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はじめに

4

1. 「まちかぎリモート」はお住いの地域の公共施設の
予約・支払いができるクラウド型システムです
お住いの自治体の窓口にて、予約システムのアカウントを
作成し、インターネットブラウザ（safariやgooglechrome
など）でアクセスしてください

予約用サイト：
https://city.izumiotsu.lg.machikagi-remote.jp/users/sign_in



はじめに
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2. 「まちかぎリモート」からメールが迷惑メールに入らないよ
うに設定してください

• ソフトバンク：
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/white/

• NTTドコモ：
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/spmode/domain/

• au：
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/

各キャリア（ソフトバンク／NTTドコモ／auなど）の迷惑メール設定で
「@machikagi-remote.jp」
のメールが受信できるように設定をお願いします

※詳細はお近くの携帯ショップにお問い合わせください



空室カレンダーを確認する
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空室カレンダーを確認する
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1. 予約用サイトにアクセスします

利用者



空室カレンダーを確認する
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2. 上にある「施設予約」をクリック／タップします

利用者ID・パスワードは空欄の
ままでここをクリック／タップ

利用者



空室カレンダーを確認する
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3. 空室カレンダーを確認したい施設の「部屋の一覧」を
クリック／タップします

利用者



空室カレンダーを確認する
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4. 「空室カレンダー」をクリック／タップします

5. 申請内容を選んで、「空室カレンダー」を
クリック／タップします

利用者



空室カレンダーを確認する
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6. 空き状況が表示されます。先着受付の場合は「先着」と
表示されます

「×」表示は予約済み
を表します

利用者



空室カレンダーを確認する
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7. 抽選が行われる施設では「抽選申込可」と表示されます

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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施設を予約する（先着順の場合）
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1. 空室カレンダーが「先着」になっていることを確認します

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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2. 空室カレンダーの右上の「ログイン」を
クリック／タップします

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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3. あらかじめ自治体／施設から発行されたログインIDと
パスワードを入力し、ログインします

IDを入力

設定したパスワードを入力

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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4. ログイン後、カレンダーから予約したい
日時・コマを選択します

赤は自分の予約が確定
した枠を表します

ピンクは自分が申請中
の枠を表します

申請内容が承認されると
「申請許可」にかわります

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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5. 灰色の空きコマをクリック／タップすると、
申請内容の入力画面に移ります
入力完了後、「備品の選択」をクリック／タップします

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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6. 備品を使わない場合：何も入力しない
備品を使いたい場合：数量を入力する

上記設定の上で、「支払方法の選択」を
クリック／タップします

利用個数を入力します

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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7. 支払方法を選択し、「申請する」をクリック／タップします

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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8. 最後に申請内容を確認できます

利用者



施設を予約する（先着順の場合）
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９．申請内容が承認されると、承認のメールが届きます

利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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施設を予約する（抽選の場合）
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1. 空室カレンダーが「抽選申込可」になっていることを
確認します

24

利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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2. 空室カレンダーの右上の「ログイン」を
クリック／タップします
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3. あらかじめ自治体／施設から発行されたログインIDと
パスワードを入力し、ログインします

利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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３．抽選申込をするコマをクリック／タップして、抽選申込を

行います
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利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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４．抽選申込はメールでも確認できます
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利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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５．抽選申込を行うと、抽選実施まで「抽選待ち」と
表示されます
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利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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６．抽選申込上限に到達すると、ほかの日を選ぶことは
できなくなります
申し込みを取り消す場合は、水色の申し込んだコマを
クリック／タップして取り消し処理を行ってください

29

利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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７．抽選に当選した場合、当選を知らせるメールが届きます
メールに書かれている期日までに利用申請を行い、
予約を確定させてください
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利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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8. 抽選に当選した場合、当選を知らせるメールが届きます
メールに書かれている期日までに利用申請を行い、
予約を確定させてください
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利用者



施設を予約する（抽選の場合）
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9. 抽選に落選した場合、落選を知らせるメールが届きます

32

利用者



予約状況を確認する
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予約状況を確認する
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1. p.6の予約用サイトにアクセスし、あらかじめ自治体／施設から発
行されたログインIDと利用者で設定したパスワードを入力し、
ログインします

34

IDを入力

設定したパスワードを入力

利用者



予約状況を確認する
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2. 画面上部の「予約状況」をクリック／タップ
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利用者



予約状況を確認する
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3. ご自身の申請状況や予約状況を確認できます
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利用者



予約状況を確認する
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3. ご自身の申請状況や予約状況を確認できます

37

• 予約の一覧：
これまでの申し込みやキャンセルなど、すべての履歴を参照できます

• 申請中：
申込は行ったものの、市の承認が済んでいない予約を指します

• 支払い待ち、支払い中：
支払いが済んでいない、または支払いを市が確認中の予約を指します

• 否認：
市の許可が下りなかった予約申請を指します

• キャンセル：
利用者がキャンセルした予約申請を指します

• 予約済み：
市の許可が下りて確定した申請を指します

利用者
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38



施設を利用する
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1. 利用の２４時間前に送られるリマインドメールをご確認くだ
さい。キーボックスが開錠できる暗証番号の記載があります。

２．施設にキーボックスが付いている場合は、あらかじめ伝え
られた暗証番号でご入室いただきます。

39

利用者



施設を利用する
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3. スマートキーボックスの開け方は以下の通りです

40

利用者

①キーパッドを触ります ②暗証番号を入力し鍵を開けるマークを押します ③上部を手前に引きます



施設を利用する
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４．利用終了後は、施錠忘れにご注意ください

41

利用者



アカウント情報を確認する
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アカウント情報を確認する
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1. p.４の予約用サイトにアクセスし、あらかじめ自治体／施設
から発行されたログインIDとパスワードを入力し、
ログインします
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IDを入力

設定したパスワードを入力

利用者



アカウント情報を確認する

44

2. 画面右上のID名が表示されている部分をクリック／タップ
すると、「アカウント設定」が表示されます

44

利用者



アカウント情報を確認する
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3. 画面右上のID名が表示されている部分をクリック／タップ
すると、「アカウント設定」が表示されます

45

• プロフィールを変更：
メールアドレス、電話番号を変更できます
変更にはパスワードの入力が必要です
（表示名の変更は利用者側で行わないでください。）

• パスワードを変更：
現在のパスワードを変更できます

• 設定を変更：
予約メールの受信設定を変更することができます

利用者


