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港区平和都市宣言

港　　区

　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　　昭和６０年８月１５日
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１　「施設予約システム」とは

１－１　施設予約システムでできること

「施設予約システム」とは、港区内にある区民センター等の文化施設、スポーツセンター等のスポ
ーツ施設を利用するに当たり、コンピュータを活用して各施設の利用申込み手続きや情報提供をする
システムです。
ご家庭のパソコンや携帯電話、スマートフォン等を使って、または施設に設置されているタッチパ

ネル式の利用者端末を使って、本システムにアクセスし、空き状況の照会、抽選申込み、予約申込み
を行うことができます。
各施設を予約・利用するに当たり、あらかじめシステムの利用登録及び施設の利用登録をする必要

があります（一部のメニューについては、利用登録をしなくても閲覧できます。）。
このシステムは、通常の画面（高機能版）のほかに、初めて利用される方やコンピュータの操作に

慣れていない方でも安心して簡単に操作が行える「簡易版」を用意しています。
また、携帯版では英語表記にも対応しています。各画面へは、港区公式ホームページから選択して

アクセスできます。

利用ツール 概要 英語対応

インターネット
（パソコン、

スマートフォン等）

高機能版
１画面の中で、多くの情報を確認することができる
画面です。
操作時の画面展開を抑えた画面構成になっています。

×

簡易版
初めて操作される方におすすめの画面です。
利用者端末も、この画面を使用しています。

×

携帯版 携帯電話からの利用に向いている画面です。 ○

携帯電話
（インターネット
モバイル）

携帯版 携帯電話からの利用に向いている画面です。 ○

利用者端末 簡易版 初めて操作される方におすすめの画面です。 ×

（本マニュアルは「施設予約システム（簡易版）」を用いて説明します。）
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（１）登録をしなくてもできること
システムの利用登録をしなくても、施設の空き状況照会等の情報検索ができます。

　①　施設の空き状況等····施設の空き状況の照会や施設の概要を確認できます。
　②　イベントの検索········施設で行われているイベントを検索できます。
　③　抽選の一覧…………各施設で受け付ける抽選の一覧を確認できます。
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

（２）利用登録をするとできること
施設窓口でシステム利用登録をすると、抽選や予約の申込み等ができるようになります。

①· 予約の申込み·············施設の予約申込みができます。
②· 予約の取消し·············申し込んだ予約の取消しができます。
③· 予約の確認·················申し込んだ予約の内容を確認できます。
④· 設備の予約·················予約した施設で使える付帯設備の予約ができます。

※·一部の付帯設備については、施設の窓口でのみ受け付けています。詳し
くは、各施設にお問い合わせください。

⑤· イベントの検索··········施設で行われているイベントを検索できます。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　·（システムの利用登録をしなくても利用できます。）
⑥· 抽選の申込み·············施設の抽選申込みができます。
⑦· 抽選申込みの取消し···申し込んだ抽選の取消しができます。
⑧· 抽選申込みの確認······申し込んだ抽選の内容を確認できます。
⑨· 抽選結果の確認··········抽選結果（当選・落選）を確認することができます。
⑩· 利用者個別設定··········予約のお気に入り条件、抽選お気に入り条件、パスワード変更、

メールアドレス登録ができます。
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１－２　予約できる施設
本システムで、予約できる施設は下記のとおりです。詳しくは港区ホームページまたは各施設の

ホームページをご覧ください。なお、利用には各施設への利用登録が必要になります。詳しくは「利
用登録」（p.7）をご覧ください。

※· システム予約の対象となる各施設及び各施設の連絡先については、「施設予約システム対象施設
一覧」（p.28）を参照してください。

文
化
施
設

ス
ポ
ー
ツ
施
設

①　区民センター（5施設）

②　男女平等参画センター（リーブラ）

③　生涯学習施設（2施設）

④　産業振興センター

⑤　いきいきプラザ（16施設）

⑥　健康増進センター（ヘルシーナ）

⑦　エコプラザ

⑧　介護予防総合センター（ラクっちゃ）

①　スポーツセンター

②　運動場

　　（野球場、フットサル場、テニスコート等）

③　氷川武道場

④　青山中学校（夜間）

⑤　白金の丘学園
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１－３　施設の予約・利用の流れ
施設予約システムで施設を利用するまでの流れは、以下のとおりです。

（１）文化施設の場合

・利用施設の窓口で使用料を支払い、利用承認書を受け取ります。

利 用 申 請・ 支 払 い

●システム利用登録
・利用する施設の窓口でシステム利用登録を行います。
●施設利用登録
・利用する施設ごとに、施設利用登録をします。登録に当たり、各施設が定める利用条件を満
たしていることが必要です。また、特定の要件を満たす場合は、抽選申込みへの参加や使用料
の減免等、施設を優先的に使用することができます。詳細は、各施設までお問合せください。
※既にシステム利用登録を行っている場合でも、新たな施設を利用する場合は、その施設での
利用登録が必要になります。

・抽選申込みは、毎月25日～月末まで受付を行います。
・抽選に参加できる施設のみ表示されます。

・抽選は毎月１日にシステムで行います。

・抽選後に結果を確認します（毎月1日の午前5時から確認可能）。
※あらかじめメールアドレスを登録している場合は、抽選の結果が毎月１日の午前中に
自動配信されます（p.25）。
→　当選している場合は、そのまま予約となります。毎月10日まで（休館日の場合はその翌日まで）に使用料を
お支払いください（注1）。令和4年8月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と利用者の利便性向上
のため、使用料の支払期限は「施設利用時まで」としています。最新の情報は港区ホームページをご覧ください。

→　落選した場合や他にも予約をしたい場合は「予約の申込み」で空いている施設の申
込みをすることができます。

・抽選結果発表後の毎月1日の午前5時から、空いている施設の申込みを受け付けます（先着順）。
※いきいきプラザは毎月1日～4日は窓口受付のみになります。
※空き予約申込みの受付開始日は、登録区分により異なります。詳細は各施設までお問合せください。

・申込み日を含め10日以内（最終日が休館日の場合はその翌日。利用日が10日以内の場合は利用日まで）に使用
料をお支払いください（注1）。令和4年8月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と利用者の利便性向
上のため、使用料の支払期限は「施設利用時まで」としています。最新の情報は港区ホームページをご覧ください。

・利用施設の窓口で使用料を支払い、利用承認書を受け取ります。
※現金での支払いの場合のみ、区民センター、男女平等参画センター、生涯学習センター、青山
生涯学習館の使用料は、4施設の窓口いずれでも支払いができます。

・利用承認書を提示し、予約した施設を利用します。

（注 1）無料の施設の場合や、使用料が免除されている場合でも、支払期限までに利用申請書を施設に提出し、利用承認書
を受け取ってください。

（ｐ.7）

（ｐ.12）

（ｐ.16）

（ｐ.17）

利用登録

利用申請・支払い

施設の利用

空き予約申込み

抽選申込み

抽　選

抽選結果の確認
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（２）スポーツ施設の場合

・スポーツ施設の窓口でシステム利用登録、団体登録等を行います。
登録窓口、必要書類などの詳細は、スポーツセンターまでお問合せください。

・抽選申込みは、利用月の３か月前の５日から20日まで（青山中学校、白金の丘学園は利用月
の２か月前の５日から20日まで）受付を行います。

・抽選に参加できる施設のみ表示されます。

・抽選は毎月21日にシステムで行います。

・抽選後に結果を確認します（毎月22日午前5時から確認可能）。
※あらかじめメールアドレスを登録している場合は、抽選の結果が毎月22日の午前中
に自動配信されます（p.25）。
→　当選している場合は、そのまま予約となります。
→　利用日までに使用料をお支払いください（無料の施設を除く。）。
→　落選した場合や、他にも予約をしたい場合は「予約の申込み」で空いている施設の
申込みをすることができます。

・抽選後に空いている施設の申込みを受け付けます（先着順）。
・申込み日は、利用日の２か月前の同日から（青山中学校、白金の丘学園は、利用日の１か月
前の同日から）開始します。
※実在しない日付の場合は、その翌日以降から申込みを開始します。
　（例：４月30日申込み希望の場合、２月30日は実在しないため、開始日は翌日の

３月１日）

・利用日までに利用施設の窓口で使用料を支払い、利用承認書を受け取ります。

・利用承認書を提示し、予約した施設を利用します。

（ｐ.7）

（ｐ.12）

（ｐ.16）

（ｐ.17）

利用登録

利用申請・支払い

施設の利用

空き予約申込み

抽選申込み

抽　選

抽選結果の確認
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１－４　利用登録
施設を予約・利用するためには、最初に利用する施設の窓口でシステム利用登録をしてください。
システム利用登録は、システム対象施設のうち、いずれか１施設を初めて利用する際に、一度だけ

登録します。
また、システム利用登録とは別に、施設個別の利用登録を行う必要があります。施設個別の利用登

録は、各施設で定める利用要件を満たしている場合に登録できます。さらに、特定の要件を満たす場
合は、利用する施設に個人又は団体の利用登録（以下「団体登録等」といいます。）を行うことができ、
抽選への参加や使用料の減免等を受けることができます。
（１）利用登録の種類・登録受付窓口等

利用登録の種類 登録に必要なもの 申請受付窓口

A
システム
利用登録
※全施設統一

①登録申請書
　各施設の窓口にあります。
※下記Bの施設の利用登録を同時に行う場合は、別途申請書の提出
は不要です。
②本人確認書類
　登録する方の本人確認（住所、氏名等。団体の場合は代表者本人）
ができる、運転免許証、健康保険証、学生証、マイナンバーカード、
住民基本台帳カード 利用する施設

の窓口

B

施設の利用登録
（団体登録等）
※各施設の利用
要件により異
なります。

①登録申請書
　各施設の窓口にあります（施設により書式が異なります。登録要
件等をあらかじめご確認ください。）。
②本人確認書類
　上記②と同じ
③その他、施設ごとに定められた書類
　各施設にお問合せください。

（２）登録の完了
・システム利用登録が完了すると、システム利用カードをお渡しします。
・「登録（利用者）番号（ID）」と「パスワード」は施設を予約するときなどに必要になります。特に、パ
スワードはお忘れにならないよう、ご注意ください。

・登録には有効期限があります。施設や登録内容によって期限が異なります。詳細は各施設にお問合
せください。
利用登録の種類 発行される登録証 備考

A システム
利用登録

「システム利用カード」（カードサイズ）
（※1）

初回登録時のみ、１人（１団体）につき
１枚発行します。
裏面に有効期限等登録の内容を記載した
シールを貼付します。

B 施設の利用登録
（団体登録等） 「登録証（個人・団体）」（A4判の文書） 特定の利用条件を満たす場合、施設登録

ごとに発行します。

（※ 1）システム利用カード（ID、パスワード）は、1枚で施設予約システムを導入している全施設で共通です。
ただし、システム利用登録を行った施設以外の、利用登録要件を満たす施設を初めて利用しようとする時は、
事前にその施設窓口でシステム利用カードを提示し、施設個別の利用登録申請を行ってください。この場合、
新たにシステム利用カードは発行しません。
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港区ホームページ

施設予約システム
（簡易版）トップページ

港区ホームページ
「施設案内・予約」ページ

２　施設予約システムの利用方法

２－１　利用ツール

施設予約システムは、パソコンまたはインターネットに対応した携帯電話、スマートフォン等を使
って、原則２４時間、施設の空き状況等の情報を照会をすることができます。また、各施設に設置さ
れている利用者端末を用いて利用することができます。
※予約申込みができる時間帯は、５時～２４時です。
※メンテナンス等により、利用できる時間帯が変更される場合がありますので、ご了承ください。
※利用者端末の利用時間は、各施設により異なります。詳細は各施設にお問合せください。

（１）パソコン・スマートフォン
〔ＵＲＬ〕　　https://www.city.minato.tokyo.jp/map/index.html
※上記は、港区ホームページ内の「施設案内・予約」のアドレスです。
・港区ホームページのトップページにある「施設案内・予約」のボタンをクリックします。
・パソコン用のＵＲＬをクリックし、アクセスします。

港区ホームページ
「施設案内・予約」
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＜対応ブラウザ＞
〔パソコン〕
・Microsoft·Edge
・Firefox
・Opera
・Google Chrome
・Safari10 以降（MacOS 版のみ）
※上記以外のブラウザでは、正常な動作が保証されておりませんのでご了承ください。

〔スマートフォン〕
・Android7 以降（ブラウザ：Google Chrome）
・iOS9 以降（ブラウザ：Safari）
＜注意事項＞
・認証後にブラウザの「戻る」「進む」機能は使用できません（ブラウザの「戻る」「進む」機能
を使用すると、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されますので、再びメニュー画
面から操作し直してください。）。

・ブラウザのセキュリティオプション設定等でセッション cookie をブロックすると動作しませ
ん。また、JavaScript についても実行不可の設定をしていると動作しません。
・ポップアップロックをされていますとメッセージが表示されないことがあります。
「(施設予約システムアドレス )」についてポップアップを許可するように設定をしてください。
・15分間サーバとの通信がない状態（無操作の状態）が続くとタイムアウトとなりますので、ご
注意ください。

・メールの受信制限を行っている場合に当選結果等のメールを受信するためには、「rsv.ws-scs.
jp」を受信できるように設定をしてください。
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（２）携帯電話
〔携帯電話用ＵＲＬ〕　　https://web101.rsv.ws-scs.jp/minato/keitai/
※上記は施設予約システム（携帯版）のアドレスです。

＜対応キャリア＞
・i-mode、Yahoo! ケータイサービスを利用できる携帯電話から利用できます。
・SSL 暗号化通信に対応している必要があります（最近のほとんどの機種は対応しております。）。
・一部の機種では利用できない場合があります。
＜注意事項＞
・通信料が発生します（各種携帯電話事業者との契約が通信無制限ではない場合）。
・携帯電話でメールを確認する場合は、文字制限により文章が途中で切れることがあります。ご
承知おきください。

・Ｅメールの受信制限を行っている場合に当選結果等のメールを受信するためには、「rsv.ws-
scs.jp」を受信できるように設定をしてください。

（3）利用者端末
・各施設に設置されている利用者端末を用いてアクセスします。
・パソコン用の「簡易版」が表示されます（操作方法等は全てパソコン・スマートフォンと同じです）。

←　二次元コードの読み取り機能がついている場合は、コードを読み取り
　　こちらからもアクセスできます。
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２－２　ログイン
施設予約システムのシステム利用登録後、すぐに施設予約システムがご利用いただけます。
施設予約システムの「登録者専用メニュー」をご利用の際には、まず「ログイン」をしてください。
※「ログイン」とは、登録（利用者）番号とパスワードを入れることで利用者を特定することです。
ログイン後は、登録者ごとの個人用画面が表示されます。

これで「ログイン」は完了です。

「登録（利用者）番号」と
「パスワード」を入力します。

「ログイン」を
押します。
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２－３　抽選申込み
　抽選申込みは、各画面のボタンをクリックしてすすめてください。
　※抽選申込みには施設ごとの申込数に上限があります（詳細は各施設にお問合せください。）。

①「登録されている方の専用メニュー」
から「抽選の申込み」をクリック
します。

※ログインをしていない場合は
　「p.11 ログイン」をご覧ください。
（登録（利用者）番号とパスワードが
必要です。）

②お好きな条件から抽選申込みを行っ
ていきます。

「お気に入り条件検索」→あらかじめ
設定した条件の施設から選びます。
「地域から」→施設のある地域から選
びます。
「利用目的から」→ご利用になる目的
から選びます。
「指定なし」→特に条件を絞らずに選
びます。
※ ここでは「利用目的から」の操作を
行います。

③利用する目的の分類を選びます。
（目的分類例）
「会議・勉強会・催事」
「音楽」
「華道・茶道」
「料理」
「屋外スポーツ（屋外競技）」
「屋内スポーツ（屋内競技）」　等

18種類の利用目的分類があります。
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④利用する目的を選びます。
（目的例）
会議、油絵、管弦楽、フットサル、
柔道　等

⑤利用したい施設が属する大分類を選
びます。

※大分類とは、あらかじめ定められた
抽選グループのことです。このグ
ループ内で抽選が行われます。

※利用したい施設がどの大分類に当て
はまるかは、各施設にお問合せく
ださい。

⑥利用したい施設（館）を選びます。
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⑦利用したい部屋（施設）を選びます。
※目的から選んだ場合は、その目的で
利用できる部屋のみ表示されます。

⑧利用したい日の「コマ（時間帯）」
である各時間帯の「数字」を押し
てください。

※この数字は、「当該コマの当選可能
件数／当該コマに対する第一希望
申込み件数」を表示しています。
例えば 1/0 の場合、1つの当選枠
に対して現在第 1希望の申込みは
0件であることを示しています。
利用したい日が表示されていない
場合は、 などで希望の日にち
を表示してください。

⑨利用したい施設（館）、日にち、コ
マ等が表示されていることを確認
します。

⑩利用目的（必須）、利用人数（必須）
を入力します。

※利用目的はその部屋で利用できるも
ののみ表示されます。

　表示された目的以外の目的で利用す
ることはできません。

⑪確認ができたら、「抽選申込み一覧」
から希望する申込みを選択します。

※この画面では「第 1希望に申込む」
を選択しています。

※同一施設で別のコマも利用したい場合や異なる施
設を利用したい場合は、2番目以降の抽選申込み
の「第1希望に申込む」を設定します。

翌　週
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⑫抽選の申込み内容が表示されますの
で、内容を確認し、よろしければ
終了を押してください。これで抽
選申込みは完了です。

※内容に誤りがあった場合は、一度メ
インメニューに戻り、取り消しを行
ってから（p.20「抽選・予約の取消」
参照）、再度「抽選申込み」を行っ
てください。

※メールアドレスを登録し、お知らせ
メールを「通知する」にチェック
を入れている場合は、抽選申込み
の確認メール送信を希望するか否
かの選択表示がされますので、ど
ちらかを選んでください。

⑬抽選申込み選択画面に戻ります。
　引き続き抽選申込みが行えます。
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２－４　抽選・予約の確認

①登録されている方の専用メニューか
ら「抽選申込みの確認」または「予
約の確認」を押します。

※ここでは「抽選申込みの確認」の操
作を行います。

②既に申し込んである内容が表示され
ます。

※申込みを取り消す場合は、メインメ
ニューの「抽選申込みの取消」ま
たは「予約の取消」から入ります。

　「p.20·抽選・予約の取消」をご覧
ください。

抽選後の結果は、メインメニューの　　　　　　　·を押してご確認ください。
※当選した場合、自動的に「予約」となりますので、····················から確認することもできます。
※支払期限についてはp.21〔文化施設の予約の取消や還付の注意点〕をご覧ください。

抽選結果の確認
予約の確認
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利用したい館や目的の設定方法は、抽選申込みと同様に操作してください。

２－５　予約の申込み
抽選が終わった後に、空いている施設を先着順で予約することができます。
※施設ごとに申込数に上限があります（詳細は各施設にお問合せください。）。

①「予約の申込み」を押します。

※ログインをしていない場合は、
「p.11·ログイン」をご覧ください。
（登録（利用者）番号とパスワードが
必要です。）

②予約のできる日が「●全て空き」ま
たは「▲一部空き」になっていま
すので、利用したい日を押します。

※「××予約あり」や「休休休館日」、　　
「保保保守日」、「閉閉閉館」は予約でき
ません。

③利用したい時間帯の「 ·空き」を
押します。
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④選択した部分が「　··選択中」にな
っていることを確認し、

⑤··　　　を押します。

※複数のコマに「　　選択中」をつけ
てから　　　·を押すと、まとめて
複数コマの申込みをすることがで
きます。

⑥利用規約を確認し同意するときは、
　　　　·を押します。

※利用規約の同意確認がない施設もあ
ります。

⑦利用目的（必須）、利用人数（必須）、
を入力します。

⑧　　　·を押します。

申込み

申込み

確　認

申込み
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⑨予約の内容が表示されるので
　を押します。

※メールアドレスを登録し、お知らせ
メールを「通知する」にチェック
を入れている場合は、予約申込み
の確認メール送信を希望するか否
かの選択ボタンが表示されますの
で、どちらかを選んでください。

⑩予約完了です。

※設備を利用したい場合は
　　　　　　　　から申込みができま
す。

※一部の設備については、施設の窓口
でのみ受け付けています。詳しく
は各施設にお問い合わせください。

終　了

  設備予約する
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２－６　抽選・予約の取消
　申込みをした抽選・予約を取り消す場合は、以下のように操作してください。

①「抽選申込みの取消」または「予約
の取消」を押します。

※ログインをしていない場合は、
「p.11 ログイン」をご覧ください。

※ここでは「抽選申込みの取消」を行
います。

②取り消したい申込みをチェックし、
　　　を押します。

③取消内容が表示されるので· 終　了

を押します。
※メールアドレスを登録し、お知らせ
メールを「通知する」にチェック
を入れている場合は、抽選申込み
の取消の確認メール送信を希望す
るか否かの選択ボタンが表示がさ
れますので、どちらかを選んで完
了してください。

取　消
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④取消完了です。

※一度行った申込みを変更したい場合
は、この取消操作をしてから、新
たに申込みを行ってください。申
込みの方法は、「p.12·の抽選申込
み」、「p.17 予約の申込み」をご覧
ください。

〔文化施設の予約の取消や還付の注意点〕
施設予約システムで、利用者画面から予約の取消ができるのは、使用料が未納の予約のみです。

支払期限は次のとおりです。令和4年8月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と利用
者の利便性向上のため、使用料の支払期限は「施設利用時まで」としています。最新の情報は港区
ホームページをご覧ください。
＜抽選申込みの場合の支払期限＞
毎月 10日まで（最終日が休館日の場合はその翌日まで）

＜予約申込みの場合の支払期限＞
申込み日を含め 10日以内（10日目が休館日の場合はその翌日まで。利用日が 10日以内の
場合は利用日まで）
※施設使用料が無料もしくは免除されている場合でも支払期限はありませんが、期日までに
窓口で利用承認書を受け取る必要があります。

※支払期限までに使用料が支払われていない場合は、自動的に予約がキャンセルされますので、ご注意ください。

※使用料支払後の取消は利用施設窓口までお越しください。なお、施設使用料は、下記の期限ま
でに取消の申請があった場合は還付（返金）します。（設備については、下記の期限にかかわらず、
利用する前までに申請があった場合は全額返金します。）
・利用日の 7日前まで→全額還付
・利用日の 6日前～前日まで→ 1/2 相当額還付
※利用日当日は還付しません。
※還付に当たっては、施設によって印鑑等必要になる場合があります。
　事前に手続をする施設にお問合せください。
　（例：印鑑、利用承認書、代表者以外の方が申請する場合は委任状　など）

〔スポーツ施設の予約の取消の注意点〕
スポーツ施設の予約の取消ができるのは、次の場合に限ります。
　・テニスコートの予約の場合　　：利用日の 3日前まで
　・テニスコート以外の予約の場合：利用日の 5日前まで
無断キャンセルの回数により、スポーツ施設の利用はできなくなります。
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２－７　利用者個別設定
利用者個別設定を使って、お気に入り条件の登録やパスワードの変更等ができます。

　　
（１）お気に入り条件の登録
いつも使っている目的や施設を登録しておくと、簡単に予約ができます。
最初に登録しておくと便利なので、ぜひ、ご利用ください。

①メインメニューの「利用者個別設
定」から入り、「予約お気に入り条
件」または「抽選お気に入り条件」
を選択します。

※画面では、予約お気に入り条件を選
択しています。

② 設　定 を押すと、「利用目的分類」
「利用目的」「館」「施設」の順に選
択画面が表示されますので、設定
したいものをクリックしていきま
す。

※一度登録したお気に入り条件を取り
消すこともできます。

③内容を確認し、間違いがなければ
　設　定 ·を押して完了です。

※お気に入り条件は最大 10件まで登
録することが可能です。

22施設予約システム



〔お気に入り条件からの予約申込み〕
①「予約の申込み」を押します。

②「お気に入り条件検索」を押します。

③登録されているお気に入り条件を選
択し、「検索開始日」を設定します。

④「検索開始」を押します。
　選択した施設の空き状況画面が表示
されます。

　あとは時間等を選ぶだけで予約がで
きます。
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（２）パスワードの変更
パスワードを変更します。

①メインメニューの「利用者個別設定」
から入り、「パスワードの変更」を
選択します。

②「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」
をそれぞれ入力し、間違いがなけ
れば 設　定 を押して完了です。

※登録済みのメールアドレスに確認メ
ールが届きます。
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（３）メールアドレスの登録
メールアドレスの登録や変更ができます。登録しておくと、抽選結果や予約内容の確認メールを受

け取ることができます。
①メインメニューの「利用者個別設定」
から入り、「メールアドレス登録」
を選択します。

②登録・変更したい情報を入力し、間
違いがなければ 設　定 を押して完
了です。

※お知らせメールを「受信する」にチ
ェックを入れると、抽選結果や予
約内容の確認メールを受信するこ
とができます。

※登録済みのメールアドレスに確認メ
ールが届きます。
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３　困ったときは ･･･

Ｑ．パソコンを持っていないのですが、システムを利用できますか？
Ａ．パソコンや携帯電話を持っていない方でもシステムをご利用いただけます。その場合は、施設に

設置されている利用者端末（タッチパネル式）をご利用ください。また、施設窓口等で職員が
入力を支援して予約を行うこともできます。

Ｑ．施設予約システムの利用時間は？
Ａ．インターネットからの利用（パソコン、携帯電話等）の場合、施設の空き状況等の情報照会は原

則２４時間利用可能です。また、予約申込みの時間帯は５時から２４時までです。（※メンテナ
ンス等により、利用できる時間帯が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

　　なお、各施設窓口での利用者端末の利用時間は、各施設にお問合せください。

Ｑ．どんな施設や設備がありますか？
Ａ．施設予約システムで予約できる施設や設備を確認することができます。ただし、施設によって、

システムから予約できる設備や利用条件等が異なる場合がありますので、初めて利用する際は
各施設にお問合せください。

Ｑ．カードを紛失してしまいました。パスワードを忘れてしまいました。
Ａ．利用者番号・パスワードは大切な個人情報です。そのため、電話やＦＡＸ、メールではお伝えす

ることができません。利用者番号・パスワードの確認が必要な場合は、利用者ご本人（団体の
場合は代表者）が本人確認書類等をお持ちになり、紛失したカードの登録施設窓口（p.28「施
設予約システム対象施設一覧」参照）までお越しください。

Ｑ．登録内容を変更したいのですが、窓口に行かなければできませんか？
Ａ．登録内容のうち、パスワードとメールアドレスはシステムで変更することができます（ログイン

後、「利用者個別設定」から変更）。その他の登録内容の変更については、利用者ご本人（団体
の場合は代表者）がシステム利用カード及び本人確認書類をお持ちになり、利用する施設の窓
口での手続きが必要です。

Ｑ．利用したい施設・部屋が表示されません。
Ａ．ご希望の施設や部屋が表示されない場合、以下が考えられます。
　　　①利用登録内容が該当する施設を利用できる登録になっていない
　　　②検索した利用目的では利用できない部屋になっている
　　①の場合は、利用したい施設の窓口で施設の利用登録（有効期限が過ぎている場合は利用登録の

更新）をする必要があります。
　　②の場合は、各施設には利用できる目的（用途）が決められているため、例えば、利用目的を「料

理」で検索した場合、料理ができない部屋は表示されません。利用要件等の詳細やその他ご不
明な点は、各施設へお問合せください。
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Ｑ．施設の利用登録の有効期限をシステムで確認できますか？
Ａ．高機能版の「マイページ·＞·登録情報の確認」で、各施設の利用登録の有効期限を確認できます。
（簡易版では確認できません。）

施設予約システム
（高機能版）「登録情報の確認」ページ

Ｑ．登録したメールアドレスに確認メールが届きません。
Ａ．·メールアドレス登録画面を選択し、登録しているメールアドレスの文字列が正しいかどうか確認す

るとともに、登録しているメールアドレスの「お知らせメール」欄にチェックが入っているかどう
か確認してください。

　　·なお、フリーメールを登録した場合、送信したメールが迷惑メールと扱われ受信できない場合があ
ります。迷惑メール設定を変更いただくか、フリーメール以外のメールアドレスを登録してください。

　　メールアドレスは２つまで登録できます。（p.25「メールアドレスの登録」参照）
　　·また、ログイン画面後の「登録されている方の専用メニュー」から「抽選申込みの確認」、「抽選
結果の確認」をすることができます。

　　 メールの受信制限を行っている場合に当選結果等のメールを受信するためには、「rsv.ws-scs.
jp」を受信できるように設定をしてください。

Ｑ．操作ガイドを読んでもよく分かりません。
Ａ．施設の利用や操作の方法等、ご不明な点がありましたら、お気軽に各施設までお問合せください。
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令和 4年 8月現在
「施設予約システム」対象施設一覧

掲載施設一覧

番号 施設名
施設予約システムで

利用できる部屋
所在地

連絡先

ＴＥＬ ＦＡＸ

1 麻布区民センター 区民ホール、会議室、講習室、集会室、和室
六本木５－１６－４５

麻布地区総合支所２階
3583-5487 3583-5547

2 赤坂区民センター
区民ホール、リハーサル室、多目的室、会議室、研修室、

美術室、調理室、和室

赤坂４－１８－１３

赤坂コミュニティーぷらざ３階
5413-2711 5413-2714

3 高輪区民センター
区民ホール、音楽スタジオ、会議室、講習室、集会室、

創作室、和室

高輪１－１６－２５

高輪コミュニティーぷらざ３階
5421-7616 5421-7628

4 芝浦港南区民センター 区民ホール、講習室、集会室、和室
芝浦４－１３－１

トリニティー芝浦１階
3769-8864 3798-4553

5 台場区民センター 区民ホール、会議室、集会室、和室
台場１－５－１

台場コミュニティーぷらざ１階
5500-2355 5500-2367

6
男女平等参画センター

（リーブラ）
ホール、和室、学習室、造形表現室、料理室、多目的室

芝浦１－１６－１

みなとパーク芝浦１・２階
3456-4149 3456-1254

7
生涯学習センター

（ばるーん）
学習室、レクリエーションルーム 新橋３－１６－３ 3431-1606 3431-1619

8 青山生涯学習館 学習室、学習室兼レクリエーションホール 南青山４－１９－７ 3470-4584 3470-0856

9 産業振興センター ホール、会議室、研修室、ワークルーム
芝５－３６－４

札の辻スクエア９～１１階
6435-0601 6435-0612

10 三田いきいきプラザ 集会室（洋室）、講習室（洋室）、敬老室（和室） 芝４－１－１７ 3452-9421 3452-2018

11 神明いきいきプラザ

集会室（和室 /洋室）、音楽スタジオ、ダンススタジオ、

展示ギャラリー、敬老室（和室）、体育館、リハーサル

室

浜松町１－６－７ 3436-2500 3436-2510

12
虎ノ門いきいきプラザ

（とらトピア）
多目的室（洋室）、敬老室（和室） 虎ノ門１－２１－１０ 3539-2941 3539-2940

13 南麻布いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（和室） 南麻布１－５ー２６ 5232-9671 5232-0568

14 ありすいきいきプラザ
集会室（和室 /洋室）、講習室（洋室）、多目的室（洋室）、

敬老室（洋室）
南麻布４－６－７ 3444-3656 3444-3298

15 麻布いきいきプラザ 講習室（洋室）、敬老室（和室） 元麻布３－９－１１ 3408-7888 3408-2585

16 西麻布いきいきプラザ
集会室（和室 /洋室）、多目的室（洋室）、講習室（洋室）、

敬老室（和室）
西麻布２－１３－３ 3486-9166 3486-9216

17 飯倉いきいきプラザ 集会室（洋室 /和室）、敬老室（和室） 東麻布２－１６－１１ 3583-6366 3583-4339

18 赤坂いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（和室） 赤坂６－４－８ 3583-1207 3583-5627

19 青山いきいきプラザ
集会室（洋室）、講習室（洋室 /和室）、敬老室（洋室）、

体育館
南青山２－１６－５ 3403-2011 3403-3427

20 青南いきいきプラザ 集会室（洋室 /和室）、敬老室（洋室） 南青山４－１０－１ 3423-4920 3423-6158

21 豊岡いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（和室） 三田５－７－７ 3453-1591 3453-3613

22 高輪いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（洋室） 高輪３－１８－１５ 3449-1643 3449-0783

23 白金いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（和室） 白金３－１０－１２ 3441-3680 3444-9829

24 白金台いきいきプラザ 集会室（和室 /洋室）、敬老室（和室）、ホール 白金台４－８－５ 3440-4627 3440-0795

25
港南いきいきプラザ

（ゆとりーむ）
多目的室（洋室）、敬老室（和室） 港南４－２－１ 3450-9915 3450-9916

26
健康増進センター

（ヘルシーナ）
第一トレーニングルーム

赤坂４－１８－１３

赤坂コミュニティーぷらざ６階
5413-2717 5413-2718

27 エコプラザ 会議室 浜松町１－１３－１ 5404-7764 5404-7765

28
介護予防総合センター

（ラクっちゃ）
自主活動室

芝浦１－１６－１

みなとパーク芝浦２階
3456-4157 3456-4153

29 スポーツセンター 競技場、武道場
芝浦１－１６－１

みなとパーク芝浦３～８階
3452-4151 3452-4920

30 麻布運動場 野球場、テニスコート 南麻布５－６－３３ 3446-6879 -

31 青山運動場 野球場、テニスコート 南青山２－２１－１２ 3405-8383 -

32 芝浦中央公園運動場 フットサル場、テニスコート 港南１－４－１ 3450-6343 -

33
芝公園多目的運動場

（アクアフィールド芝公園）
フットサル場 芝公園２－７－２ 5733-0575 -

34 埠頭少年野球場 少年野球場、ソフトボール場 海岸３－１４－３４ 3451-3956 -

35 氷川武道場 武道場 赤坂６－６－１４ 5561-7829 -

36 青山中学校（夜間開放） 校庭、テニスコート 北青山１－１－９
3578-2111

（内）2747
-

37 白金の丘学園 校庭、体育館、柔剣道場 白金４－１－１２ 3441-5361 -
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