証」ボタンを選んでく

ださい。システムにログイ

ンする（入る）ことができ

ます。

また，登録をしていない方

でも，施設の空き状況等を

調べることができます。

ご希望の操作を選び，画面

の指示に従って進めてくだ

さい。

④ログインすると，登録をし

ている団体様専用の

メニュー画面が表示されま

す。

ご希望の操作を選び，画面

の指示に従って操作を進め

てください。



　※１：エラーメッセージが表示されます
　※２：確認メッセージが表示され，ＯＫボタンを押すと予約ができます

音出し無し
申込み可能
申込み可能

申込み可能※２

予約無し
音出し無し
音出し有り

自分の予約 隣の部屋の予約 予約の可否

音出し有り
申込み可能

申込み不可※１

申込み不可※１

予約無し
音出し無し
音出し有り

「音出し」について

●分割施設（「会議室Ａ」「会議室Ｂ」「会議室Ａ・Ｂ」など）の

ある近隣センターの予約をする場合は，予約をする毎に「音出

し」の有無を設定していただきます。

●「音出しのご利用」とは，次のいずれかに該当する場合を指しま

す。

・大きな声を出すご利用の場合（合唱，詩吟，演劇等）

・楽器を使う場合

・音楽を流す場合（カラオケ等）（管弦楽器，打楽器等）

・その他，他の部屋に聞こえるような音が継続して出る場合

●音出しの有無は，分割施設を予約する際に，希望する部屋と隣の

部屋の音出し状態の組み合わせにより，次のように予約に制限が

かかる場合があります。

ただし，この音出し制限がかかるのは，一般予約申込みの場合の

みです。

抽選申込みの際は音出しの有無による制限はありません。よって，

当選結果により，分割施設に当選した際に隣の部屋を音出し団体

がご利用になることもございますので，ご了承ください。



平成２２年１月発行

柏市市民生活部市民活動推進課


