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レッスン予約サイトへのアクセス方法

1

パターン① LINE(推奨)

三菱養和スポーツクラブ
公式LINEアカウントを

友達追加してください

公式LINEアカウント
レッスンスケジュール、営業時間、
毎月のスタジオ案内など
様々な情報を配信しています。

※メニュ―表示からレッスン予約や
チェックインができ便利です。

パターン② 予約サイト

LINE登録できない方へ

こちらのQRコードより
直接利用登録してください。

※予約にはLINEアプリのダウンロードをお勧めします。

お気に入り追加、ホーム画面追加
などにしておくと便利です。
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・予約サイトへの利用登録方法(LINE)

(注)お客様の迷惑メール対策設定によっては、自動返信メールが届かない場合があります。下記をご確認ください。
※「＠em.hacomono.jp]からのメールを受信できるように設定をお願いします。
※「パソコンからのメールを受信」を許可に設定してください。※「迷惑メール」内に入ってないかご確認ください。

LINE公式アカウント内
メニューから
レッスン予約を押します。

①仮のメールアドレスとして
（会員番号＠ｍｙ）
②仮のパスワードに
（生年月日）を入力して
ログインします。
1975年1月1日→19750101

ご自身の氏名、メールアドレ
ス、新しいパスワードに変更
します。（次は６ページへ）
※セキュリティの観点からパス
ワードの変更をお勧めします。
※メールアドレスを変更をいただ
かないと「キャンセル待ち」等の

機能がご利用できません。

画面下部の「ログイン」を
タッチします。

21 4

仮メールアドレス入力の際、
「000」を除いた会員番号を

入力してください。
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①

②
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(会員№140850以前の方)



画面下部の「ログイン」を
タッチします。

2

・予約サイトでの利用登録方法
(URLまたはQRコード) 会員№140850以前の方

こちらのQRコード、もしくは
URL: https://yowakai-org.hacomono.jpから
直接予約サイトへアクセスします。

ご自身の氏名、メールアドレス、新しいパスワード
に変更します。
※セキュリティの観点からパスワードの変更をお勧めします。
※メールアドレスを変更をいただかないと、キャンセル待

ち」等の機能がご利用できません。

1

4

仮メールアドレス入力の際、
「000」を除いた会員番号を

入力してください。

①

②

3

①仮のメールアドレスとして
（会員番号＠ｍｙ）
②仮のパスワードに（生年月日）を入力して
ログインします。1975年1月1日
→19750101 5

https://yowakai-org.hacomono.jp/


・氏名の変更

マイページを開きます。
「プロフィール変更」を
選択します。

ご自身の氏名に変更し、
「プロフィールを変更する」を
押したら、完了です。
(ページの一番下にあります)

三菱 養和
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・パスワードの変更

マイページを開きます。
「パスワードの変更」を
選択します。

現在のパスワード(ご自身の生
年月日８桁)を入力し、新しい
パスワードを入力してください。
「パスワードを変更する」を
タッチすると変更が完了します。
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・メールアドレスの変更

マイページを開きます。
「メールアドレス変更」
を選択します。

ご自身の使われている
メールアドレスを入力してください。

次ページへ
8



・メールアドレスの変更つづき

この画面になったら、
メールが届いているか
確認してください。

このようなメールが届きま
すので、URLを押します。

メールアドレスの変更が
完了しました。
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・新規会員登録方法
(会員№140851以降の方)

P.3のいずれかの方法で予約システムにアクセスしてください

10

「新規会員登録」を選択
します。

必要項目を入力し、「利用規
約に同意する」にチェックを
入れたうえで、「会員登録」
をタッチしてください。

次ページへ



こちらで登録が完了となります。
登録完了後、巣鴨スポーツセン
ターにご連絡ください。
予約開始手続きを行います。

11

新規会員(会員№140851以降)登録方法
つづき

この画面になりましたら、
登録したメールアドレス
にメールが届きます。

このようなメールが届きま
すので、URLを押します。



・画面の見方

予約一覧①よりご自身の予約状
況・キャンセル待ちなの
確認ができます。
②をタッチすると、トップ画面
に戻ります。

マイページでは登録内容の確認・変更等ができます。

① ②
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・レッスン予約方法(5/25～)

参加したいレッスンを
タッチします。

・参加希望のスペースを選択します。
既に予約済みの場所は の色で表
示されます。
・「プランで予約する」をタッチし
ます。

「上記内容で予約する」を
タッチします。

次ページへ
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・レッスン予約方法つづき

こちらで予約が完了！

メールアドレス変更をされている場合、
登録のアドレスに通知が送信されます。

【受信できない場合】
メールのドメイン拒否設定、登録時の
入力間違いなどが考えられます。
お使いの端末、またはマイページより
ご確認ください。
noreply@em.hacomono.jpからの
メールを受信できるよう設定をお願い
いたします。
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mailto:noreply@em.hacomono.jp


・キャンセル方法

人型をタッチすると、この
ような画面が出てきますの
で、「キャンセルする」を
選択します。

キャンセルしてよろしけれ
ば「はい」をタッチします。
キャンセル可能時刻はレッ
スン開始30分前までです。

キャンセルが完了しました。
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・スペースの変更

人型をタッチすると、
このような画面が出てきます
ので、「スペースを変更す
る」を選択します。

変更したいスペースを選択し
て「移動する」をタッチしま
す。

スペースの変更が完了しました。
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・チェックイン（レッスン参加）
1 2

スタジオ入口前にあるタブレットの【Check IN】
をタッチします。

QRコードを読み取るカメラが表示されますので、
QRコードをかざしてください。

QRコードを表示します。
表示方法はスマートフォン
の□のボタンをタッチする
とQRコードが表示されます。

QRコードはご自身専用です。
スマートフォンをお持ちで
ない方は、スタジオ利用証
を発行致します。(手数料が
550円かかります。)

3

【Check IN COMPLETE！】で完了です。
指定の場所でレッスンを受講してください。



Q A

スマートフォンやパソコンを
持っていない

総合受付に用意しているタブレットでご予約いただけます。
ご予約はトラブルを防ぐために原則としてご自身で行っていただきます。

また、予約・チェックインに使用するスマホに代わるスタジオ利用証が必要となりますので、総合受付にてお申込みください。
利用証発行料として550円を頂戴いたします。作成にはお時間がかかりますので、ご了承ください。
「スタジオ利用証」お渡しまではスタジオ入口でスタッフがチェックインします。

キャンセルは何分前まで？
レッスン開始30分前まで可能です。以降はキャンセルがシステム上できませんので、無断キャンセル扱いとなります。
無断キャンセルが続くと、制限がかかる場合がございます。

レッスンの何分前まで
予約可能？

レッスン開始10分前まで予約可能となります。それ以降のご予約は承っておりません。

予約サイトでの予約なしでも
参加できる？

レッスン参加については予約をお願いいたします。
2022年8月より完全予約制移行予定です。今後情報は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

予約上限は何枠まで？ 最大で同時に4枠ご予約が可能です。(予約確定済みのみで、キャンセル待ち枠は含まれません)

レッスン予約はいつまで
可能ですか？

当日を含む2週間先まで可能です。例）6/1付け→6/14まで表示されます。
6/15以降は1日ずつ更新されます。

4枠予約後、空きがあれば
参加可能？

ご参加いただけません。1枠キャンセルもしくは消化いただいてからのご利用となります。
レッスン開始10分前までにご自身で予約をお願いいたします。

予約枠の消化は
どのタイミング？

レッスンのチェックインした際に消化となります。無断キャンセルの場合は翌日7時となります。
※チェックイン漏れの場合は無断キャンセル扱いと判断され、翌日7時となりますので、必ずチェックインをしてください。
もしも忘れてしまった場合は、スタッフまでお声がけください。

Q＆A①
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随時更新される可能性があります。
最新情報はHP・館内掲示にてご案内いたします。 2022/5/6



Q A

キャンセル待ちはできますか？
可能です。キャンセルが出た時点で対象者にメールが一斉送信されます。
先着順で予約が可能になりますので、予めご了承ください。

レッスンに参加する時は
どうすればいい？

3階スタジオ前に設置されているタブレットへQRコードをかざして、チェックインを行ってください。
QRコードは予約サイトより表示いただけます。
レッスン開始時間が過ぎるとご参加いただけませんのでご注意ください。

チェックイン時間は
決まってる？

レッスン開始の30分前から直前までチェックインが可能です。
ご入場はレッスン開始10分前からとなります。予約している方でもレッスン開始後はご参加できませんのでご注意ください。

無断でキャンセルしたら
どうなるの？

予約していたにも関わらず、当日無断キャンセルをされた場合は翌日メールを送らせていただきます。
あまりにも多い場合は、制限等をかけさせていただく場合がございますので、30分前までにキャンセルをお願いします。

レッスンの変更があった際は
どうなるの？

予約されているレッスンの代行・プログラム変更等があった際は、メールにて通知が行きます。
予約されていないレッスンに関しては、今まで通りクラブHP及び館内掲示にてご案内させていただきます。

予約完了、キャンセル待ちの
メールが来ない

メールのドメイン拒否設定、登録時の入力間違いが考えられます。
お使いの端末、またはマイページよりご確認ください。
noreply@em.hacomono.jpからのメールを受信できるように設定をお願いします。

予約サイトにログインできない 総合受付までご連絡ください。

好きなスペースで
参加していいの？

床に番号シールが貼ってありますので、ご予約された番号でご参加ください。

自宅で印刷したQRコードが
使えない

ご自身の携帯・PCで表示されるQRコードはセキュリティ上30分毎に変更となります。事前に印刷したものは使用できません。

パソコンから予約システムが
開けない場合は？

【Google Chrome】 【Microsoft Edge】からご予約下さい。
【Internet Explorer】は対応外となります。

Q＆A②
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随時更新される可能性があります。
最新情報はHP・館内掲示にてご案内いたします。 2022/5/6
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Q A

予約が取れているか不安 予約サイトのアクティビティ（左端人型マーク）にて予約状況が確認できます（次回予約レッスン、キャンセル待ち内容など）

2週間で4枠しか取れない？
ご自身が一度に予約できる枠が4枠となりますので、レッスンのチェックインが完了すると1枠消化したことになり、新たにレッスンの予約が取れ
るようになります。スケジュールの公開は1日ごとに更新されていきます。

直前で空いているレッスンに参加し
たい場合はどうすればいいの？

レッスン開始10分前までは予約が可能ですので予約をお願いいたします。
既に4枠埋まってしまっている方は、どれか一つをキャンセルしてから予約をお取りください。
チェックイン後はすぐに予約を取ることができます。

署名簿への名前記入は？
予約システムにて予約した方は記入不要です。（スタジオ前でのレッスンチェックインとなります）
個人情報取り扱いの観点より2022年8月より署名簿を廃止いたします。
レッスンご参加については事前予約が必要となりますので予約システムへのご登録をお願いいたします。

上手な枠の取り方が知りたい

①直近のレッスンから順番に取っていく
②レッスンのチェックインをしたら新たにレッスン予約をする
③どうしても受けたいレッスンは予め予約をしておく
④4枠の中で、どうしても受けたいレッスン用の枠と直近のレッスン用の枠に振り分けをしておく

Q＆A③
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随時更新される可能性があります。
最新情報はHP・館内掲示にてご案内いたします。 2022/5/6


