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1. 本文書「まちカレンダー開催者様向け説明書」の目的 

本文章は、イベントやワークショップ開催者様向けに、まちカレンダーのご利用方法を説明した資料です。 

開催者情報の登録、イベントの作成方法、予約管理等について取り扱います。 

注意事項 

 一般ユーザー（イベント参加者）のご利用方法は記載いたしません。別資料をご確認ください。 

 まちカレンダーのサービスは日々進化しています。本文章記載の内容が最新のものでない場合がござい

ます。 

 本文章に表示されたデータ、画像はサンプルです。 

 

2. まちカレンダーへのログイン 

2.1. 管理者・講師としてログインする 

まず、まちカレンダーのホームページから、ログインボタンをクリックすると、ログイン画面が表示されま

す。登録したメールアドレスとパスワードを入力してください。 

URL：http://town.bookers-on.net/ 

 

 

 

管理者・講師として登録のあるユーザー様は、次のような画面が表示され、どのユーザー権限でログインす

るかを選択できます。 

管理者・講師としてログインする場合は、団体とスタッフタイプを選択して、「団体ユーザとしてログイン」

をクリックします。 

※一般ユーザーとして他団体のイベント予約をする場合は、「一般ユーザーとしてログイン」をクリックし

ます。 

http://town.bookers-on.net/
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2.2. パスワードの変更、忘れた場合（ログイン前） 

パスワードを変更したい場合、もしくはパスワードを忘れてしまった場合再設定することができます。 

ログイン画面の「パスワードリセット・変更」リンクをクリックすると、メールアドレス入力画面が表示さ

れます。 

 

登録したメールアドレスを入力し送信すると、メールが送信されます。メールに記載された URL にアクセ

スし、パスワードの変更を実施してください。 

 

 

2.3. パスワードの変更（ログイン時） 

パスワードはMYアカウント画面からも変更できます。 
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3. 開催者情報 

ご利用開始時には、まずイベント開催者の情報をご登録ください。 

開催者情報は、ヘッダーメニューの「管理者情報」をクリックすると表示されます。 

 

3.1. 開催者情報の編集 

開催者情報画面で、「編集」ボタンをクリックします。 

編集画面が表示されるので、必要な情報を入力して「更新する」ボタンをクリックしてください。 
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名称 必須入力 公開データ 備考 

Office no 自動  システムが自動的に表示します。 

イベント開催者 ○ ○ イベント開催者の団体名を入力します 

郵便番号 ○ ○ 郵便番号を入力します。 

住所１ 自動 ○ 郵便番号より自動的にシステムが入力します 

住所２ ○ ○ 番地などを入力します 

電話番号 ○ ○ ユーザー様がご連絡可能な電話番号を入力ください。 

ホームページ  ○  

メールアドレス   ユーザー様がご連絡可能なメールアドレスを入力く

ださい 

紹介文  ○  

責任者 ○ ○ 団体に登録されている「管理者」ユーザーがリストで

表示されます。代表管理者を選択してください。 

※代表ユーザーの顔写真、氏名、紹介文がサイトに公

開されます。 

 

3.2. スタッフの追加 

開催団体のスタッフを「管理者」「講師」として登録することができます。 

開催者情報画面下部にある、「スタッフ情報」欄より、「追加」ボタンをクリックします。 

 

追加したいユーザー様に、一般ユーザ様と同様の方法でまちカレンダーにご登録いただき、まちカレ会員番

号を準備いただきます。スタッフ登録画面にて、この会員番号を入力し「スタッフ検索」ボタンをクリック

すると、名前欄にユーザー名が表示されます。よろしければスタッフタイプを選択し、「登録する」ボタンを

クリックすると、スタッフの追加が完了します。 
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「開催者情報」画面のスタッフ情報欄に該当ユーザーがご確認いただけます。 

 

 

3.3. スタッフの削除 

「開催者情報」画面のスタッフ情報欄に「削除」ボタンがあります。削除したいユーザーの削除ボタンをク

リックしてください。 

※管理者が残り 1名しかいない場合は、削除ボタンが表示されません。 

※自分自身は削除できません。 

 

 

3.4. スタッフの編集 

「開催者情報」画面のスタッフ情報欄に「編集」ボタンがあります。編集したいユーザーの編集ボタンをク

リックしてください。 

スタッフタイプ編集画面が表示され、管理者・講師を選択することができます。 

※自分のスタッフタイプを変更することはできません。 
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3.5. スタッフ情報の編集 

各ユーザーの情報は、メニューヘッダー右側にある［ ］ー［MYアカウント]から閲覧、編集が可能です。 

 本人でないと編集ができません。 

 写真を１枚設定でき、システムが自動的に顔を切り抜きます。 

 代表管理者および講師の場合、一般ユーザーから名前、写真、自己紹介文のみ閲覧されます。 

 管理者からは、マイアカウントに表示される情報すべてが閲覧可能ですが、編集はできません。 

 他のイベントをユーザーとして予約した場合、そのイベントを開催する管理者・講師は連絡先を含むす

べての情報が閲覧できるようになります。 

  

 

名称 必須入力 公開データ 備考 

会員番号 自動  システムが自動的に表示します。 

メールアドレス ○  ログイン時に利用するメールアドレスです 

ログインパスワード ○  ログインパスワードです。入力があった場合のみ、更

新します。 
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名前 ○ ○ ユーザー名です 

かな ○  ユーザー名の読み方です 

性別    

生まれ年 ○  西暦で 4桁の数字を入力ください 

郵便番号 ○  郵便番号を入力します 

住所１ 自動  郵便番号より自動的にシステムが入力します 

電話番号 ○  イベント開催に関連のある連絡が取れる電話番号を

入力します 

紹介文  ○ 自己紹介を入力します。 

 

4. 開催場所の設定 

ヘッダーメニューより、「開催場所情報」メニューをクリックすると、開催場所一覧画面が表示されます。 

開催場所の表示列をクリックすると、詳細画面が表示されます。 

 

 

4.1. 会場の追加 

「開催場所一覧」画面より、「追加」ボタンをクリックすると、会場登録画面が表示されます。 
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名称 必須入力 公開データ 備考 

開催場所 ○ ○ 開催場所の名前を入力します 

郵便番号 ○ ○ 郵便番号を入力します。 

住所 自動 ○ 郵便番号より自動的にシステムが入力します 

住所詳細 ○ ○ 番地などを入力します 

電話番号  ○ 会場の電話番号を入力してください。 

メモ  ○ 会場に関する案内を入力してください。 

 

4.2. 会場の削除 

開催場所一覧より、削除したいデータの「削除」ボタンをクリックします。 

 

 

4.3. 会場の編集 

開催場所一覧より、編集したいデータの「編集」ボタンをクリックし、編集画面で作業後、「更新する」ボ
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タンをクリックします。 

 

 

5. イベントの設定 

ヘッダーメニューの「イベント」―「イベント一覧」を選択いただくと、主催するイベント一覧が表示され

ます。イベント一覧画面では、検索機能がございますので、必要なデータを選択表示いただけます。 

イベント名称のリンクをクリックすると、イベント詳細画面が表示されます。 
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5.1. イベントの検索 

イベント一覧では、イベントの検索ができます。 

 

 

開催日 枠をクリックするとカレンダーが

表示され、イベント開催日の期間

を選択できます。 

時間帯 開始時間から検索します。 

※複数選択可能です。 

場所 開催場所の住所地を選択します。 

※複数選択可能です。 

種類 イベント種類を選択します。 

※複数選択可能です。 

対象 イベントの対象者を選択します。 

※複数選択可能です。 

キーワード 指定キーワードを含むイベントを

フリーワード検索します。 

「ヨガ 世田谷」のようにスペー

スで区切った複数の単語を入力す

ると、全てを含むイベントを表示

します。 

イベントステータス イベントスペースを選択します。 

※複数選択可能です 

料金 料金の範囲を選択します。 

クリア 検索条件をクリアして、全てのレ

ッスンを表示します。 
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5.2. イベントステータスについて 

イベントは状況に応じて「イベントステータス」が変化します。 

イベント作成時 

イベントを作成した時点では下記のステータスが選択できます。 

ステータス 説明 

公開前 記入途中のドラフトとして保存されます。ユーザー様から閲覧はできません。 

予約受付 事前予約が必要なイベントです。これを選択すると、予約機能が利用できる

ようになります。 

※一度予約受付を選択すると、予約不要に変更することができません。 

予約不要 事前予約が必要ないイベントです。 

※一度予約不要を選択すると、予約受付に変更することができません 

 

イベント開催前 

イベント作成時からイベント開催日に表示されるステータスです。 

ステータス 説明 

予約受付 ユーザー様の予約を受付けている状態です。 

予約不要 イベントの告知のみ行っている状態です。 

キャンセル待ち 予約が定員に達すると、自動的にキャンセル待ちのステータスになります。 

このステータス中に予約のキャンセルが出ると、キャンセル待ちをしている

ユーザー様が順番に予約確定に繰り上がります。その際ユーザー様には予約

確定メールが送信されます。 

※手動で選択することはできません。 

予約締切 これ以上の予約やキャンセル待ちを受付たくない場合に設定します。 

 

終了・中止 

イベントが終了したり、開催者都合で中止した場合のステータスです。 

ステータス 説明 

終了 イベント開催日翌日に、ステータスは自動的に終了に変更されます。 

中止 イベント開催前あるいは当日にイベントを中止する場合に選択します。 

予約者がいた場合は、自動的にキャンセル処理を行い、予約ユーザーにキャ

ンセルメールが通知されます。 

 

図 イベントステータスの遷移 
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5.3. メール送信について 

まちカレンダーでは、次の場合にメールが自動送信されます。 

 

種類 送信対象 タイミング 

ユーザー登録のご案内 ユーザー 登録用にメールアドレスを送信し

た時 

ユーザー登録完了のご連絡 ユーザー ユーザー登録が完了したとき 

予約完了メール ユーザー 予約が確定した時 

キャンセル待ち確認メール ユーザー キャンセル待ちが行われた時 

キャンセル完了メール ユーザー キャンセルが実施された時 

予約確認メール ユーザー レッスン当日 

本日のイベント予定 講師 レッスン当日 

 

 

 

公開前 

予約受付 

キャンセル待ち 
終了 

中止 

予約締切 

終了 

中止 

終了 

中止 

予約不要 

終了 

中止 

イベント作成 イベント開催前 終了・中止 
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5.4. イベントの予約について 

イベントの予約がなされると、イベント詳細画面に予約者リストが表示されます。 

キャンセル待ちユーザも同様にリストで表示されます。 

 

 

5.5. 管理者・講師用のイベント運営用連絡ツール 

管理者および講師ユーザーでログインした場合、運営者間の連絡用メモがご利用いただけます。 

内容を編集したら「更新する」ボタンをクリックすると保存されます。 

※この内容はユーザーには表示されません。 
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5.6. イベントの新規作成 

[イベント]―［イベント作成］メニューよりイベントを作成いただけます。 

 

開催日 必須 イベント開催日を指定します。 

イベント期間 必須 開催時間帯を記載します。 

00:00-23:59 

繰返し間隔、回数 一度に繰返しのイベントを作成でき

ます。 

場所 必須 開催場所メニューで作成した場所を

選択します 

講師 必須 イベント講師、責任者を指定します 

イベント 必須 イベント名称です 

種類 必須 種類を指定します 

対象 必須 イベント参加対象者を指定します 

詳細はイベント説明に記載ください 

キーワード キーワードがあれば記載ください 

料金 有料イベントの場合は記載ください 

イベント説明 イベントの詳細を記載ください 

イベントステータス 

必須 

5.2 イベントステータスについてを

参照に指定してください 

定員 予約が必要なイベントは必須です 

参加条件 参加に条件があるときに、対象者な

どを記載ください 

イベント風景画像 写真を 1枚公開できます 

テンプレート保存 

非公開 

入力した内容をテンプレートに保存

する場合はチェックを入れてくださ

い 

テンプレート名 

非公開 

テンプレートに保存する場合は、名

称を指定してください 
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5.7. イベントをコピーして作成 

［イベント一覧］から、コピーしたいイベント名をクリックし、イベント詳細ページを開きます。 

「コピー作成」ボタンをクリックすると、内容がコピーされたイベント作成ページが開きます。 

新規作成と同様に必要なデータを入力、編集して「登録する」ボタンをクリックすると登録が完了します。 

5.8. 定期イベントを作成 

「5.6イベントの新規作成」などのやり方で、イベントを作成します。 

繰返しイベント欄にある、間隔と回数を指定すると、指定した数だけイベントが複数作成されます。 

5.9. テンプレートからイベントを作成 

テンプレートからイベントを作成する方法は２つあります。 

 

A． イベントの新規作成画面からテンプレートを指定する 

イベント作成画面上部に、テンプレートを選択する機能があります。 

リストから選び「選択」ボタンをクリックすると、テンプレートの内容が反映します。 

 

 

B． テンプレート一覧から作成する 

［イベント］―［イベントテンプレート管理］からテンプレート一覧が表示されます。 

ここから「イベント作成」ボタンをクリックすると、テンプレートの内容がコピーされたイベント作成画面

が表示されます。 

5.10. テンプレートを作成 

テンプレートを作成する方法は２つあります。 

A． イベントの新規作成画面からテンプレートを作成する 

イベント作成時に、テンプレート保存機能にチェックを入れると、入力内容がテンプレートとしても保存さ

れ、次回からご利用いただけるようになります。 

※現在、この方法でテンプレートを保存頂いた場合、画像がテンプレートに保存されません。 

画像が必要な場合、テンプレート一覧の「編集」機能から、画像の再設定が必要です。 

 

B． テンプレート一覧から作成する 
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［イベント］―［イベントテンプレート管理］で表示された画面に表示された「追加」ボタンをクリックす

ると、テンプレートを新規作成できるようになります。 

 

5.11. イベントの編集 

イベント一覧より、編集したいイベントの名称に設定されたリンクをクリックすると、イベント詳細ページ

が表示されます。詳細ページにある「編集」ボタンをクリックすると、データが変更できるようになります。 

 

注意１ 

予約が必要なイベントの時、すでに予約者がいる場合、次の項目は変更できません。 

 開催日時 

 定員 

 

5.12. イベントの削除 

イベント一覧より、編集したいイベントの名称に設定されたリンクをクリックすると、イベント詳細ページ

が表示されます。詳細ページにある「削除」ボタンをクリックすると、イベントが削除されます。 

 

注意１ 

すでに予約者がいる場合、イベントを削除することができません。 

イベントの中止を選択してください。 
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6. まちカレンダーへのリンク 

イベント開催者様のWEBサイトやブログから、まちカレンダーにリンクするができます。 

リンクには HTMLの知識が少々必要になります。難しい場合は「6.1まちカレンダーに簡単にリンクするに

は」を参考に、定形のものをそのまま埋め込みご利用ください。 

6.1. まちカレンダーに簡単にリンクするには 

ウエブサイトやブログに、下記の URLを埋め込みます。 

※この場合、ロゴのダウンロードなどは不要です。 

 

<a href=” http://town.bookers-on.net” target=”machicale”> 

<image src=” http://town.bookers-on.net/img/machi_img.png” /> 

</a> 

 

表示 

 

※バナーをクリックすると、まちカレンダーのトップページが表示されます 

 

6.2. ご利用いただけるバナー 

開催者向けページのダウンロードから取得いただけます。 

http://town.bookers-on.net/guide_admin#download 

 

6.3. 自分が主催するイベントだけを掲載するには 

＜ ＞ 現在機能ができておりません。追ってご案内させていただきます

 

  

http://town.bookers-on.net/
http://town.bookers-on.net/guide_admin#download
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6.4. 特定のイベントにリンクするには 

イベント詳細ページの URLをブラウザからコピーします。 

例：http://town.bookers-on.net/services/13 

 

 

ウエブサイトやブログに、このような URLを埋め込みます。 

※画像の保存先などは、お客様の環境に合わせる必要がございます。作業が困難な場合は、「6.1 まちカレ

ンダーに簡単にリンクするには」でトップページにリンクください。 

 

■文字で埋め込む場合 

例 

<a href=” http://town.bookers-on.net/services/13”>イベント詳細はこちら</a> 

表示 

イベント詳細はこちら 

 

■ロゴで埋め込む場合 

例 

<a href=” http://town.bookers-on.net/services/13”><image src=” ” /></a> <ロゴファイル名>

表示 

 

 

 

 

http://town.bookers-on.net/services/13
http://town.bookers-on.net/services/13

