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0-a.ユーザー登録手続き
Googleフォームで登録したメールにアカウント登録手続きのメールが届きます。

96時間以内にアカウント登録を行ってください。
※リンクの有効期限が切れた場合、ウェブシステムの「問い合わせ」よりご連絡ください。

AirID（アカウント名）

 »「申請結果確認」で通知されたものを登録してください。

氏名

 » 企画名を登録してください。

パスワード

 » パスワードを登録してください。

 » IDとパスワードを共有することで、複数人でAirリザーブを利用することができます。

ご利用店舗

 » 企画名が登録されています。

2022/04/25 7:31 AirIDの新規登録

https://connect.airregi.jp/view/account/confirmation?auth_key=533757&salt=9fae6834-cf33-401d-8f6b-51e37e8a6b86&email=96fb940e8df97004dbfddd379cf2… 1/2

AirIDの新規登録

五⽉祭常任委員会さんが、あなたを招待しました。

以下の項⽬を⼊⼒し�、サービスに参加しまし��。

AirID（アカウント名）

⽒名

メールアドレス

パスワード

パスワード（確認）

管理者権限 

ご利⽤店舗

 

上記に同意し�登録する

必須

半⾓英数字・記号を組み合わせた4⽂字以上。 
使⽤できる記号は ! # $ % & = ~ ^ | @ < > ? + * / _ ; : -

必須

東京⼤学第95期五⽉祭常任委員会（テスト）

contact@gogatsusai.jp

必須

半⾓英字・数字・記号のす��を組み合わせた、8〜64⽂
字。

使⽤できる記号は ! # $ % & = ~ ^ | @ < > ? + * / _ ; : -

必須

パスワードを再⼊⼒

ー

東京⼤学第95期五⽉祭常任委員会

Airサービス共通利⽤約款 プライバシーポリシー
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0-b.管理画面
アカウントを登録し、ログインすると以下のような管理画面に進めます。

 » 5月4日（水）の企画の事前予約解禁日までに、「設定・管理」・「予約カレンダー」から予約枠（メ
ニュー）、事前予約ページ（予約カレンダー）の設定を済ませてください。

 » 予約枠（メニュー）は中央の予約カレンダーをクリックすることで設定できます。

 » 予約枠（メニュー）設定についての詳細は、「4.予約枠設定」（→p.5）をご覧ください。

0-c.ネット予約ページ
来場者向けには以下のような画面が表示されます。

カレンダー設定（→p.4）より取得できる、公開用URLより確認できます。

2022/04/25 17:38
メニュー詳細｜東京⼤学第95期五⽉祭常任委員会

https://airrsv.net/mfsctest/calendar/menuDetail/?schdlId=T0020F6694 1/2

第95回五⽉祭オープニング

予約受付期間外です。別の時間帯をお探しください。 

第95回五⽉祭の開幕。その歴史的な瞬間を、このオープニングとともに。

初のハイブリッド開催となった第95回五⽉祭。その開幕を彩るオープニングは、キャンパスでもYouTube
Liveでの配信でもお楽しみいただけます。第95回五⽉祭という航海の始まりを、どうぞご覧あれ。

ご予約内容

ご利⽤⽇時 2022/05/14(⼟) 09:00 〜 10:00
開始⽇時と終了⽇時をご確認ください

予約⼈数

必須 1

受付・キャンセルに関する注意事項

受付開始 14⽇前の0時から受付を開始します

受付締切 直前まで受付が可能です

キャンセル受付締切 直前までキャン,6が可能です

キャンセル���ー 店舗に直接お問い合わせください

※予約時に予約⼈数が定員に達したと�にはキャン,6待ちになる場合がごいます。
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1.カレンダー設定
来場者に向けて公開されるネット予約ページ（カレンダー）についての設定です。

カレンダー情報

 » カレンダー公開用のURL（委員会が事前に設定済）を確認することができます。

予約受付設定

 » 受付開始・受付締切の時間とキャンセル受付の有無を設定できます。

 » また、予約通知メールを受け取るメールアドレスを設定できます。

予約受付項目設定

 » 予約受付時に来場者から収集する情報を設定できます。

 » 委員会があらかじめ設定を行っているので、原則として変更しないでください。

 » 事前予約の受付に不要な情報は集めないよう、また、ここで収集した情報を事前予約の受付以外の
用途で使用しないようにしてください。

2.メニュー設定
登録した予約枠（メニュー）を一覧で確認できます。

3.リソース管理
それぞれの企画内容に必要な備品・人員を登録することで、メニューをまたいで予約の制限を行うこ
とができます。

 » 詳細は別添の資料をご覧ください。

2022/04/25 11:51
カレンダー設定

https://airreserve.net/reserve/schedule/detail/ 1/2

この画⾯のマニュアルはこちら

 カレンダー設定

ネット予約受付ページの公開ステータス、URLや受付期間、店舗の営業時間などの設定を確認することができます。 

受付期間と予約受付項⽬設定�容は、メニュー作成時に初期値とし�設定される情報になります。 

事前設定タイ=

https://airrsv.net/mfsctest/calendar  URLをコピーする

<iframe type="text/html" frameborder="0" width="100%" height="1000px"

src="//airrsv.net/mfsctest/calendar/embed/" ></iframe>

5分

公開中 ▼

カレンダー情報

カレンダータイ=

公開⽤URL

埋め込みコード

開始時間単位

公開ステータス

メニュー登録時の、予約受付設定の初期値を変更できます。 

また、ネット予約の通知を受け取るアドレスを変更・追加できます。

即時予約

30⽇前の00時から受付を開始する

00時間前まで受付をする

00時間前まで受付をする

entry@gogatsusai.jp

予約受付設定

編集する

受付種別

受付開始

受付締切

キャンセル受付

予約通知メール

予約登録時の受付項⽬の並び順、必須・任意、表⽰の有無を変更することができます。 

また、各項⽬の補⾜とし�説明⽂を設定し、表⽰位置を変更することができます。

フリガナ（セイ） 必須 必須 -

フリガナ（メイ） 任意 必須 -

名前（姓） 任意 必須 -

名前（名） 任意 必須 -

電話番号 任意 必須 -

電話番号2 ⾮表⽰ ⾮表⽰ -

予約受付項⽬設定

編集する

項⽬名称

項⽬制御

（管理画⾯）

項⽬制御

（ネット予約）

説明⽂

予約カレンダー 予約検索 設定・管理 公開中

95MFSC  東京⼤学第95期五⽉祭常任委員会 サービス切り替え

2022/04/25 12:17
メニュー設定

https://airreserve.net/reserve/menu/list/ 1/1

この画⾯のマニュアルはこちら

メニュー設定

登録されているメニューが⼀覧表⽰されます。 

この画⾯では、お客様向け予約⽤画⾯や管理画⾯内でメニューを表⽰する並び順を設定するこ�がで�ます。 

メニューの新規登録を⾏う場合はカレンダー画⾯で予約�の新規登録を⾏ってください。

登録で�るメニューの上限数は50件までです。

表⽰順 メニュー名 料⾦（税込） 定員 公開ステータス

設定しない 50⼈ 公開中▼

設定しない 32⼈ 公開中▼

設定しない 100⼈ 公開中▼

1

めいちゃんパーティ

2

第95回五⽉祭オープニング

3

第95回五⽉祭中夜祭

お店に役⽴つサービス⼀覧 利⽤規約 プライバシーポリシー お問い合わせ 0120-632-862（平⽇10:00-19:00）

予約カレンダー 予約検索 設定・管理 公開中

95MFSC  東京⼤学第95期五⽉祭常任委員会 サービス切り替え
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4.予約枠設定
来場者に対して表示される予約枠（メニュー）の設定です。企画のスケジュールに従って、予約枠を
設定してください。以下に設定項目を列挙します。

メニュー設定項目
項目名 必須 /任意 内容

メニュー名 必須
来場者向けカレンダーに表示される予約枠の名前です。
来場者に企画内容が伝わるような名称を登録してください。

キャッチコピー 任意 予約枠の内容を端的に表したものです。

メニュー説明文 任意 予約枠の内容を詳細に説明するものです。

メニューの色 必須
来場者向けカレンダーに表示される予約枠の色です。
予約枠が複数種類ある場合は色分けを行うことを推奨します。

実施日時 必須
予約枠の時間帯を示すものです。開場時間を含む実際に来場者に対
して企画を行う時間を記入してください。

定員 必須
企画構成員と来場者の総人数が教室収容人数を超えないように設定
してください。教室収容人数については別途「問い合わせ」にて通
知します。

料金 必須 「設定しない」に設定してください。

公開ステータス 必須 「公開」に設定してください。

予約受付設定
項目名 必須 /任意 内容

受付種別 必須
受付を行う際の手続方法の設定です。「即時予約」を選択してくださ

い。

受付開始 必須
受付開始日時の設定です。5月4日（水）には開始されているよう
設定してください。

受付締切 必須 受付締切日時の設定です。当日まで受付を行うことを推奨します。

キャンセル受付 必須 申込のキャンセルを受け付けるか否かの設定です。

キャンセル待ち 任意
予約枠が定員が埋まった際にも、キャンセル待ち来場者を受け付け
るか否かの設定です。



6 Airリザーブ導入マニュアル

予約受付項目設定（必須）

 » 事前予約受付の際に収集する情報の設定です。

 » 委員会があらかじめ設定しているので、原則として「カレンダー設定に準拠」を設定してください。

 » 事前予約の受付に不要な情報は集めないよう、また、ここで収集した情報を事前予約の受付以外の
用途で使用しないようにしてください。

5.ネット予約ページ設定
来場者向けに表示される事前予約用ページ（ネット予約ページ）のデザインに関する設定です。

デザイン設定

 » ネット予約ページ画面上部に表示されるロゴと、画面のテーマカラーを設定できます。

掲載情報詳細

 » 来場者からの問い合わせ用のメールアドレス・電話番号や利用規約を設定できます。

 » 来場者からの質問対応等を受け付けたい場合は設定を行ってください。

6.メール配信管理
Airリザーブより配信されるメールに関する設定です。

メール署名設定

 » Airリザーブから自動送信されるメールの署名文面の設定です。

 » 予約完了時・予約キャンセル時に送信されるメールについては、文面が編集できません。署名のみ
編集可能です。

リマインドメール

 » 予約前日に送信されるリマインドメールの設定です。

 » 字数制限付きで文面の編集が可能です。企画参加にあたっての周知事項の伝達や、当日の予約紹介
などにご利用ください。
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