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■空いてる施設をすぐに予約したい

１か月前の９：００から当日の１時間前まで
先着予約が可能です。

→施設・地区から ３－１へ進む
→日時から ３－２へ進む

■土日祝日の抽選申込をしたい

利用希望日前月の９日９：００から
１５日２４：００まで受付を行っています。

→施設・地区から ４－１へ進む
→日時から ４－２へ進む

■予約確認をしたい
→８へ進む

■予約取消をしたい
７日前の１７時まで可能です。

→９へ進む

■利用券を発行したい
→１０へ進む

■メールアドレス・パスワードの変更
→１１へ進む

■当選したので予約を確定したい

１６日９：００から２０日２４：００までに
確定処理をしてください。

期限を過ぎると自動的にキャンセルされて
しまいます。
→５へ進む

■抽選申込の変更・取消をしたい（抽選前）

１５日２４：００までキャンセル可能です。
→６へ進む

■空き状況を確認したい
（利用登録なしでも閲覧可能）

→施設・地区から １－１へ進む
→日時から １－２へ進む

■予約するためにログインしたい
→２へ進む

空き枠をすぐに予約 予約確定後

会員情報の変更

翌月土日祝日の抽選申込

■抽選申込の状況を確認したい

→７へ進む



目的別ＩＮＤＥＸ

目的 期限 マニュアル

空き状況を調べる（利用登録なしでも閲覧可能） 翌月までの２か月分表示 施設・地区から→１－１へ進む 日時から→１－２へ進む

抽選の倍率を調べる 施設・地区から→１－１へ進む 日時から→１－２へ進む

システムにログインする ２へ進む

空いてる施設をすぐに予約する １か月前の９：００から当日の１時間前まで 施設・地区から→３－１へ進む 日時から→３－２へ進む

土日祝日の抽選申込をする 利用希望日前月の９日９：００から
１５日２４：００まで

施設・地区から→４－１へ進む 日時から→４－２へ進む

当選したので予約を確定する １６日９：００から２０日２４：００まで →５へ進む

抽選申込の変更・取消をしたい（抽選前） １５日２４：００まで →６へ進む

抽選申込の状況確認をしたい →７へ進む

抽選受入したがキャンセルしたい ７日前の１７時まで →９へ進む

予約確認をする →８へ進む

予約取消をする ７日前の１７時まで →９へ進む

利用券を発行する →１０へ進む

テニスコートでポイントを利用する 予約確定時に申込む 空き予約 施設・地区から→３－１へ進む 日時から→３－２へ進む
抽選予約 →５へ進む

メールアドレス・パスワードの変更 →１１へ進む



「利用施設」・「地区」
を選択

１－１ 空き状況を調べる（施設・地区から）※利用登録なしでも閲覧可能

予約状況が表示されます。
申込にはログインが必要です。



「利用施設」を選択

「日」をカレンダーから
選択

「時間」は午前または
午後を選択

１－２ 空き状況を調べる（日時から） ※利用登録なしでも閲覧可能

予約状況が表示されます。申込にはログインが必要です。



ログイン時は、ページ右上段にユーザ名
が表示されます

２ ログインする

初めてログインした時、初期パスワード変更お願いのページが表示されます。
６桁以上最大１６桁の英数字を設定してください。



３－１ 空いてる施設をすぐに予約したい（施設・地区から）

①

②

予約確認画面に戻り状況が「満」と表示されれば予約確定です

「○」空枠をクリック

空枠の行をクリック

①利用目的を確認

テニスコートの場合のみ２０ポイント
以上あれば※ポイント利用を選択可能
②「予約する」ボタンをクリック

※ポイント利用について
テニスコートを１回（2時間）ご

利用頂くと２ポイント付与され
ます。

１０回で２０ポイントたまります
と1回無料でテニスコートをご
利用いただくことが出来ます。

「利用施設」・「地区」
を選択



３－２ 空いてる施設をすぐ予約したい（日時から）

①

②

予約確認画面に戻り状況が「満」と表示されれば予約確定です
空枠の行をクリック

①利用目的を確認

テニスコートの場合のみ２０ポイント
以上あれば※ポイント利用を選択可能
②「予約する」ボタンをクリック

※ポイント利用について
テニスコートを１回（2時間）ご

利用頂くと２ポイント付与され
ます。

１０回で２０ポイントたまります
と1回無料でテニスコートをご
利用いただくことが出来ます。

「利用施設」を選択

「日」をカレンダーから
選択

「時間」は午前または
午後を選択



４－１ 土日祝日の抽選申込をしたい（施設・地区から）
抽選予約申込可能期間
９日９：００～１５日２４：００まで

抽選予約する行をクリック

いつも「よどいこ」をご利用いただきありがとうございます。
抽選予約結果をお知らせします。

2015/07/04 13:00 - 15:00
海老江テニスコート 1
抽選結果：「当選」

必ず２０日24時迄に「確定処理」を行ってください。
※「確定処理」をしないと当選は無効となります。

アクセスはこちらから
https://www.yodoiko.go.jp/

１５日２４：００
エントリー締切

当選された方のみ

１６日９：００にメール
が届きます。

当選メールが届いても予約は
確定していません。

５の当選受入処理を行って
確定してください。

抽選申込は最大４枠、１日当たり２枠まで可能です

「利用施設」・「地区」
を選択

https://www.yodoiko.go.jp/


４－２ 土日祝日の抽選申込をしたい（日時から）
抽選予約申込可能期間
９日９：００～１５日２４：００まで

いつも「よどいこ」をご利用いただきありがとうございます。
抽選予約結果をお知らせします。

2015/07/04 13:00 - 15:00
海老江テニスコート 1
抽選結果：「当選」

必ず２０日24時迄に「確定処理」を行ってください。
※「確定処理」をしないと当選は無効となります。

アクセスはこちらから
https://www.yodoiko.go.jp/

１５日２４：００
エントリー締切

当選メールが届いても予約は
確定していません。

５の当選受入処理を行って
確定してください。

当選された方のみ

１６日９：００にメール
が届きます。

抽選申込は最大４枠、１日当たり２枠まで可能です

「利用施設」を選択

「日」をカレンダーから
選択

「時間」は午前または
午後を選択

https://www.yodoiko.go.jp/


５ 当選したので予約を確定したい

いつも「よどいこ」をご利用いただきありがとうございます。
抽選予約結果をお知らせします。

2015/07/04 13:00 - 15:00
海老江テニスコート 1
抽選結果：「当選」

必ず２０日24時迄に「確定処理」を行ってください。
※「確定処理」をしないと当選は無効となります。

アクセスはこちらから
https://www.yodoiko.go.jp/

当選受入する行をクリック

当選お知らせメール
１６日９：００送信

当選受入可能期間

１６日９：００～２０日２４：００まで

予約が確定しました。

テニスコートの場合のみ２０ポイント以上
あれば※ポイント利用を選択可能

利用申請のチェックボタンは「当選受入」
すると自動的に「済」になります。

※ポイント利用について
テニスコートを１回（2時間）ご

利用頂くと２ポイント付与され
ます。

１０回で２０ポイントたまります
と1回無料でテニスコートをご
利用いただくことが出来ます。

https://www.yodoiko.go.jp/


６ 抽選申込の変更・取消をしたい（※抽選前に変更・取消する画面です）

抽選申込取消する行をクリック

抽選予約キャンセル可能期間
９日９：００～１５日２４：００まで

抽選申込をキャンセルしました。

抽選申込は最大４枠、１日当たり２枠まで可能です



７ 抽選申込の内容を確認したい
抽選結果は１６日９：００から表示

結果 申請 確定

○ 当選 済 利用申請済 ○ 当選受入済

× 落選 未 利用申請未 空白 当選受入処理が出来て
いません

１６日の９：００に表示されます ５の当選受入を行えば「申請」：「済」＝「確定」：「○」と表示されます



８ 予約確認をしたい

「対象年月」を入力

確認する行をクリック

確定した予約のみ表示されます。当選受入していないものは表示されません。



９ 予約取消をしたい

「対象年月」を入力

予約確認画面に戻り対象の行が表示されなければ予約取消完了です。

取消する行をクリック

予約取消可能期間
７日前の１７：００まで



１０ 利用券を発行したい

利用券発行する行をクリック

施設利用の際、パソコン
の場合は利用券を印刷、
スマートフォンの場合は
予約画面の提示が必要
です。

「対象年月」を入力



１１ メールアドレス・パスワードの変更

変更後「保存」ボタンをクリック

その他の変更につきましては、最寄りのサービスセンターへお越しの上お手続き下さい。


