
ちば施設予約 スマートフォン版をつかってみよう！

Ａ．アクセスする

① アクセスする

● ＵＲＬを入力する https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/sp/

② メニュー画面が表示される ●施設空き状況
各施設の空き状況を調べるメニューです。

●イベント検索
イベントとして登録された予約を検索
するメニューです。

●抽選一覧
各施設の抽選情報を調べるメニュー
です。

●登録者専用メニュー
ログインし、お気に入り登録や、予約・抽選の申込・
確認を行なえます。パスワードの変更も行なえます。

利用者登録メニューでログインしてから施設空き状況を調べることもできます。そ
の場合、利用者が予約できる施設のみが検索対象となります。

空き状況検索で全ての施設の空き状況は確認できますが、利用権限がない施
設は予約できません。

ＰＯＩＮＴ 施設を予約するために空き状況を検索する場合は、予め「登
録者専用メニュー」でログインしてから検索したほうが便利
です。
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⇒ Ｂ．施設空き状況 へ

⇒ Ｃ．イベント検索 へ

⇒ Ｄ．抽選一覧 へ

⇒ Ｅ．利用者専用メニュー へ

予約や抽選申込みを行
なう場合は、本メニュー
から操作すると便利で
す。

●利用者登録
利用者ＩＤの申請を行なえます。

⇒ Ｆ．利用者登録 へ

https://www.cm1.eprs.jp/yoyaku-chiba/sp/


施設が空いているかどうかを調べる機能です。

Ｂ．施設空き状況

●目的から
利用目的からの空き状況を調べるメニューです。
⇒

●施設から
文字列検索から施設を検索して、空き状況を検索
するメニューです。
⇒

●地域から
該当する地域から施設一覧を表示して、空き状況
を検索するメニューです。
⇒

施設空き状況トップ画面

Ｂ－１．目的から

① 施設を選択する

ＰＯＩＮＴ

目的で検索結果を絞り込む場合に便利です。

千葉県施設の
場合は県施設
名が表示され
ます。

② 日付を選択する へ
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Ｂ－１．目的から へ

Ｂ－２．施設から へ

Ｂ－３．地域から へ



② 日付を選択する
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Ｅ－２．予約申込み へ

ログインした利用者
が利用できる施設
の場合に予約可能
です。

曜日を選択すると、「月日指定」で設
定した日以降の一番近い該当曜日
の空き状況が検索されます。

また、次画面で「翌日」「前日」を選択
すると前の週、次週の該当曜日の空
き状況が検索されます。

空き状況が表示されます。

ログインした利用者が予約で
きない施設の場合は、本メッ
セージが表示されます。



Ｂ－２．施設から

① 施設を検索する

ＰＯＩＮＴ

予め施設の名前がわかっている場合に便
利です。
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② 日付を検索する

ログインした利用者が予約で
きない施設の場合は、本メッ
セージが表示されます。

曜日を選択すると、「月日指定」
で設定した日以降の一番近い該
当曜日の空き状況が検索されま
す。

また、次画面で「翌日」「前日」を
選択すると前の週、次週の該当
曜日の空き状況が検索されます。

空き状況が表示されます。

② 日付を選択する へ

Ｅ－２．予約申込み へ

千葉県施設の
場合は県施設
名が表示され
ます。

ログインした利用者
が利用できる施設
の場合に予約可能
です。



Ｂ－３．地域から

① 施設を検索する

ＰＯＩＮＴ

地域を絞り込んで選ぶ場合に便利です。

ログインした利用者が予約で
きない施設の場合は、本メッ
セージが表示されます。

Ｅ－２．予約申込み へ

② 日付を検索する

空き状況が表示されます。

② 日付を
選択する へ

地域がない場合

ログインした利用者
が利用できる施設
の場合に予約可能
です。

曜日を選択すると、「月日指
定」で設定した日以降の一
番近い該当曜日の空き状況
が検索されます。

また、次画面で「翌日」「前
日」を選択すると前の週、次
週の該当曜日の空き状況が
検索されます。

千葉県施設の
場合は県施設
名が表示され
ます。



Ｃ．イベント検索
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イベントとして登録された情報を検索する機能です。

① 検索条件を設定する

② 検索結果

イベント情報が表示されます。

② 検索結果 へ千葉県施設の
場合は県施設
名が表示され
ます。



Ｄ．抽選一覧
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施設毎の抽選情報を調べる機能です。

① 施設を選択する

② 検索結果

現在の抽選情報が表示されます。

選択した施設の抽選利用対象月と抽選の受付開
始日～終了日
が表示されます。

図の例では、袖ケ浦市テニスコートが現在５月利
用分の予約を受け付けています。

５月の予約を行なうためには、３月１１日から３月
１４日までの間に申し込む必要があります。

抽選によって利用者を決める
施設の一覧が表示されます。



Ｅ．登録者専用メニュー
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ログインして、施設の予約やお気に入りの登録を行なう機能です。

ログイン後のメニュー表示されます。
Ｅ－１．ログインする

●予約申込み
施設の予約を申し込みます。

●予約申込み確認
申し込んだ予約の内容を確認します。

●予約取消
申し込んだ予約を取り消します。

●設備予約
設備を予約します。

●抽選申込み
抽選の申込を行ないます。

Ｅ－２．予約申込み へ

Ｅ－３．予約申込み確認 へ

Ｅ－４．予約取消 へ

Ｅ－５．抽選申込み へ

ログイン後のメニュー一覧（１）

利用者ＩＤ・パスワードを入力
し、「ログイン」ボタンを押して
ください。

利用者自身の名前が
表示されているか確認
します。
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●抽選申込み確認
申し込んだ抽選の内容を確認します。

●抽選申込み取消
申し込んだ抽選を取り消します。

●確認処理が必要な当選結果の確認
当選後に「確認処理」が必要な予約のメニューです。

●当選結果の確認（予約振替完了）
抽選の結果、当選したかどうか確認するメニューです。

●予約お気に入り一覧・削除
お気に入りの一覧を表示し、削除も可能なメニューです。

Ｅ－６．抽選申込み確認 へ

Ｅ－７．予約お気に入り
一覧・削除 へ

ログイン後のメニュー一覧（２）

●抽選お気に入り一覧・削除
お気に入りの一覧を表示し、削除も可能なメニューです。

●パスワード変更
パスワードの変更を行ないます。

●メールアドレス登録・変更・削除
メールアドレスの登録・変更・削除を行ないます。



Ｅ－２．予約申込み

あらかじめ「お気に入り」に登録しておく
と施設検索の手間が省けて便利です。

ＰＯＩＮＴ① 施設を選択する

施設の検索方法の詳細は

を参照してください。
ここでは例として「目的から」を選択します。

Ｂ．施設空き状況

施設の予約を行なう機能です。

予約可能な自
治体のみが表
示されます。

② 日付を選択する へ
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② 日時を選択する

曜日を選択すると、「月日指定」で設定した日以降
の一番近い該当曜日の空き状況が検索されます。

また、次画面で「翌日」「前日」を選択すると前の週、
次週の該当曜日の空き状況が検索されます。

利用人数を入
力します。

お気に入りに登録すると、次回から施
設を検索しなくても「お気に入りから」
で予約できます。

予約が完了します。

予約したい時間
を入力します。
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Ｅ－３．予約申込み確認 予約の内容を確認する機能です。

予約の内容を取り消す機能です。

予約取り消しが完了しました。

予約の内容一覧が表示されます。

Ｅ－４．予約取消



Ｅ－５．抽選申込み 抽選に申し込む機能です。

あらかじめ「お気に入り」に登録しておく
と施設検索の手間が省けて便利です。

ＰＯＩＮＴ

ここでは既に「お気に入り」登録してあるものとして、
「お気に入りから」を選択します。
その他の施設の検索方法は

を参照してください。

Ｂ．施設空き状況

時間、目的、人数を入力して「申込み」ボタンを
押します。

現在抽選を受け付け
ている日程が選択で
きます。

抽選申込みが完了します。
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Ｅ－６．抽選申込み確認 申し込んだ抽選を確認する機能です。

現在申し込んでいる抽選の一覧が表示されます。

Ｅ－７．予約お気に入り一覧・削除
登録したお気に入りを一覧表示し、
削除も可能な機能です。

お気に入りの削除が完了します。
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Ｆ．利用者申請

システムを利用するためのＩＤ申請を行ないます。

勤務先・在学先情報入力画面 へ

個人で登録する場合は「個
人登録」ボタン、団体で登録
する場合は「団体登録」ボタ
ンを押します。

ここでは例として「個人登録」
を選択します。

個人情報を入力し、「次へ」ボ
タンを押します。

[*] マークの付いた項目は必
須入力です。

個人情報の取扱い条
件に同意する場合は
「同意する」ボタンを押
します。
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個人情報入力画面 から

利用者ＩＤ登録の完了後、【申請先自治体】の窓口
に行く必要があります。

ＰＯＩＮＴ

「利用者専用メニュー」でログイン
ができるようになります。

実際に「予約申込み」等の機能が
使えるようになるためには、【申請
先自治体】の窓口で、本人確認を
行なう必要があります。

利用者ＩＤ登録が完了します。

勤務先の情報や在学
先の情報を入力します
（省略可）。

勤務先の情報や在学
先の情報を入力します
（省略可）。


