
★始めに★　これだけは必ず守ってください。

1. 六浦スポーツ会館への登録(書面での登録)

・個人登録票（テニス）/団体登録票(体育室・会議室）を会館に提出

⇒ この際に会員番号とネット閲覧用のパスワードを発行します。

2. 予約システム(クービック)への登録

・インターネットに接続した状態で「予約者登録　クービック」で検索する。

 右記のURLから直接登録が可能です。 https://coubic.com/signup?hl=ja

・予約者登録ページにて 「メールアドレス」と「ご自分で設定したパスワード」登録します

https://coubic.com/signup?hl=ja

六浦スポーツ会館を初めてご利用の方へ（PCにて予約をされる方）

1. テニスコートのご利用は個人登録（イニシャルで登録）、体育室/会議室のご利用

は団体登録（団体名で登録）してください。

2. 予約申込の際も同様にイニシャルと団体名 での予約をお願いします。

3. 利用回数の制限を超えないようにしてください。

抽選予約/一般予約の回数は

体育室 ： A面、B面、合せて ４ 枠 / １ヶ月

会議室 ： ８ 枠 / １ヶ月

テニスコート ： １ 枠 / １ヶ月

個人登録の方は「姓」「名」の部分

にイニシャルを

団体登録の方は「団体名」

を入力します

※メールアドレス ・ パスワードは予約シ

ステムへのログインに使用しますので、

大切に管理してください。

https://coubic.com/signup?hl=ja


①予約者登録のページにて必要事項を入力し「登録」をクリックします。

②次のページに遷移すると同時に登録したメールアドレスにメールが届きます。

③届いたメールの指示通り URL をクリックします。画面が遷移して次の画面になります。

④これで登録完了です。必ずこの画面を確認してください。



3. 予約システムでの施設予約

＜予約の種類＞

・抽選予約　：　２か月先の予約（毎月１日～１０日の間で申込）回数制限有り　承認制

・一般予約　：　２か月先、翌月の予約（毎月１5日～）回数制限有り　空きが有れば予約確定

・スポット予約　：　当月の予約（毎月 １日 09:00～)回数制限無し　空きがあれば予約確定

＜予約の方法＞

・六浦スポーツ会館ホームページに入る　　https://officekanazawa.org/sports/

・[施設予約] のボタンをクリック

　ログインしていない場合はここでログインもできます



・画面左側の[予約]を選択する。または[予約する] のボタンをクリックして予約を進めます。

・希望の月、施設を選択します

・右のような鍵マークがでたら会館での登録時に

 提示した閲覧パスワードを入力して[OK] をクリック

 してください。

予約者登録したメールアドレス・パス

ワードを入力しクービックシステムに

ログインします。

ログインすると右上の[ログイン]の

表示が

変わり

ます

パスワードを忘れた場合、「パスワー

ドをお忘れですか」の青色の文字を

クリックするとリセットすることも出

来ます。（登録したメールアドレスに

メールが届きます。）

スクロール

して希望の

月、施設を

選択します



・[予約する] または [予約・スケジュール] のボタンをクリック

・[+日時の追加] をクリック、当該月を選びカレンダー表示させる

・[希望の日付] 、 [希望の時間] を選択すると確認画面に遷移する

ご案内は必ず確認し

てください。注意事

項等が記載されてい



・[利用規約に同意するにレ点を入れる

・[予約する]の赤色が濃くなり予約するボタンを

 クリックすると

・画面が推移し[予約が完了しました]の表示

 を確認したら予約完了です。

・登録したメールアドレスに [予約が確定しま

 した] のメールが届きます。

・[トップページへ] をクリックすると画面が推移し施設予約のページに戻ります

レ



3. 予約の確認及びキャンセル

・画面右上の [管理メニュー] をクリックすると [自分の予約] ページに画面が推移します

・予約した施設の予約状況が確認できます。

・予約した施設の青色の部分をクリックすると詳細が確認できます。

・赤い[キャンセルする] をクリック

 することで予約をキャンセルす

 ることができます。



★始めに★　これだけは必ず守ってください。

1. 六浦スポーツ会館への登録(書面での登録)

・個人登録票（テニス）/団体登録票(体育室・会議室）を会館に提出

⇒ この際に会員番号とネット閲覧用のパスワードを発行します。

2. 予約システム(クービック)への登録

2-1 インターネットに接続する

① 下記の URL から直接登録が可能です。

https://coubic.com/signup?hl=ja

② 「予約者登録 クービック」で検索しても同じページが出ます。

③ 専用アプリ（アプリを入手後登録必要）

Mutsusupo専用アプリの <QR CODE> もあります。

スマホで読み取って活用してください。

2-2 登録

六浦スポーツ会館を初めてご利用の方へ（スマホで予約される方）

1. テニスコートのご利用は個人登録（イニシャルで登録）、体育室/会議室のご利用

は団体登録（団体名で登録）してください。

2. 予約申込の際も同様にイニシャルと団体名での予約をお願いします。

3. 利用回数の制限を超えないようにしてください。

抽選予約/一般予約の回数は

体育室 ： A面、B面、合せて ４ 枠 / １ヶ月

会議室 ： ８ 枠 / １ヶ月

テニスコート ： １ 枠 / １ヶ月

＜解説＞

☆ URL を入力し、直接登録画面に入るか、又

は「予約者登録 クービック」で検索します。

☆ この表示をクリックします。



＜解説＞

☆ 予約者登録の画面が現れます

① 姓

② 名

③ メールアドレス

④ パスワード

を入力し「登録」をクリックします。

＊注意＊

・団体登録は「姓」と」名」の欄の両方に入力す

る必要があります。

・個人登録は「姓」と「名」の欄にイニシャルで登

録してください。

・パスワードはご自分で設定してください。

メールアドレスとパスワードは、今後ログインの

時に必要となりますので大切に管理お願いし

ます。

☆ 「登録する」をクリックします。

個人登録の方は「姓」「名」の部

分にイニシャルを

団体登録の方は「団体名」

を入力します

＜解説＞

☆ 左の画面に変わります。

まだ登録は完了していません。

☆ 指示通り登録したメールアドレスのメール受

信箱を確認してください。

☆ クービックからのメールアドレスの確認手続

きの要請が届きますので、メールに表示された

URL をクリックすると完了します。

もしメールが届かない場合はメールアドレスを

確認して登録 し直してください。

※ ここでアプリを入手すると、スマホ画面に

図のようなアプリが表示されます。



※ 次にメールを確認します。

＜解説＞

☆ メール受信箱を確認すると「予約システム

Coubic」からのメールが届いています。

☆ 指示通り URL をクリックします。

＜解説＞

☆ 最終的にこの画面が表示されたら登録完

了です。



3. 予約申込及びキャンセルの方法

＜予約の種類＞

・ 抽選予約　：　２か月先の予約（毎月１日～１０日の間で申込）回数制限有り　承認制

・ 一般予約　：　２か月先、翌月の予約（毎月１5日～）回数制限有り　空きが有れば予約確定

・ スポット予約　：　当月の予約（毎月 １日 09:00～)回数制限無し　空きがあれば予約確定

＜予約の方法 その１＞　PCでの予約方法と同様

・ 六浦スポーツ会館ホームページに入る　　https://officekanazawa.org/sports/

3-1 ログイン   [施設予約] のボタンをクリック

　ログインしていない場合はここでログインもできます

　ログインしないと予約/キャンセルは出来ません。

 ※ クービックシステムにログインしていない場合は

　 右上に 三 の表示がでています。

 ※ この 三 マークをクリックすると下の画像が

　 表示されログインを促されます

 ※ ログインをクリックし「メールアドレス」「パスワード」

　  を入力し予約システムにログインします。



※ クービックシステムのバージョンアップ等に

   より頻繁にログインを要求される場合も

   あります。

※ ログインしたことで右上の 三 の表示が

   人の形をしたマークに変わります。

   更にこのマークをクリックすると

　　展開されログインした方の登録名が表示

　　されます。

※ この「登録名」をクリックすることで

   「自分の予約」を確認することができます。

   予約のキャンセルはここから出来ます

パスワードを忘れた場合、「パスワードを

お忘れですか」の青色の文字をクリックす

るとリセットすることも出来ます。（登録し

たメールアドレスにメールが届きます。）

現在クービック予約システムにログインした状態です。

予約ができない、キャンセル出来ないなどの問合せが多数あります。

まず、右上のマークでログインされているか確認お願いします。



3-2 予約

六スポ予約ホームページ(mutsusupo-yoyaku) の [予約] タブをクリックします。

「予約サービス」が表示されます

　・ 希望の月、施設を選択します

　・ 下のような鍵マークがでたら会館での

  登録時に提示した閲覧パスワードを入

  力して[OK] をクリックしてください。

 ・ [予約・スケジュール] のボタンをクリック

スクロール

して希望の

月、施設を

選択します

ご案内は必ず確認して

ください。注意事項等

が記載されています



・ [+日時の追加] をクリック、当該月を選びカレンダー表示させる

・ [希望の日付] 、 [希望の時間] を選択すると確認画面に遷移する

・ [利用規約に同意するにレ点を入れる

・ [予約する]の赤色が濃くなり予約するボタンをクリック



・ 画面が推移し[予約が完了しました]の表示

  を確認したら予約完了です。

・ 登録したメールアドレスに [予約が確定しま

  した] のメールが届きます。

・ [トップページへ] をクリックすると画面が推移し施設予約のページに戻ります

3-3 予約の確認及びキャンセル

・ 画面右上の [登録者名] をクリックすると [自分の予約] ページに画面が推移します

・ 予約した施設の予約状況が確認できます。

・ 予約した施設の青色の部分をクリックすると詳細が確認できます。



・ 赤い[キャンセルする] をクリック

  することで予約をキャンセルす

  ることができます。

・ 登録したメールアドレスに [予約をキャン

  セルさせていただきました] のメール

  が届きます。



4. クービック アプリのインストール

※ 必ずしもこのアプリをインストールする必要はありません。

 　六浦スポーツ会館ホームページより予約・キャンセルは可能です。

　
4-1 インターネットに接続する

① 「クービックアプリ」で検索。（又は予約中の画面からもアプリ取得できます）

② アップル または グーグル のアプリを選ぶ

③ アプリインストール画面に遷移する

④ アプリをインストールする

4-2 Coubic アプリをクリックしアプリを起動する

① ログインをクリックする　ここから新規登録も出来る

② 予約者登録で登録した「メールアドレス」と「パスワード」を入力

③ ログインをクリックする



4-3 Coubic ホームページにログインした状態

初めて開いた場合は「mutsusupo-yoyaku」ページをお気に入りに登録する

スマホ デスクトップに「Coubic 会員アプリ」が表示される

次回からこのアプリを起動し「予約」を選択することで予約画面に入る



5 予約申込及びキャンセルの方法（アプリ使用）

＜予約の種類＞

・ 抽選予約　：　２か月先の予約（毎月１日～１０日の間で申込）回数制限有り　承認制

・ 一般予約　：　２か月先、翌月の予約（毎月１5日～）回数制限有り　空きが有れば予約確定

・ スポット予約　：　当月の予約（毎月 １日 09:00～)回数制限無し　空きがあれば予約確定

＜予約の方法 その２＞　

5-1 スマホにインストールした Coubic アプリを起動する

    ログイン画面表示されるので[ログイン] をクリックします

※ ログインをクリックし「メールアドレス」「パスワード」を入力し予約システムにログインします。

　 

パスワードを忘れた場合、「パスワードを

お忘れですか」の青色の文字をクリックす

るとリセットすることも出来ます。（登録し

たメールアドレスにメールが届きます。）

この表示が出た時は[店舗を検索する]を

クリックし 「mutsusupo-yoyaku」を入力し

お気に入りに登録してください



5-2  Coubic アプリを起動しログインした時のホームページです。

5-3  予約

[新規予約]をクリックすると「予約サービス」

が表示されます

下方にスクロールしながら希望の施設/月

の項目をクリックします

「予約サービス」が表示されます

・ 希望の月、施設を選択します

・ 下のような鍵マークがでたら会館での

  登録時に提示した閲覧パスワードを入

  力して[OK] をクリックしてください。

[アカウント]をクリックすると

登録者名、メールアドレスを

確認できます。

ここからログアウトすること

もできます。

スクロール

して希望の

月、施設を

選択します



 [予約・スケジュール] のボタンをクリック

 [+日時の追加] をクリック、当該月を選び

 カレンダー表示させる

[希望の日付] 、 [希望の時間] を選択すると確認画面に遷移する



[利用規約に同意するにレ点を入れる

[予約する]の赤色が濃くなり予約するボタンをクリック

画面が推移し「予約が完了しました」が表示されたら

予約完了です。

登録したメールアドレスに [予約が確定しました]

のメールが届きます。

・ [トップページへ] をクリックすると画面が推移し施設予約のページに戻ります



5-4 予約の確認及びキャンセル

トップページを表示します。

次の予約情報が表示されています

【予約リスト」をクリックで「現在の予約」「予約履歴」を確認することもできます

・ 赤い[キャンセルする] をクリック することで

  予約をキャンセルすることができます。

 

・ 登録したメールアドレスに [予約をキャンセル

  させていただきました] のメールが届きます。

どちらからでも詳細を確認

できます。

ここから予約のキャンセルを

してください



6. QRコード

6-1 館内掲示のQRコードまたは次のQRコードを読み取ると

    以下のURLに画面が遷移します

＜6-2＞

☆ このページは六浦スポーツ会館の予

約ページです。予約等を進めることは出

来ますが、ログインされていない状態な

ので予約済の予約状況の確認などは出

来ません。

＜6-3＞

☆ そこで右上にある 三 のマークをク

リックするとログイン画面が表示されま

す。

＜6-4＞

☆ ログインをクリックし

「メールアドレス」と「パス

ワード」を入力します。



＜6-5＞

☆ 右上のマークが変わりました

このマークをクリックすると

以下の表示がでます。

＜6-6＞

☆ 現在 TM さんがログインしている状

態が表示されました。

☆ 左上の 三 マーク をクリックすると

自分の予約

お気に入り

回数券・月謝

の項目が表示されます。

ここで自分の予約が確認できます。

☆右上の○マークをクリックする

と

アカウント

ヘルプ

ログアウト

の項目が表示されます


