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このガイドブックはシステムの操作方法をまとめたものです。 

システムで利用申請できる施設の案内や、利用手続きの詳細は、 

ガイドブック（施設利用編）をご覧ください。 



オーパス・スポーツ施設情報システム 
窓口にわざわざ出向かずに、いつでもどこからでも利用手続ができるように、インタ

ーネット、携帯電話ウェブサイト、および体育施設の端末機からスポーツ施設の利用申

請などを受け付けるシステムです。 

＊オーパスについて 
オーパス（OPAS）は、Osaka Public Access Service から名付けられました。 

シンボルマークはＯとＰを組み合わせて図案化したものです。 

は じ め に 
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利用できる機器 
オーパス・スポーツ施設情報システムでは、次の機器が利用できます。 

（詳しい操作方法は、それぞれの解説をご覧ください） 

利用時間 
年末・年始（１２月３０日～１月３日）を除き、いつでも利用できます。ただし、毎月２５日 

午前０：００～午前５：００の間は利用できません。 

なお、システムの運営上、深夜一時的にサービス受付を停止することがありますが、数分で再

開しますので、しばらく待ってからご利用ください。その他、工事や点検のため、長時間サービ

スを停止する場合があります。ホームページや街頭端末機などの利用時にご案内しますので、ご

注意ください。 

また、抽選申込み、空き利用申請などは各施設で受付期間が決められています。抽選日や各種

申請の受付期間については、ガイドブック（施設利用編）をご覧ください。 

インターネット 

     インターネット接続されたパソコンで、オーパスのホームページに 

     アクセスして利用します。 

ご希望の方は、「パスワードの登録」が必要です。 

⇒インターネットでの利用・・・Ｐ１０

携帯ウェブ・スマートフォン 

     携帯電話から専用のページにアクセスして利用します。 

※スマートフォンは携帯ウェブのページにアクセスしてください。 

ご希望の方は、「パスワードの登録」が必要です。 

⇒携帯ウェブでの利用・・・Ｐ１２

街頭端末機 

     画面に表示されるメニューを直接、指で触れて操作します。公共施設 

     などに設置のオーパス用端末機をご利用ください。 

ご希望の方は、「パスワードの登録」が必要です。 

⇒街頭端末機での利用・・・Ｐ１４
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システムが提供するサービス 
オーパス・スポーツ施設情報システムでは次のサービスが利用できます。 

なお、空き状況照会など、情報提供はどなたでも利用できますが、抽選や利用の申請には、 

事前に利用者登録をしておくことが必要です。 

（サービスの詳細は、次ページ以降に記載しています。） 

 ◎空き照会・予約 ＜利用できる機器＞ 

 ◎予約照会・取消 

 ◎抽選申込 

 ◎抽選照会確定 

 ◎空き状況照会 

 ◎抽選対象日のご案内 

◎利用実績照会  

◎本日のお知らせ 

◎利用者設定変更 

◎利用者継続申請 

◎利用者廃止申請 

 ◎パスワードの登録 

◎操作履歴照会  

利用者登録された方のメニューです。 
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システムが提供するサービス 

●空き照会・予約 

 空き情報を案内し、先着順で利用申請を受け付けます。 

●予約照会・取消 

利用申請された内容を確認することができます。申請内容を忘れたときやに使用してください。 

また、利用申請の取消しをすることができます。 

取消しの取扱いは施設によって異なり、規定の取消料（キャンセル料）が必要となりますので

詳しくはガイドブック（施設利用編）をご覧ください。 

●抽選申込 

 利用者を抽選で決める施設の場合、所定の期間中に利用希望を申し込んでおきます。 

●抽選照会確定 

【抽選申込期間】 

   抽選申込みされた内容を確認できます。 

   また、抽選申込みの取消しを受け付けます。取消しは抽選日の前日まで可能です。 

【当選確定期間】 

   抽選結果の確認と当選利用申請は抽選日の翌日午前５時から可能です。当選した場合、所定

期間内に利用申請を行わないと当選は無効になり利用できません。 

●空き状況照会 

施設ごとの空き情報を案内します。また、空き状況照会の途中で継続ログインを利用すること

で引き続き利用申請を行うことができます。 

●抽選対象日のご案内 

今回、次回の抽選期間を抽選単位ごとに案内します。 

このメニューは、抽選申込受付期間中に利用できます。 

●利用実績照会 

前月、前々月の利用実績を確認することができます。 
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●本日のお知らせ 

 施設ごとのお知らせを案内します。 

●利用者設定変更 

 【暗証番号変更】 

暗証番号を変更します。暗証番号は４～８桁の数字で自由に設定できます。誕生日や電話番 

号など、他の人が簡単に予想できる番号は避けてください。 

 【メール通知サービスの変更】 

メールで利用申請の内容や口座引落内容、抽選結果をお知らせする「メール通知サービス」

の内容を設定、変更します。パスワードを登録された方で、ご希望の方はメールアドレスと併

せて設定してください。詳しくはＰ.９をご覧ください。 

 【パスワードの変更】 

パスワードを変更します。半角英文字と半角数字を混ぜた８文字以上１６文字以下の文字列

で自由に変更できます。 

●利用者廃止申請 

 利用者登録の廃止申請を受け付けます。 

●パスワードの登録 

 インターネット、携帯ウェブ、街頭端末機で抽選申込みや利用申請などを希望される方は、 

「パスワードの登録」が必要です。詳しくはＰ.８をご覧ください。 

 ※利用者登録時に必須となります。 

●操作履歴照会 

 利用した機器ごとに過去のログイン履歴を確認することができます。 

抽選申込みの期間や抽選日、取消しの取扱いなどはガイドブック（施設利用編）を 

ご覧ください。 
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●必ず「確定」を！
     抽選申込みや利用申請のときには、必ず最後の「確定」操作を行い、申請を受け 

     付けたというメッセージを確認してください。また、少しでも不安があるときは、 

     申請内容の確認機能をご利用ください。 

ご

注

意

申請内容を確認し、必ず【確定】

ボタンを押してください。 

「○○を受け付けました」と表示

されて初めて処理が完了します。 
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オーパス・スポーツ施設情報システムで、施設の利用手続きをするには、利用者登録を行う 

ことが必要です。 

●利用者番号とパスワードと暗証番号
利用者登録すると、利用者番号（利用者カードに表示されています）とパスワード（8～16

文字）と暗証番号（4～8桁の数字（登録時 4桁の数字））が管理されます。これらの番号は、

抽選申込みや利用申請、申請内容の確認や取消しに必要です。パスワードと暗証番号はシステ

ムの不正利用を防ぐ大事な番号ですので、管理には十分ご注意ください。 

なお、パスワードと暗証番号は利用者ご自身で変更することができます。定期的に変更する

ことをお勧めします。 

●利用者カード（オーパスカード）
  登録者には、オーパスカードが発行されます。受け取られたら、カードにお名前をご記入く

ださい。 

  オーパスカードはシステムで利用申請を行った場合、正当な利用者であることの証明となり

ますので、施設の利用時には、必ず持参してください。 

※街頭端末機において、オーパスカード磁気面の読込は現在行っておりませんので、カードの

挿入は行わないでください。 

●施設利用料金の口座振替
オーパス・スポーツ施設情報システムを用いて利用申請すると、施設の利用料金は、利用者

登録時に指定された金融機関口座から、利用の翌月に自動的に引き落とされます。残高不足の

ないようにお願いします。 

●カードを紛失・汚損したとき
      五月山体育館または総合スポーツセンターに紛失・汚損の届けをお願いします。 

●届け出事項の変更・登録の廃止
      転居その他、届け出事項に変更があったときや利用者登録を廃止されるときは、す

みやかに五月山体育館または総合スポーツセンターにお知らせください。 

利用者登録について 
システムの利用に先だって 

ご

注

意
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インターネット、携帯ウェブ、街頭端末機で抽選申込みや利用申請などを希望される方は、「パ

スワードの登録」が必要です。 

 ※パスワードは、インターネット、携帯ウェブ、街頭端末機で共通です。一方で登録すれば、インターネット、

携帯ウェブ、街頭端末機のどこからでもサービスが利用できるようになります。

パスワードの変更は、登録者用ログイン後、 

    「ログイン用パスワードを変更する」のメニューで行うことができます。 

パスワードの登録と 
  メール通知サービスの設定について

パスワードの登録方法

オーパスのホームページにアクセスします。 

【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ URL】http://opas.jp/  【携帯ｳｪﾌﾞ URL】http://opas.jp/m/

「サービス利用」を選択します。 

団体の中から「池田市」を選択します。 

「パスワードの登録」を選択します。 

利用者番号、暗証番号、生年月日（西暦）、 

電話番号（下４桁）を入力し【ログイン】を押します。

生年月日は、西暦４桁と月日をつなげた８桁を

入力してください。電話番号は、利用者登録さ

れた電話番号の下４桁を入力してください。 

あなたが決めたパスワードを入力し、 

確認のためもう一度入力し、【変更確定】を押します。 

英文字の大文字と小文字は別の文字として扱

われます。 

ａｂｃｄｅｆｇｈ 英文字ばかりなので × 

１２３４５６６７８９０ 数字ばかりなので  × 

ＡＢＣ１２３   ８文字より少ないので× 

パスワードの
エラー例 

パスワードは半角英文字と半角
数字を混ぜた８文字以上１６文
字以下としてください。使用で
きる文字は、ａ～ｚ、Ａ～Ｚ、
０～９です。 

パスワードの登録完了画面が表示されます。 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

「団体選択から施設を探す」を選択します。 

⑧
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メールで利用申請の内容や口座引落内容、抽選結果をお知らせするサービスです。設定の内容

を変更したいときも、同様の手順で行ってください。 

 ※メール通知設定で登録できるメールアドレスは、一利用者登録に対し、１つです。 

メール通知サービスの設定方法

オーパスのホームページにアクセスします。 

【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ URL】http://opas.jp/  【携帯ｳｪﾌﾞ URL】http://opas.jp/m/

「サービス利用」を選択します。 

団体の中から「池田市」を選択します。 

①

②

③

④

利用者番号、パスワードを入力し、【ログイン】を押します。 
⑤

「通知用メールアドレスを変更

する」を選択します。 
⑦ 

電子メールアドレスを入力しま

す。また通知項目を選択し、 

【変更確定】を押します。 
⑧ 

登録した内容が、設定されたメールアドレスにシステムから自動送信されます。翌日になっ

てもメールが届かないときは、上記と同様の方法で登録した内容を確認してください。 
また、長期にわたりメールの不達が続くときは、メール通知を停止することがあります。 

メールアドレス変更完了 

画面が表示されます。 

「利用者設定変更」を選択します。 ⑥ 

「各種通知メールの受け取る種類を変

更する」を選択します。 ⑩ 

通知を希望する内容にチェックをつけ

【変更確定】を押します。 ⑪ 

希望通知メール変更完了 

画面が表示されます。 ⑨ 

「団体選択から施設を探す」を選択します。 

⑫ 
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、インターネットから利用できます。 

インターネットで利用できるサービス 
インターネットでは次のサービスを利用できます。利用者登録をしている場合としていない場

合では、利用できるサービスが異なります。 

登録者用ログイン 

空き照会・予約 

予約照会・取消 

利用実績照会 

抽選申込 

抽選照会確定 

利用者設定変更  

利用者登録継続申請  

利用者登録廃止申請  

本日のお知らせ  

操作履歴照会  

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます） 

抽選対象日のご案内 

本日のお知らせ 

パスワードの登録 

利用者登録された方のメニューです。 

※一部のページで JavaScript を使用しています。ブラウザの設定によって、JavaScript を

無効にしていた場合、正しく表示されない可能性があります。 
※情報を安全に送受信するために、SSL(SecureSocketLayer)暗号化通信を導入しています。 

インターネットでの利用 
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施設利用の申込み（登録者用） 
 オーパスのホームページから、画面の案内に沿ってご利用ください。 

基本的な操作方法

オーパスのホームページにアクセスします。 

【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ URL】http://opas.jp/

「サービス利用」を選択します。 

利用する団体を選択します。 

①

②

④

利用者番号、パスワードを入力し、【ログイン】を押します。 

利用したいメニューを選択します。 

案内に沿ってご利用ください。 ⑦

「団体選択から施設を探す」を選択します。 ③

⑥

⑤
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オーパス・スポーツ施設情報システムは、携帯ウェブ（※）から利用できます。 

  ※ＮＴＴドコモ、ＳｏｆｔＢａｎｋ、ａｕの３キャリアで利用できます。 

  ※スマートフォンは携帯ウェブのページにアクセスしてください。 

携帯ウェブで利用できるサービス 
 携帯ウェブでは次のサービスを利用できます。利用者登録をしている場合としていない場合 

では、利用できるサービスが異なります。 

登録者用ログイン 

空き照会・予約 

予約照会・取消 

利用実績照会 

抽選申込 

抽選照会確定 

利用者設定変更  

利用者登録継続申請  

利用者登録廃止申請  

本日のお知らせ  

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます） 

抽選対象日のご案内 

        本日のお知らせ 

パスワードの登録 

利用者登録された方のメニューです。 

携帯ウェブ・スマートフォンでの利用 
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施設利用の申込み（登録者用） 
 オーパスの携帯ウェブサイトから、画面の案内に沿ってご利用ください。 

基本的な操作方法

オーパスの携帯ウェブサイトにアクセスします。 

【携帯ウェブ URL】http://opas.jp/m/

利用する団体を選択します。 

①

②

③

④

利用者番号、パスワードを入力し、【ログイン】を押します。 

⑤

利用したいメニューを選択します。 

案内に沿ってご利用ください。 

13



オーパス・スポーツ施設情報システムは、参加団体の主要な施設に、自由に利用できる端末機

を設置しています。端末を設置した団体以外のサービスも利用できます。 

街頭端末機は、画面に表示されるメニューを直接、指で触れることによって操作します。 

※街頭端末機において、オーパスカード磁気面の読込は現在行っておりませんので、カードの

挿入は行わないでください。 

街頭端末機で利用できるサービス 
 サービスの選択や必要な項目の入力は、その都度、画面で案内します。案内に沿って操作して

ください。 

登録者用ログイン 

空き照会・予約 

予約照会・取消 

利用実績照会 

抽選申込 

抽選照会確定 

利用者設定変更  

利用者登録継続申請  

利用者登録廃止申請  

本日のお知らせ  

操作履歴照会  

空き状況照会（継続ログインをすれば、予約へ進めます） 

抽選対象日のご案内 

本日のお知らせ 

パスワードの登録 

利用者登録された方のメニューです。 

街頭端末機での利用 
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●メニューや情報を選択する場合

利用したいメニューや情報などの表示さ

れているところを指で触れてください。 

指で触れる場所は   （ボタンの形） 

で示されています。 

●利用者番号とパスワードを入力する場合

利用者番号とパスワード 

     を入力し、「ログイン」ボタンを押して 

ださい。     ください。 

●数字を入力する場合

を押すと、画面にキーが表示され 

        ますので、１桁ずつキーを指で触れて 

数字を入れてください。 

●機密対策について
利用申請の申込や取消など、確定ボタン押下時に暗証番号入力を促し認証を行います。 

これにより、本人以外のアクセスによる「なりすまし」を防止します。 

基本的な操作方法
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お問い合わせ先 

○五月山体育館 池田市綾羽 2丁目 7-1 

TEL 072（754）3336 

○総合スポーツセンター 池田市荘園 2丁目 7-30 

TEL 072（761）5137 

○池田市役所 池田市城南１－１－１ 

 TEL 072（752）1111 


