
1 

 

 

 

 

 

オーパス・スポーツ施設情報システムについて 

豊中市内のスポーツ施設を利用される皆さまに、手軽に公平に施設を利用していただけるよう、個人・団体単位

による利用者登録制度を採用しています。利用者登録された方は、施設利用申込みの手続きがパソコン、携帯ウェ

ブ・スマートフォン、体育施設に設置している街頭端末機からできるほか、使用料の支払いが口座振替になります。 

＜登録から利用開始までの流れ＞ 

 

 

 

＜利用者登録申込の方法＞ 

利用者登録できる方 

満 15歳以上（中学生は除く）で金融機関に口座をお持ちの方 

※登録される内容によって条件があります。3 ページの表「利用登録条件について」をご覧ください。 

 

利用可能施設と登録受付場所 

 利用施設により、申込場所が異なります。下記の表をご覧ください。 

登録区分 利用できる施設名 
登録受付場所 

詳細は Step3の表をご覧ください 

個人 
庭球場 

(テニスコート) 

○ふれあい緑地庭球場 
（マリンフード豊中テニスコート） 
○豊島公園庭球場 
○千里東町公園庭球場 
○野畑庭球場 
○グリーンスポーツセンター庭球場 

 

ふれあい緑地庭球場 

（マリンフード豊中テニスコート） 

野畑庭球場 

豊島公園野球場（豊中ローズ球場） 

グリーンスポーツセンター庭球場 

団体  

野球場 
○豊島公園野球場（豊中ローズ球場） 
○大門公園野球場 
○千里北町公園野球場 

少年野球場 
○ふれあい緑地少年野球場 
（マリンフード豊中少年野球場） 

グラウンド 

○グリーンスポーツセンター グリーンスポーツセンター庭球場 

○ふれあい緑地球技場 
（マリンフード豊中マルチグラウンド） 
○二ノ切少年球技場（旧青少年運動広場） 

ふれあい緑地庭球場 

（マリンフード豊中テニスコート） 

体育館 

○豊島体育館 
○柴原体育館 
○庄内体育館 
○千里体育館（豊泉家千里体育館） 
○高川スポーツルーム 

左記の施設または二ノ切温水プール

でも登録ができます。 

武道館 ○武道館ひびき 

※ふれあい緑地球技場（マリンフード豊中マルチグラウンド）・二ノ切少年球技場（旧青少年運動広場）

の申込受付は、ふれあい緑地庭球場（マリンフード豊中テニスコート）のみですので、ご注意くだ

さい。
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登録方法 

Step1 利用者登録申込要領を下記、申込書配布窓口で受け取ります。 

※豊島温水プール（マリンフード豊中スイミングスタジアム）では、申込書の配布は 

行っておりませんので、ご注意ください。 

【申込書配布場所】 

屋 内：豊島体育館、柴原体育館、庄内体育館、千里体育館（豊泉家千里体育館）、 

高川スポーツルーム、武道館ひびき、二ノ切温水プール 

屋 外：ふれあい緑地庭球場（マリンフード豊中テニスコート）、 

豊島公園野球場（豊中ローズ球場）、野畑庭球場、グリーンスポーツセンター庭球場 

 その他：スポーツ振興課（市役所第一庁舎 5階） 

 

Step2 取扱金融機関で、豊中市体育施設使用料預金口座振替依頼書に確認印をもらってください。 

    持ち物→豊中市体育施設使用料預金口座振替依頼書、預金通帳、金融機関届出印等 

※個人でのお申込みの場合、登録者と口座名義人は同じである必要があります。 

取扱金融機関：三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、 

北おおさか信用金庫 

 

 

 

 

 

Step3 各体育施設受付窓口へ申込書等必要書類を提出し、手続きを行ってください。 

※郵送による手続きは行っておりませんので、ご了承ください。 

※スポーツ振興課での申込受付は行っておりませんので、ご注意ください。 

※各施設の年末年始期間は 12/27～翌 1/5です。 

 

Step4 利用者カード（オーパスカード）と利用者番号が発行されます。 
リーフレットとともにお受け取りください。 

 

申込受付 
申込受付窓口名 住所 電話番号 受付時間 

屋内 屋外 

○ × 武道館ひびき 服部西町 4-13-2 06-6864-2288 

9～21 時 

休館日：年末年始、毎月末日 

※末日が日曜日または祝日・休日に

あたる時は、その前日 

○ × 豊島体育館 服部西町 4-12-1 06-6862-5121 

○ × 柴原体育館 柴原町 4-4-18 06-6843-7877 

○ × 庄内体育館 野田町 4-1 06-6331-7922 

○ × 
千里体育館 

（豊泉家千里体育館） 
新千里東町3-8-1 06-6871-2233 

○ × 高川スポーツルーム 豊南町東 1-1-2 06-6336-7840 

○ × 二ノ切温水プール 東豊中町 5-37-1 06-6848-8781 

9～20 時 

休館日：年末年始・毎週火曜日 

※火曜日が、祝日・休日と 

重なった場合は臨時開館 9～17時  

× ○ 

ふれあい緑地庭球場 

（マリンフード豊中テニスコート） 
服部寿町 4-7-1 06-4866-1717 

9～17 時（5～8 月は 9～19時） 

休場日：年末年始 

豊島公園野球場 

（豊中ローズ球場） 
曽根南町 1-4-2 06-6862-0018 

9～17 時（4～11月は 9～19 時） 

休場日：年末年始 

野畑庭球場 永楽荘 1-4-48 06-6844-1313 
9～17 時（5～8 月は 9～19時） 

休場日：年末年始 

グリーンスポーツセンター

庭球場 
大島町 3-9-2-1 06-6398-7391 

9～21 時 

休場日：年末年始 

預金口座振替依頼書について 

 ３枚複写になっており、３枚目（申込者様控）を取扱金融機関よりお受け取り

ください。その後、申込書等と一緒に各体育施設受付窓口へ提示してください。 
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Step5 ご利用開始となります。申込時に設定したパスワード等でログインしてください。
https://reserve.opas.jp/ 

 

提出書類 

○豊中市スポーツ施設情報システム利用者登録申込書 

○豊中市体育施設使用料預金口座振替依頼書 

※金融機関にて事前に手続きが必要です。無料の施設を使用する場合でも、提出が必要です。 

○団体登録構成員名簿（団体でご登録の場合） 

○委任状（代理の方が手続きされる場合 ※個人(テニス)の登録には使用できません） 

 

登録にあたっての注意事項 

 ○屋内の申込みは屋外では、また屋外の申込みは屋内ではできませんので、ご注意ください。 

○利用者登録は、個人は個人単位、団体は団体単位で登録いただけますが、同種目で重複して登録するこ

とはできません。また、同一団体を分割して複数登録することはできません。 

 ○団体登録される場合、毎年度、構成員名簿を提出する必要があります。その際、登録区分が確認で

きるものの提示をお願いすることがあります。 

 ○個人(テニスコート)の登録には、登録区分が確認できるものをご提示ください。 

 ○利用者登録をすると、利用者番号とパスワード（英数字を組合わせた 8～16文字）と暗証番号 

（4～8桁の数字）で管理されます。申込時にご準備ください。 

 

その他注意事項 

○登録されている銀行口座を変更する場合は、金融機関で手続き後、必ず口座振替依頼書の控えを各

登録受付窓口へ提示してください。 

 

<参考>オーパス・スポーツ施設情報システム（豊中市ページ）  http://opas.jp/toyonaka/ 

 

利用登録条件について 

※二ノ切少年球技場（旧青少年運動広場）を利用する団体は、10 人以上で構成され、かつ 7 割以上の人が豊

中市内に在住・在勤または在学であることが条件です。詳細は、STEP3の各体育施設受付窓口へお問合せく

ださい。 
 
＜オーパス・スポーツ施設情報システムを利用した抽選申込について＞ 

施設の利用申込みは、『豊中市スポーツ施設情報システム』の端末機（パソコン・携帯ウェブ・スマートフ

ォン、街頭端末機）で行ってください。抽選による利用申込ができるのは、次ページ「抽選申込対象者一覧表」

利用区分 利用施設 種別 条件等 

個人 

テニスコート 一般 中学生は除く 15～64歳の方 

高齢者 65歳以上の方 

障害者 障害者手帳等を持っている方 

団体 

二ノ切少年球技場（旧青少年運動

広場） 

子ども団体 指導者を除く構成員全員が中学

生以下の団体 ※ 

子ども団体以外の団体 65歳以上が 7割以上の団体 

女性ソフトボール団体 ※ 

二ノ切少年球技場以外の施設 一般の団体 10人以上の団体 

高齢者団体 10 人以上かつ 65 歳以上が 7 割

以上の団体 

障害者団体 10人以上かつ障害者手帳等を 

持っている方が 7割以上の団体 

子ども団体 10人以上かつ指導者を除く構成

員全員が中学生以下の団体 



4 

 

のとおりです。 

条件に該当しない場合は、空き施設の利用申込のみ可能となります。 

 

抽選申込対象者一覧表 

 下記、抽選申込対象条件を満たしている個人・団体は、抽選申込みが可能です。 

対象 抽選申込対象条件 抽選申込施設名 申込単位時間 

個人 
市内在住・在勤・在学

の個人 
各庭球場（各テニスコート） 1回 2時間 

団体 

構成員の 7 割以上が市

内在住・在勤・在学の

人で構成される団体 

各野球場・グリーンスポーツセンター 1回 2時間 

ふれあい緑地球技場 

（マリンフード豊中マルチグラウンド） 

午前・午後・夜間 

※夜間は 5～8月のみ 

各体育館・武道館 
午前・午後・昼間・夜間・

昼夜間・全日 

構成員の 7 割以上が市

内在住・在学の人で構

成される少年団体 

二ノ切少年球技場（旧青少年運動広場） 1回 2時間 

※抽選申込回数制限は、1か月につき、4回となります。 

※抽選終了後の空き施設の利用申込は先着順の受付となり、利用回数（単位）の制限はありません。 

 

申込手続きスケジュール 

※抽選結果の確認と確定作業について 

当選後、12日～16日の間に確定操作を行わないと当選が無効になりますので、ご注意ください。 

 

取消料について 

利用申込の取消は、利用日の前日までシステムから行うことができますが、下記のとおり、取消日に応じ

て取消料がかかります。 

屋外体育施設 屋内体育施設（体育館・武道館） 

利用日の 4日前以降：全額 

利用日の 5日前まで：無料 

利用日の 30日前まで：半額（利用料の 1/2） 

利用日の 29日前以降：全額 

※年末年始（12 月 30日～翌 1月 4日）はシステムメンテナンスにより、システムの利用ができませんので、

ご注意ください。                            発行：令和元年（2019年）10月 

 手続き 
スケジュール 

屋外体育施設 屋内体育施設（体育館・武道館） 

抽
選
申
込 

抽選による利用申込 利用 1か月前の 1日～10日 利用 3か月前の 1日～10日 

コンピューターによる抽選 利用 1か月前の 11日 利用 3か月前の 11日 

抽選結果の確認と 

確定作業 
利用 1か月前の 12日～16日 利用 3か月前の 12日～16日 

空
き
申
込 

空き施設の利用申込 
利用 1 か月前の 12 日～利用日の

前日まで 

利用 3 か月前の 12 日～利用日

の前日まで 

 ↓ 
 施設の利用 － － 

支
払 

利用料金のお支払い 
利用後の翌月 16 日（土日祝日の

場合は翌営業日）に口座振替 

利用後の翌月 16 日（土日祝日

の場合は翌営業日）に口座振替 


