
船橋市・船橋市教育委員会

船橋市生涯学習施設予約システム

＜パソコン＞

https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/web

＜携帯電話＞

https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/keitai



　「船橋市生涯学習施設予約管理システム」（以下、予約システム）では、船橋市内

の公民館や体育施設などを利用したいときに、空き状況の照会や施設の利用申込みな

どの手続きを、インターネットを使ってパソコンや携帯電話、利用者端末から行うこ

とができます。

　予約システムで施設の利用申込みや抽選申込みなどを行うには、事前に利用者登録

が必要です。

１．予約システムが利用できる端末及び利用時間

○パソコン 

○携帯電話

○利用者端末…右表施設に設置されており、タッチパネル 運動公園

式となります。 法典公園（グラスポ）

総合体育館（船橋アリーナ）

武道センター

習志野台・高根台出張所

ふなばし三番瀬海浜公園

２．予約システムで利用できる施設

体育施設（運動公園、若松公園、法典公園（グラスポ）、

高瀬町運動広場、豊富運動広場、総合体育館（船橋ア

リーナ）、学校ナイター、北習志野近隣公園、高根木戸

近隣公園、ふなばし三番瀬海浜公園、行田運動広場、

高瀬下水処理場上部運動広場、藤原運動広場）

※「空き状況照会」は、利用者登録の必要はありません

○

○○

　予約システムから空き状況の照会や予約申込みができるのは下表の施設となります。

対象施設

空
き
状
況

照
会
※

抽
選
申
込

抽
選
確
認

○ ○ ○ ○ ○

公民館（市内全２６館） ○ ○

○青少年会館 ○ ○ ○ ○ ○

×

市民文化ホール、市民文化創造館（きらら） ○ × × × × ×

社会教育バス（さざなみ号） ○ × × × ×

×体育施設（武道センター） ○ × × × ×

○ ○

24時間利用可能

予
約
申
込

予
約
確
認

予
約
取
消

利用者端末設置場所
利用
時間

公民館（市内全２６館）

生涯スポーツ課（市役所７階）

行田運動広場

高瀬下水処理場上部運動広場

青少年会館

各
施
設
開
館
時
間

船橋市生涯学習施設予約管理システムのご案内

＜予約システムのご利用はこちらから＞

□パソコン

https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/web

□携帯電話

https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/keitai
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３．利用者登録について

　予約システムで抽選申込みや予約申込みを利用するには下記窓口で、事前に利用者登録を

行う必要があります。登録条件や登録方法など、詳しくは受付施設へお問い合わせください。

○利用者登録窓口一覧（いずれも施設開館日のみの受付となります）

  ・公民館を利用する場合 ・体育施設を利用する場合

主に利用する公民館

・青少年会館を利用する場合

青少年会館

※法典公園集会所は、法典公園でのみ登録受付

４．個人利用者の仮登録について

　体育施設では、個人利用者の仮登録ができます。インターネットなどで事前に仮登録する

ことにより、窓口での本登録をスムーズに行うことができます。仮登録方法につきましては

Ｐ２８の「仮利用者登録方法」を参照ください。

５．利用申込みスケジュール

　予約システムで手続き可能な各施設の利用申込み方法と支払方法は下表のとおりです。

１．抽選申込み 利用する月の3か月前の6日から15日まで 4回まで

２．抽選日 利用する月の3か月前の16日

３．当選確認と当選申請 利用する月の3か月前の17日から26日まで 当選と合わせて

4回まで

４．随時予約申込み 利用する月の3か月前の28日9時から前日まで

５．お支払いについて 利用当日の利用前までに窓口でお支払いくだ

さい。※窓口は9時から17時まで

１．抽選申込み 利用する月の2か月前の21日から月末まで 4回まで

２．抽選日 利用する月の前月の１日

３．当選確認と当選申請 利用する月の前月の2日から８日まで

４．随時予約申込み 利用する月の前月の1０日6時から当日まで 1日1回

※学校ナイターは6日前まで

５．お支払いについて 利用当日の利用前までに窓口でお支払いくだ

さい。ただし、早朝の利用や無人の施設につ

いては、事前に支払いを済ませてください。

9時～17時

施設名 手続き

公民館

体育施設

期　日

9時～20時30分

法典公園（グラスポ）※ 9時～17時

ふなばし三番瀬海浜公園 9時～17時

総合体育館（船橋アリーナ） 9時～19時

武道センター 9時～17時受付施設 受付時間

受付施設 受付時間 受付施設

運動公園

受付時間

9時～17時 生涯スポーツ課 9時～17時

回　数

無料施設についても事前に利用手続き

を行ってください。

※利用施設により、他の施設

でも支払いが可能な場合が

あります

※この期間内に手続きをしな

いと当選は無効となります

※この期間内に手続きをしな

いと当選は無効となります
※利用当月の制限

はありません
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３．当選確認と当選申請 利用する月の3か月前の12日から18日まで

６．お支払いについて

６．予約の取消について

　予約の取消は下表のとおり制限事項がありますので、ご注意ください。

・予約後に利用を取りやめる場合は、利用日の前日までに予約の取消をしてください。

　なお、当日取りやめる場合は必ず電話または窓口にてお申し出ください。

・利用手続き（入金）後に利用を取りやめる場合は電話または窓口にてお申し出くだ

　さい。なお、使用料の還付はしませんので、ご了承ください。

・利用手続き（入金）及び連絡がなく利用開始時間を過ぎた場合は無断キャンセルと

　してサービスを受けられなくなることがあります。

・予約後に利用を取りやめる場合は、利用日の3日前までに予約の取消をしてくださ

　い。利用日の2日前～当日の予約取消しは、利用日翌日から利用の制限がかかりま

　す。

・利用手続き（入金）後に利用を取りやめる場合は、使用許可書を持参のうえ窓口にて

　お申し出ください。なお、使用料の還付はしませんので、ご了承ください。

・利用手続き（入金）及び連絡がなく利用開始時間を過ぎた場合は無断キャンセルとし

　て翌日から利用の制限がかかります。

・予約後に利用を取りやめる場合は、利用日の前日までに予約の取消をしてください。

　なお、当日取りやめる場合は必ず電話または窓口にてお申し出ください。

・利用手続き（入金）後に利用を取りやめる場合は電話または窓口にてお申し出くだ

　さい。なお、使用料の還付はしませんので、ご了承ください。

・利用手続き（入金）及び連絡がなく利用開始時間を過ぎた場合は無断キャンセルと

　してサービスを受けられなくなることがあります。

施設名 制限事項

公民館

利用当日の利用前までに窓口でお支払いくださ
い。
※窓口は9時から17時まで

当選と合わせて
2回まで
※利用当月の制限
はありません

青少年会館

青少年会館

１．抽選申込み
(青少年団体・青少年育成団体)

利用する月の3か月前の1日から10日まで 2回まで

2．抽選日
(青少年団体・青少年育成団体)

利用する月の3か月前の11日

４．随時予約申込み
(青少年団体・青少年育成団体)

利用する月の3か月前の20日9時から前日まで

５．随時予約申込み
(一般団体)

利用する月の2か月前の1日9時から前日まで

体育施設

施設名 手続き 期　日 回　数

※利用施設により、他の施設

でも支払いが可能な場合が

あります

※この期間内に手続きをしな

いと当選は無効となります

※利用施設により、他の施設

でも支払いが可能な場合が

あります

※この期間内に手続きをしな

いと当選は無効となります
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●利用方法
　パソコンから利用する場合は、
　船橋市ホームページ（https://www.city.funabashi.lg.jp/）からのリンクをご利用ください。

　また予約システムのトップページは
　 https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/web
   となります。

　利用者端末については、各施設に設置してある端末をご利用ください。

　　注）予約申込み、抽選申込みをご利用いただくには、あらかじめ利用者登録を行っていただく必要が
　　　　あります。
　　　　（施設の空き状況はどなたでもご利用いただけます。）

　次ページ以降の画面例はパソコンの画面となりますが、利用者端末についても同様の画面操作となり
　ます。

●メール通知について
　予約システムでは予約申込み、抽選申込みや抽選結果をメールでお知らせすることが可能です。
　あらかじめメールアドレスを利用者個別設定画面より登録しておく必要があります。
　パソコン等でメールを選択受信している場合には、「city.funabashi.lg.jp」ドメインからのメールを
　受信可能なように設定を行ってください。

●その他の注意事項
　予約システムではブラウザの戻るボタンをご利用できません。各画面の「もどる」ボタンや「終了」
　ボタンをご利用ください。

　多くの利用者からのアクセスが集中すると、応答が遅くなる場合がありますので、ご了承ください。
　
　パソコンから予約システムをご利用になる際にかかる通信料等は、利用者のご負担となります。

インターネット・利用者端末ご利用方法パソコン・利用者端末ご利用方法

パソコン・利用者端末からの利用方法
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【生涯学習施設予約システムトップページ】

① 利用者登録番号とパスワード
を入力し「ログイン」ボタン
をクリックします。

⇒ 登録者専用メニューが
表示されます。

※「利用者番号を入力」「パスワードを入力」ボタンを
　クリックすると、左記の画面が表示されます。
　利用者端末では、タッチパネルの操作で入力が
　行えます。

利用者登録を行っていない方も利用可能です。
【情報照会メニュー】から
施設の空き状況を確認することができます。

利用者の方向けのお知らせを表示します。

利用者登録済みの方は、ログインすると予
約の申込み、抽選の申込みなどが行えます。

１．ログイン方法

あらかじめメールアドレスを利用者個別設定画面より登録している場合は、トップページの「※パ

スワードを忘れた場合」よりパスワードを再設定することができます。

なお、１０回パスワードを間違えた場合、ログインできなくなります。ログインできなくなった場

合は、利用者登録を行った施設に問い合わせください。
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【登録者専用メニュー】

◎予約の申込み
施設の予約申込みを行う事ができます。

◎予約の確認
予約申込みをした内容を確認することができます。

◎予約の取消
予約申込みを取消しすることができます。

◎設備の予約
予約施設に付属する一部設備の予約をすることができます。

◎抽選の申込み
施設の抽選申込みを行う事ができます。

◎抽選申込みの確認
抽選申込みをした内容を確認することができます。

◎抽選申込みの取消
抽選申込みを取消しすることができます。

◎抽選結果の確認
抽選結果を確認することができます。

◎利用者個別設定
「お気に入り条件設定」「パスワード変更」「メールアドレスの登録・変更・削除」を行うことが
できます。
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以下の内容の場合の申し込みの例です
施設 運動公園　体育館Ａ面
目的 バレーボール
利用日 平成26年2月1日（土）
利用時間 15：00～17：00
利用人数 10名

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．ログイン方法」と同様になります。

【登録者専用メニュー】

① 登録者専用メニューの
「予約の申込み」ボタンを
クリックします。

【施設空き状況検索画面】

② 施設の空き状況を検索する
方法を選択します。

②-1へ

②-2へ

②-3へ

②-4へ

２．予約申込方法 （例：運動公園 ） ※その他の施設の予約も同様に行えます。
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②-1．「お気に入り条件検索」からの空き状況検索

②-1-1
ボタンをクリックします。 「お気に入り条件検索」ボタン

をクリックします。

【お気に入り条件選択画面】

②-1-2
登録した「お気に入り条件」
「検索開始日」を選択して、
「検索開始」ボタンをクリック
します。

【施設空き状況画面】

※ 選択したお気に入り条件に
登録された施設の空き状況
が表示されます。

⇒③へ

※よく利用する施設を「お気に入り条件」に
登録しておくと、簡単に予約申込ができます。

※「お気に入り条件」の設定方法は
「利用者個別設定」を参照してください。
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②-2．「施設グループから」の空き状況検索

ボタンをクリックします。 ②-2-1
「施設グループから」ボタン
をクリックします。

【館選択画面】

②-2-2
予約する「館名」をクリック
します。

【1ヶ月空き状況画面】

②-2-3
選択した館の空き状況を
表示する日付をクリック
します。

【施設空き状況画面】

※ 選択した施設の空き状況が
表示されます。

⇒③へ
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②-3．「利用目的から」の空き状況検索

②-3-1
ボタンをクリックします。 「利用目的から」ボタン

をクリックします。

【利用目的選択画面】

②-3-2
予約する「利用目的名」を
クリックします。

※ 選択した目的で利用できる
館が表示されます。

【館選択画面】

②-3-3
予約する館名をクリックします。

【1ヶ月空き状況画面】

②-3-4
選択した館の空き状況を表示
する日付をクリックします。

※ 施設により終了時間を選択しない場合もあります。
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【施設空き状況画面】

※ 選択した施設の空き状況が
表示されます。

⇒③へ

②-4．「複合検索」からの空き状況検索

②-4-1
ボタンをクリックします。 「複合検索」ボタン

をクリックします。

【検索条件画面】

②-4-2
検索する条件を各ボタンを
クリックして選択し、
「検索開始」ボタンをクリック
します。

※ 選択した館の空き状況が
表示されます。

⇒③へ
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【施設空き状況画面】

③ 検索した結果で空き状況画面
が表示されます。
予約する施設の「空」アイコン
をクリックします。

【利用開始時間選択画面】

④ 利用開始時間を選択します。

※ 体育施設の場合は、
開始時間を選択すると、自動
的に終了時間が選択されます。

※ 体育施設以外の場合は、
「利用終了時間選択画面」が
表示されます。
終了時間を選択してください。

【施設空き状況画面】

⑤ 選択した時間帯に★が表示
されます。
「申込み」ボタンをクリック
します。

※ 複数選択しまとめて予約する
ことも可能です。

※ 体育施設は1人1日に１コマの
予約となります。

※「空」 表示されている時間が申込み可能
です。
※「済」 表示の時間は既に予約済のため申
込みできません。

※「空」で選択した時間帯の、予約可能
な開始時間が表示されます。

※注意

この時点ではまだ予約は確定

していません。Ｐ１４の予約

確認メール送信画面⑪-１ま

たは予約完了画面⑪-２が表

示された時点で予約が確定し

ます。
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【施設空き状況画面】

※ 申込み希望時間帯の数字
をクリックし、★を表示しま
す。
「申込み」ボタンをクリック
します。

【利用規約確認画面】

⑥ 利用規約が表示された場合
内容を確認し、
「利用規約に同意する」を選択
し、「確認」ボタンをクリック
します。

※ 予約した施設によっては
表示されない場合もあります。

【予約内容一覧画面】

⑦ 予約一覧が表示されます。
目的を選択していない場合は、
「目的」ボタンをクリックして
利用目的を選択します。

⑧ 「人数」を入力します。

⑨ 「申込み」ボタンをクリック
します。

※面数貸しの施設を予約する場合※

※面数貸しの施設の場合、利用可能な時間帯
に、予約可能な面数が表示されます。

※「利用規約に同意しない」を選択した場合、
予約はできません。施設空き状況画面に戻り
ます。
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【予約申込確認メッセージ】

⑩ 予約申込の確認メッセージが
表示されます。
「OK」ボタンをクリックしま
す。

【予約確認メール送信画面（メールアドレスを登録している場合）】

⑪-1
予約確認メール送信画面が表示
されます。
メールアドレスを登録している
場合、「確認メール送信」を
クリックします。

【予約完了画面（メールアドレスを登録していない場合）】

⑪-2
予約完了画面が表示されます。
「終了」ボタンをクリックしま
す。

【予約完了画面】

⑫ 予約が完了しました。

※ 「メニューへ」をクリックす
ると登録者専用メニューを
表示します。

※ 公民館の一部設備は
施設予約完了画面から続けて
申込みが行えます。
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※設備の予約※（予約した施設に、インターネットから予約可能な付属設備がある場合）

【予約完了画面】

１）「設備予約する」ボタンを
クリックします。

【設備予約設定一覧画面】

２）「設備予約」ボタンをクリック
します。

⇒ 予約可能な設備の一覧が
表示されます。

【設備予約一覧画面】

３）予約する「個数」を入力
し、「申込み」ボタンを
クリックします。

【設備予約確認メール送信画面（メールアドレスを登録している場合）】

４）設備予約確認メール送信画面が
表示されます。
メールアドレスを登録している
場合、「確認メール送信」
ボタンをクリックします。

⇒ 設備予約設定一覧画面が
表示されます。

15



以下の内容の場合の申し込みの例です
施設 運動公園　体育館Ａ面
目的 バレーボール
利用日 平成26年4月1日（火）
利用時間 11：00～13：00

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．ログイン方法」と同様になります。

【登録者専用メニュー】

① 登録者専用メニューの
「抽選の申込み」ボタンを
クリックします。

【抽選申込検索画面】

② 抽選申込画面を検索する
方法を選択します。

②-1へ

②-2へ

②-3へ

※②-2と同じ画面の流れになります。

３．抽選申込方法（例：運動公園 ） ※その他の施設の抽選申込も同様に行えます。
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②-1．「お気に入り条件検索」からの空き状況検索

②-1-1
ボタンをクリックします。 「お気に入り条件検索」ボタン

をクリックします。

【お気に入り条件選択画面】

②-1-2
登録した「お気に入り条件」
を選択して、「検索開始」
ボタンをクリックします。

【抽選利用日時選択画面】

※ 抽選お気に入り条件で設定
した施設の利用日時選択
画面が表示されます。

⇒③へ

②-2．「施設グループから」の空き状況検索

②-2-1
ボタンをクリックします。 「施設グループから」ボタン

をクリックします。
【抽選分類選択画面】

②-2-2
抽選分類一覧が表示されます。
抽選申込を行う分類の
「申込み」ボタンをクリック
します。

※抽選申込をよく行う施設を「お気に入り条
件」に登録しておくことにより、簡単に抽選
申込ができます。

※「お気に入り条件」の設定方法は
「利用者個別設定」を参照してください。
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【館選択画面】

②-2-3
抽選申込を行う「館名」を
クリックします。

※ 選択した館で抽選申込可能な
施設の一覧が表示されます。

【施設選択画面】

②-2-4
抽選申込を行う「施設名」を
クリックします。

【抽選利用日時選択画面】

※ 選択した施設の利用日時
選択画面が表示されます。

⇒③へ
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②-3．「利用目的から」の空き状況検索

②-3-1
ボタンをクリックします。 「利用目的から」ボタン

をクリックします。

【利用目的選択画面】

②-3-2
抽選申込を行う施設の
「利用目的名」をクリック
します。

【抽選分類選択画面】

②-3-3
抽選分類一覧が表示されます。
抽選申込を行う分類の
「申込み」ボタンをクリック
します。

【館選択画面】

②-3-4
抽選申込を行う「館名」を
クリックします。

※ 選択した目的、館で抽選申込
可能な施設の一覧が表示され
ます。
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【施設選択画面】

②-3-5
抽選申込を行う「施設名」を
クリックします。

※ 選択した施設の利用日時
選択画面が表示されます。

⇒③へ

【抽選利用日時選択画面】

③ 抽選申し込みを行う時間帯
クリックし、「選」アイコンを
表示します。
「申込み」ボタンをクリック
します。

【抽選利用日時選択画面】

④ 抽選申込一覧が表示されます。
目的を選択していない場合は、
「目的」ボタンをクリックして
利用目的を選択します。

⑤ 「人数」を入力します。

⑥ 抽選申込み一覧から
「申込み」ボタンをクリック
します。

＊枠内の数字は、左が「当選可能数」
右が「現在の申込み数」です。

＊「×」アイコンがある時間帯は、抽選申し
込みできません。
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【抽選申込確認メッセージ】

⑦ 抽選申込の確認メッセージが
表示されます。
「OK」ボタンをクリックしま
す。

【抽選申込確認メール送信画面（メールアドレスを登録している場合）】
⑧-1

抽選申込完了画面が表示
されます。
メールアドレスを登録している
場合、「確認メール送信」を
クリックします。

【抽選申込完了画面（メールアドレスを登録していない場合）】

⑧-2
抽選申込完了画面が表示
されます。
「終了」ボタンをクリックしま
す。

【抽選申込完了画面】

⑨ 抽選申込が完了しました。

※ 前回と同じ条件で抽選申込を
行う場合は、「目的から」～
「利用日から」のいずれかの
ボタンをクリックしてください。
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トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．ログイン方法」と同様になります。

【登録者専用メニュー】

① 登録者専用メニューの
「抽選結果の確認」ボタンを
クリックします。

【抽選結果一覧画面】

② 【抽選結果一覧画面】が表示
されます。
当選申請をするには「確認さ
れていない当選結果」の選択
欄の●をクリックします。
（複数選択可能）
次に「確認」ボタンをクリッ
クします。

【当選確認メッセージ】

③ 当選確認を行うかメッセー
ジが表示されます。
「OK」ボタンをクリック

します。

４．抽選結果の確認～当選申請方法（例：運動公園） ※その他の施設の当選申請も同様に行えます。

※抽選結果確認（当選申請）を

確認期間中に行わない場合、当

選はキャンセルされます。
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【当選確認メール送信画面（メールアドレスを登録している場合）】

④-1
当選確認画面が表示されま
す。
メールアドレスを登録して
いる場合、「確認メール送
信」をクリックします。

【当選確認完了画面（メールアドレスを登録していない場合）】

④-2
当選確認完了画面が表示され
ます。
「終了」ボタンをクリック
します。

【当選確認完了画面】

⑤ 当選確認完了画面が表示
れます。
「当選確認へ」ボタンを
クリックします。

【抽選結果一覧画面】

⑥ 確認済みの当選結果一覧に
当選確認をした申込みが表
示され、予約番号が割り当
てられます。
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※利用者ごとに「お気に入り条件」の設定や「パスワード変更」などを行うことができます。

①「予約お気に入り条件」設定

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．ログイン方法」と同様になります。

【登録者専用メニュー】

① 登録者専用メニューが表示
されます。「利用者個別設定」
ボタンをクリックします。

【利用者個別設定画面】

② 設定するメニューボタンを
クリックします。

※ ここでは「予約お気に入り
条件」の設定方法について
説明します。

【予約お気に入り条件登録画面】

③ 予約申込でよく利用する施設
の情報を登録します。

「利用目的分類」「利用目的」
「館」の各ボタンからそれぞれ
選択し、「お気に入り名」
「人数」を入力します。

④ 「確認」ボタンをクリックし
ます。

５．利用者個別設定
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【予約お気に入り条件登録画面】

⑤ 設定した条件が登録され
一覧で表示されます。

※ 「メニューへ」をクリックす
ると登録者専用メニューを
表示します。

※「予約の申込み」→「お気に入り条件検索」
メニューから、登録した「お気に入り条件」で、
予約申込を行うことができます。

※「抽選のお気に入り条件」も、同様に登録し
て抽選申込を行うことができます。
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②「パスワード変更」

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．ログイン方法」と同様になります。

【登録者専用メニュー】

① 登録者専用メニューが表示
されます。「利用者個別設定」
ボタンをクリックします。

【利用者個別設定画面】

② 設定するメニューボタンを
クリックします。

※ ここでは「パスワード変更」
の方法について説明します。

【パスワード変更画面】

③ 「現在のパスワード」
「新しいパスワード」

「新しいパスワードの確認」
を入力します。

④ 「確認」ボタンをクリックし
ます。
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【パスワード変更確認メッセージ】

⑤ パスワード変更確認
メッセージが表示されます。
「ＯＫ」ボタンを
クリックします。

【生涯学習施設予約システムトップページ】

⑥ ログアウトして
トップページ画面が表示
されます。

※ 変更したパスワードで
ログインします。
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【生涯学習施設予約システムトップページ】

① 情報照会メニューから
「体育施設仮利用者登録」
ボタンをクリックします。

【個人利用者登録画面】

② 「個人利用者登録」ボタンを
クリックします。

【利用者情報入力画面】

③ 利用者の情報を入力し、
「確認」ボタンをクリック
します。

※ （必須）項目は、必ず入力
してください。

６．仮利用者登録方法（体育施設を利用する個人の方のみ登録可能です。）

※「郵便番号」を入力後、「住所検索」ボタ

ンをクリックすると、郵便番号から検索した

住所が表示されます。
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【利用者登録情報　確認画面】

④ 入力内容を確認し「申込み」
ボタンをクリックします。

※ 入力内容を修正する場合は、
「もどる」ボタンをクリック
します。

【確認メッセージ】
⑤ 登録確認メッセージが表示

されます。「ＯＫ」ボタンを
クリックします。

【登録完了画面】

⑥ 仮利用者登録が完了します。

※ 「終了」ボタンをクリックしま
す。トップページに戻ります。

ご注意：仮利用者登録を行っただけでは、抽選や予約の申込を行うことはできません。
　　　　主に利用する窓口に身分を証明できるもの（運転免許証、健康保険証等）を持参の上、
　　　　本登録を行ってください。また市外でお住まいの方で市内在勤・在学の方は学生証
　　　　または在勤証明書をお持ちください。
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●利用方法

　携帯電話のトップページについては

　 https://funayoyaku.city.funabashi.chiba.jp/keitai

   となります。

　 また右記のＱＲコードを使用してアクセスすることもできます。
　　※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

携帯電話（docomo、au、SoftBank）

　　注）予約申込み、抽選申込みをご利用いただくには、あらかじめ利用者登録を行っていただく

　　　　必要があります。

　　　　（施設の空き状況はどなたでもご利用いただけます。）

●メール通知について

　予約システムでは予約申込み、抽選申込みや抽選結果をメールでお知らせすることが可能です。

　あらかじめメールアドレスを利用者個別設定画面より登録をしておく必要があります。

　携帯電話等でメールを選択受信している場合には、「city.funabashi.lg.jp」ドメインからのメール

　を受信可能なように設定を行ってください。

●その他の注意事項

　前の画面にもどるには、画面上の「もどる」や「TOP画面へ」を選択してください。

　多くの利用者からのアクセスが集中すると、応答が遅くなる場合がありますので、ご了承ください。

　予約システムをご利用になる際にかかる通信料等は、利用者のご負担となります。

携帯電話ご利用方法

携帯電話からの利用方法
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以下の内容の場合の申し込みの例です
施設 運動公園　体育館Ａ面
目的 バレーボール
利用日 平成26年２月1日（土）
利用時間 9：00～11：00
利用人数 10名

１.トップページ ２.利用者認証画面 ３.利用者確認画面

４.登録者専用メニュー画面 ５.利用館選択画面 ６．利用施設選択画面

次ページ
【７.期間設定画面】へ

１．予約申込方法 （例：運動公園 ） ※その他の施設の予約も同様に行えます。

１０回パスワードを間違えた場合、ログインで

きなくなります。利用者登録を行った施設に問

い合わせください。あらかじめメールアドレス

を認証後メニュー画面より登録している場合は、

「※パスワードを忘れた方はこちら」からパス

ワードを再設定することもできます。
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７．期間設定画面 ８．利用時間選択画面 ９．利用人数・目的入力画面

１０.予約結果確認画面

１１．設備予約確認画面 １２．設備予約画面

【７.期間設定画面】へ

インターネットから設備予約が可能な場合

「設備予約する」と表示されます。
クリックして設備予約画面から設備の予約を行います。

【４.登録者専用
メニュー画面】へ
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以下の内容の場合の申し込みの例です
施設 運動公園　体育館Ａ面
目的 バレーボール
利用日 平成26年4月1日（火）
利用時間 13：00～15：00

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．予約申込方法」と同様になります。

１.登録者専用メニュー画面 ２．抽選分類選択画面 ３．館選択画面

４．施設選択画面 ５．利用日選択画面 ６．利用時間選択画面

次ページ
【７.申込内容確認画面】へ

２．抽選申込方法（例：運動公園） ※その他の施設の抽選申込も同様に行えます。

33



７．申込内容確認画面

８．確認メール送信画面 ９-1．抽選申込完了（メール送信済み）画面

９-2．抽選申込完了画面

・メールアドレスを登録している場合

【８．確認メール送信画面】へ

・メールアドレスを登録していない場合
【９-2．抽選申込完了画面】へ

【１.登録者専用メニュー画面】へ

【１.登録者専用メニュー画面】へ
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トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．予約申込方法」と同様になります。

１.登録者専用メニュー画面 ２.抽選結果一覧画面

３.当選確認メール送信画面 ４.当選確認完了画面 ５.抽選結果一覧画面

※抽選結果確認（当選申請）を確
認期間中に行わない場合、当選は
キャンセルされます。

【１.登録者専用メニュー画面】へ

・メールアドレスを登録している場合

【３.当選確認メール送信画面】へ

・メールアドレスを登録していない場合
【４．当選確認完了画面】へ

３．抽選結果の確認～当選申請方法（例：運動公園） ※その他の施設の当選申請も同様に行えます。
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※利用者ごとに「お気に入り条件」の設定や、「メールアドレスの登録／変更／削除」を行うことが

できます。

トップページ～登録者専用メニュー画面については、「１．予約申込方法」と同様になります。
※ ここでは「予約お気に入り条件」の設定方法について説明します。

１.登録者専用メニュー画面 ２.利用目的選択画面 ３.館選択画面

４.施設選択画面 ５.お気に入り登録画面 ６.お気に入り登録完了画面

【１.登録者専用メニュー画面】へ

予約申込「お気に入りから」メニューから、登録
した「お気に入り条件」で、予約申込を行うこと
ができます。

※抽選のお気に入り条件も、同様に登録して抽選
申込を行うことができます。

４．利用者個別設定
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（1）予約システムに関するもの

所管課名 電話番号

社会教育課 047-436-2895 システム全般、社会教育バス

生涯スポーツ課 047-436-291０ 体育施設に関するもの

（２）各施設の利用に関するもの

 施設名 電話番号 施設名 電話番号

中央公民館 047-434-5551 運動公園

浜町公民館 047-434-1405 若松公園

宮本公民館 047-424-9840 高瀬町運動広場

 海神公民館 047-420-1001 豊富運動広場

東部公民館 047-477-7171 北習志野近隣公園

三田公民館 047-477-2961 高根木戸近隣公園

習志野台公民館 047-463-2231 行田運動広場

飯山満公民館 047-424-4311 高瀬下水処理場上部運動広場

 薬円台公民館 047-469-4535 藤原運動広場

西部公民館 047-333-5415 法典公園（グラスポ） 047-438-3500

法典公民館 047-438-3203 総合体育館

丸山公民館 047-439-0118  （船橋アリーナ）

塚田公民館 047-438-2610 武道センター 047-422-0122

 葛飾公民館 047-437-5072

北部公民館 047-457-0433

二和公民館 047-447-3200 ふなばし三番瀬海浜公園 047-435-0828

海老が作公民館 047-464-8232 市民文化ホール 047-434-5555

小室公民館 047-457-5144 市民文化創造館（きらら） 047-423-7261

八木が谷公民館 047-448-5030 青少年会館 047-434-5891

三咲公民館 047-448-3291

松が丘公民館 047-468-3750

 坪井公民館 047-402-0271

高根台公民館 047-461-7061

夏見公民館 047-423-5119

高根公民館 047-438-4112

新高根公民館 047-469-4944

　

所管する内容

047-461-5611

学校ナイター
※生涯スポーツ課へ
047-436-291０

※生涯スポーツ課へ
047-436-291０

利用に関するお問い合わせ
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