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はじめに

1

この度は、京セラドーム大阪ビスタルームをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本書はビスタルームWEB予約システムのご利用者様用のマニュアルです。

ビスタルームをご予約、ご利用になる利用者様(幹事様)が操作される際に、ご参照ください。

WEB予約システムについてご不明な点等ございましたら、

ビスタルーム予約係までお問い合わせください。

電話番号 　( ０６)６５８６-３０３０　

受付時間　１０:００～１８:００(お電話の際は、休館日にご注意ください)



ご利用者様(幹事様)の予約までの流れ
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ビスタルームを利用される際に代表の利用者様(幹事様)を指定していただき、ビスタルーム契約企業担当者様へ

お申込みください。ＷＥＢ予約システムは利用者(幹事様)に操作していただきます。

ビスタルーム契約企業担当者様より、利用者様専用のログイン情報が幹事様のメールアドレスへ送信されます。

ビスタルーム予約申込

≪利用者様専用≫
ログインID・初期パスワード

メール受信

【予約内容の入力】
当日ご利用企業様名など必須事項、駐車場ご利用の
有無や支払方法など、「予約編集画面」から入力

パスワード設定
(初回ログイン時のみ)

当日の入場者様情報を
「入場者登録画面」で入力

確認メールの送信

<必須事項> お名前

ｅチケット配信先メールアドレス

「入場者登録通知」の受信確認を行ったメールアドレスへ、
ｅチケットの送信

【ｅチケット配信先入場者様】

「入場者登録通知」
メール受信

URLアクセス

メールアドレス受信確認完了

「ｅチケットアクセス情報通知」
メール受信

URLアクセス

入場者様
ｅチケットの受信確認

・「予約詳細画面」から、予約内容などの確認
・予約確認書のダウンロード

予約料理等の飲食注文を
「注文編集画面」から入力



■ ご利用者様向け■　ビスタルームＷＥＢ予約システムログイン方法
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※ ６回以上ログインエラーになると、ログインができなくなります。ログインができなくなった場合は、ビスタルーム予約係までご連絡ください。

≪初回ログイン時≫NEXT 初回ログイン時は、本パスワード設定画面に進み、設定完了後に予約詳細画面へ切り替わります。

≪２回目以降≫NEXT

契約企業様が、ご利用日にご利用者(幹事様)を登録されますと、配信元メールアドレス『no-reply@ocd.orix.jp』から、

件名：「【ビスタルーム予約】ログイン情報通知(ご利用者様用)」が配信されます。

受信されましたら、メール内のURLから、メールに記載の「ログインID、初期パスワード」を入力し、　ログイン　　を押下してください。

予約詳細画面へ切り替わります。

■パスワードをコピーする際は、余分なスペースなどが含まれないように、ご注意ください。
初期パスワードの本利用は出来ませんので、必ず最初にご変更ください。
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■ご利用者様向け■　パスワード設定画面(初回ログイン時)

・初回ログイン時は、パスワード設定が必要となります。【パスワード設定の際の注意事項】をよくお読みいただき、設定してください。

・パスワード入力後、【利用規約】をご確認のうえ、「上記内容を確認しました」にチェック☑し、　 　　　　登録　　を押下してください。



■ご利用者様向け■≪予約内容の入力≫予約詳細画面
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・当日の予約内容の入力は、画面下部の　予約内容編集　を押下してください。

※「入場者登録」は予約内容編集後に行ってください。

・既に予約済みで予約内容を変更する場合も、こちらの画面から編集してください。



■ご利用者様向け■　≪予約内容の入力≫予約詳細画面
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レ

・(必須)事項は必ず入力してください。

・当日のご利用企業様名、幹事様情報など、予約内容を入力してください。

・駐車場をご利用の場合は、プルダウンメニューより「駐車場利用あり」を選択し、台数を入力してください。

・有料駐車券の料金については駐車券の手配完了後、予約係にて加算し、WEB予約システム内へ反映されますので、ご確認ください。

※有料駐車券はお申込み後のキャンセルはお受けできません。締切後のお申込みもお受けできませんので、ご注意ください。

・入力後、画面下部の　確認　を押下し、確認画面で確定してください。

※画面下部

※利用人数の変更は、ご契約企業担当者様が変更できます。

ご利用者様での利用人数の変更はできません。



■ご利用者様向け■　≪予約内容の確定≫予約詳細画面
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・入力した予約内容と【利用規約】を確認し、画面下部「上記内容を確認しました」にチェック☑し、　予約確定　　を押下してください。

・「予約編集完了画面」へ移ります。

※画面下部



■ご利用者様向け■　≪飲食予約≫予約詳細画面
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※画面下部

・飲食の予約は画面下部の　注文編集　を押下し、「注文画面編集」へお進みください。

・既に予約済みで飲食予約の内容を変更する場合も、こちらの画面から変更してください。



■ご利用者様向け■　≪飲食予約≫商品追加画面
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・それぞれのカテゴリを選択すると、一覧で料理が表示されます。

メニューによって、ご注文の締切日が異なりますので、ご注意ください。

※締切日以降の変更・キャンセルはお受けできません。

※締切後にキャンセルされる場合は、全額料金を頂戴いたします。

・・・料理の数量を増やす

・・・料理の数量を減らす

・ 【注文反映】　を押下後、確認画面が出てきますので内容確認後、

≪道頓堀今井≫料理・お土産 ご利用日   ３日前 １４時

上記以外のメニュー ご利用日　 前日　 １４時

【注文反映】 ・・・商品の数量を入力し、「注文反映」を押下すると数量変更が可能　

※数量を入力後「未注文」から「注文済み」に表示が変わりますが、　【注文反映】　を押下しないと反映しませんので、必ず確認画面をご確認ください。

・注文の取消を行う場合は、数量を「０」にして、　【注文反映】　を押下すると取消が可能(締切を過ぎている商品の取消はできません)。

・「注文不可」が表示されている商品は登録できません。

　ご注文がない場合でも、前画面へ戻る際は

　【注文反映】　を押下してください。
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※画面下部

■ご利用者様向け■　≪飲食予約≫ご予約詳細画面

予約内容を確認の上、画面下部の　確認　　を押下し、次画面で　「上記内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を確認しました」にチェック☑し、 予約確定　　を押下してください。
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・「予約詳細画面」より、予約確認書のダウンロードができます。

※飲食予約の入力漏れなどを防ぐ為、予約確認書のダウンロード、確認をお願いいたします。

(予約内容を変更されますと、ビスタルーム予約係にて変更内容確認後、予約確認書に反映されますので、タイムラグが生じます。ご了承ください。)

■ご利用者様向け■　≪予約内容の確認・予約確認書ダウンロード≫
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・ 入場者登録　　を押下し、当日入場される方(幹事様含む)の情報登録へお進みください。

■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫

【ご注意ください】

入場者登録を行うと、利用人数の変更、予約取消ができなくなります。

入場者登録後に利用人数の変更、予約取消をされる場合は、入場者登録内容(お名前・メールアドレス)を全て削除し、

ご契約企業担当者様へご依頼ください。



■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫ルーム利用者登録画面
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VISTA ROOM ルーム利用者

予約番号 99999999999
最終更新日 2021年4月25日 17時32分
ご利用日 2021年５月８日（土）
部屋番号 999号室（定員︓12名）
対戦カード オリックス vs 巨人
開始時間 18:00～
開場時間 16:00～
ご利用人数 8名

お名前（カナ） 必須
■ No メールアドレス 必須

状況
XXXX XXXX

□ 1 XXXX@XXXXX.COM

発券済み
XXXX XXXX

□ 2 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 3 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 4 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
入場者端末 XXXX XXXX

□ 5 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 6 XXXX@XXXXX.COM

確認済み

□ 7

契約者端末

利用者端末

※幹事様や、来場者の代表者様が取り纏められる場合は、全て同一の「お名前(カナ)」「メールアドレス」で登録も可能です。
 

・ 編集　を押下すると、情報登録画面へ切り替わります。

≪既に【入場者登録】が完了している場合は、登録された情報が一覧で確認いただけます≫ 

・ お名前(カナ)」「メールアドレス」を入力してください。

・ 入力後、　確認　を押下し、確認画面で確定してください。

ryts20002
ハイライト表示



■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫ルーム利用者登録画面
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VISTA ROOM ルーム利用者

※注意※ まだ編集は確定しておりません。
下記の内容を確認し、確定を行ってください。

【注意事項】
本ページにてご登録いただきましたメールアドレスにご利用当日用の
ビスタルームeチケットのURLが記載されたメールを送信いたします。
メールアドレスが間違えていた場合、変更登録後のアドレスにメールが
届かず、ビスタルームのご利用ができなくなりますので、アドレスのご入力
十分ご注意ください。

なお、メールが届いたか届いていないかについて、弊社では確認いたし
かねますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

また、本ページでメールアドレスを登録するだけではｅチケットのURLは
送信されません。チケットのURLを送信するには、「戻る」ボタンを押して、
「入場者一覧画面」の「ｅチケット送信」ボタンを押す必要があります。

※下表の状況欄の見方
アドレス確認中 …
確認済み …

予約番号 99999999999
最終更新日 2021年4月25日 17時32分
ご利用日 2021年５月８日（土）
部屋番号 999号室（定員︓12名）
対戦カード オリックス vs 巨人
開始時間 18:00～
開場時間 16:00～
ご利用人数 8名

お名前（カナ） 必須
No メールアドレス 必須

状況
XXXX XXXX

1 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

2 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
入場者端末 XXXX XXXX

3 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

4 XXXX@XXXXX.COM

契約者端末

利用者端末

・登録内容をご確認いただき、　確定　を押下すると登録したメールアドレスへ確認メールが送信されます。

※【確定】しただけではeチケットURLは送信されませんので、ご注意ください。

登録完了画面

・配信元メールアドレス『no-reply@ocd.orix.jp』から、件名：「【ビスタルーム予約】入場者登録通知」が配信されます。

ryts20002
ハイライト表示



■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫メールアドレス確認メール
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・登録されたメールアドレスへ、メールアドレス確認のための通知が届きます。

・メール内にあるURLをクリックすると、『メールアドレス受信確認』画面が表示されます。

VISTA ROOM ルーム利用者

【注意事項】
本ページにてご登録いただきましたメールアドレスにご利用当日用の
ビスタルームeチケットのURLが記載されたメールを送信いたします。
メールアドレスが間違えていた場合、変更登録後のアドレスにメールが
届かず、ビスタルームのご利用ができなくなりますので、アドレスのご入力
十分ご注意ください。

なお、メールが届いたか届いていないかについて、弊社では確認いたし
かねますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

また、本ページでメールアドレスを登録するだけではｅチケットのURLは
送信されません。チケットのURLを送信するには、「戻る」ボタンを押して、
「入場者一覧画面」の「ｅチケット送信」ボタンを押す必要があります。

※下表の状況欄の見方
アドレス確認中 …
確認済み …

予約番号 99999999999
最終更新日 2021年4月25日 17時32分
ご利用日 2021年５月８日（土）
部屋番号 999号室（定員︓12名）
対戦カード オリックス vs 巨人
開始時間 18:00～
開場時間 16:00～
ご利用人数 8名

お名前（カナ） 必須
No メールアドレス 必須

状況
XXXX XXXX

1 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

2 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
入場者端末 XXXX XXXX

3 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

画面一覧へ

契約者端末

利用者端末

【ご注意ください】

受信確認だけでは、eチケットは送信されません。

受信確認後、「入場者登録(ルーム利用者登録)」 画面で

≪状況≫を確認し、eチケット送信の操作を行ってください。

ryts20002
ハイライト表示



■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫ルーム利用者登録画面
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・ メール登録完了後、【状況】が「メールアドレス確認中」の場合はｅチケットの送信はできません。

※「確認済み」になっている、メールアドレスへeチケットの送信が可能となります。

次ページ「eチケット送信」操作を行ってください。

VISTA ROOM ルーム利用者

登録が完了いたしました。

予約番号 99999999999
最終更新日 2021年4月25日 17時32分
ご利用日 2021年５月８日（土）
部屋番号 999号室（定員︓12名）
対戦カード オリックス vs 巨人
開始時間 18:00～
開場時間 16:00～
ご利用人数 8名

お名前（カナ） 必須
■ No メールアドレス 必須

状況
XXXX XXXX

□ 1 XXXX@XXXXX.COM

発券済み
XXXX XXXX

□ 2 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 3 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

入場者端末 □ 4 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 5 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

□ 6 XXXX@XXXXX.COM

確認済み

画面一覧へ

契約者端末

利用者端末

・ 登録した入場者が、送信したメール記載のＵＲＬにアクセスし、受信確認が完了すると、【状況】が「確認済み」に変わります。

ryts20002
ハイライト表示



■ご利用者様向け■　≪入場者登録≫ルーム利用者登録画面
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VISTA ROOM ルーム利用者

【注意事項】
本ページに表示されているメールアドレスにご利用当日用のビスタルーム
eチケットのURLが記載されたメールを送信いたします。メールアドレスが
間違えていた場合、変更登録後のアドレスにメールが届かず、ビスタ
ルームのご利用ができなくなりますので、アドレスのお間違えによる誤
入力には十分ご注意ください。

メールアドレスの修正を行う場合は入場者編集画面（こちら）から
ご修正ください。

なお、eチケットの配信メールが届いたか届いていないかについて、弊社
では確認いたしまかねますので、予めご了承くださいますようお願いいた
します。

また、本ページでメールアドレスを登録するだけではｅチケットのURLは
送信されません。チケットのURLを送信するには、「戻る」ボタンを押して、
「入場者一覧画面」の「ｅチケット送信」ボタンを押す必要があります。

※下表の操作欄の見方
アドレス確認中 … eチケットにアクセスできていないものとなります。
確認済み … eチケットにアクセスを行ったものとなります。

予約番号 99999999999
ご利用日 2021年５月８日（土）
対戦カード オリックス vs 巨人
部屋番号 999号室（定員︓12名）
開始時間 18:00～
開場時間 16:00～
ご利用人数 8名

□ 同一メールアドレスの場合一通にまとめる。

お名前（カナ） 必須
■ No メールアドレス 必須

状況
XXXX XXXX

■ 1 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

■ 2 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

入場者端末 ■ 3 XXXX@XXXXX.COM

確認済み
XXXX XXXX

画面一覧へ

契約者端末

利用者端末

・送信する入場者にチェック☑を入れ、　eチケット送信　 を、押下してください。

・内容を確認し、　送信　 を押下して下さい。

配信元メールアドレス『no-reply@ocd.orix.jp』から、件名：「【ビスタルーム予約】2022-〇-△部屋番号：×××ｅチケットアクセス情報通知」が配信されます。

※「同一メールアドレスの場合一通にまとめる」に☑を入れ、代表される方が取りまとめて受信し、来場する方に転送することも可能です。

ryts20002
ハイライト表示
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配信完了画面

ｅチケット配信メール画面≪個別で送信した場合≫ ｅチケット配信メール画面≪同一のメールアドレスへ1通にまとめた場合≫

■ご利用者様向け■　≪ｅチケット≫配信メールの確認



■ご利用者様向け■　ｅチケットの確認
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・配信されたｅチケットＵＲＬへアクセスすると、ｅチケットＱＲコードが表示されます。ビスタルルーム入場時にご提示ください。

・スマートフォンをお持ちでない方や代理でｅチケットＵＲＬを受信される方はこの画面を印刷し、入場時に印刷したｅチケットを提示してください。

【ご注意】

※ｅチケットや、印刷されたｅチケットは、入場者以外の方に不正に利用されないよう、取り扱いにご注意ください。

※ｅチケットは入場される方ごとに発行されます。他の方のｅチケットをコピーして 入場することはできません。

PC画面

スマートフォン画面



WEB予約システム ご利用者様(幹事様)

よくいただくご質問

契約企業へ予約を依頼したが、ＩＤ・パスワードが届かない。

ご利用者様を登録する際のメールアドレスに誤りがないか、契約企業ご担当者様へご確認ください。

届いたログイン通知の、初期パスワードをコピー＆ペーストしているがログインができない。

パスワードをコピーする際に余分なスペースなどが含まれていないか、ご確認ください。

ログイン通知が届いた端末以外からのログインはできますか？

ＩＤ・パスワードがあれば、他の端末(パソコン、スマートフォン)からもログインは可能です。

ＷＥＢ予約システムのログイン画面は届いたメールのＵＲＬからしかアクセスできないのですか？

ログイン画面のＵＲＬをブックマークするなどしていただいて、ご利用ください。

パスワードを忘れた。ロックされてしまった。

パスワードの初期化を行いますので、ビスタルーム予約係までご連絡ください。

※併せて迷惑メールに振り分けられていないかもご確認ください



「入場者登録」の入力欄が足りない。

「入場者登録」の入力欄はご予約時のご利用人数分しか表示されません。

利用人数の変更はどうすれば良いの？

契約企業ご担当者様へ、人数変更をご依頼ください。
※既に「入場者登録」がされていると変更ができませんので、変更の際は「入場者登録内容」の削除をお願いいたします。

ｅチケットの配信だけすれば良いの？

まずは当日の幹事様情報など、【予約内容編集】から必須事項をご入力いただき、「入場者登録」を行ってください。

当日の入場者のメールアドレスがわからない。幹事でｅチケットを取りまとめたい。

「入場者登録」の登録人数分、すべて同一のお名前・メールアドレスを入力していただく事も可能です。
※ｅチケットに入場者のお名前は表示されません。

子供の「入場者登録」は必要？

チケット対象のお子様は必要です。メールアドレスがない場合は、保護者の方と同一のメールアドレスでご登録ください。

「入場者登録」は必ずしないといけないのですか？

「入場者登録」を行わないと、ｅチケット(観戦チケット)は発行されませんので、必ずご登録ください。



ｅチケット配信後、予約内容(幹事情報など)を変更してもｅチケットは有効？

予約内容を編集されても、ｅチケットは有効です。

無料駐車券もｅチケットの中に含まれているのですか？

無料駐車券は紙チケットとなっております。契約企業ご担当者様へご確認ください。
ご利用の際は、ご予約と駐車券をお忘れのないように、お願いいたします。

「入場者登録」「ｅチケット送信」はいつまで可能？

ご利用日当日でも可能です。

「入場者登録」を行い、確認メールは届いたが登録した入場者にｅチケットが送られてこない。

確認メールのＵＲＬをクリック後、「入場者登録」画面より、「ｅチケット送信」操作を行ってください。
確認メールを送信しただけでは、ｅチケットは配信されません。
≪ご利用者様用 操作マニュアルＰ１６－１８≫をご参照ください。

当日幹事が行くかどうかわからない。登録はどうすれば良いですか？

事前にお分かりの場合は、ＷＥＢ予約システムにて幹事様情報の変更をお願いいたします。
当日幹事様が変更になられた場合は、ビスタルームスタッフへお伝えください。

料理注文画面から、前画面に戻るのはどうすれば良いのですか？

ご注文がない場合でも、【注文反映】を押下してください。前画面へ戻ります。



予約内容の変更はいつまで可能ですか？

締切日のある料理注文など以外は、前日１４時まで可能です。
それ以降の変更については、ビスタルーム予約係にご相談ください。

予約確認書に入力した内容が反映していない。

内容変更後の予約確認書は、ビスタルーム予約係にて内容確認後に反映されますのでタイムラグが生じます。
お急ぎの場合は、ビスタルーム予約係までご連絡ください。

料理注文画面の＋－で数量が入らない

ブラウザ≪インターネットエクスプローラー≫では正常に動作しません。
≪edge≫≪chrome≫またはスマートフォンをご利用ください。

何が間違っているのかわからないけど、エラーが出てしまう…

一時的な問題が発生している場合があります。一度ログアウトいただき再度お試しください。

料理注文をしたのに予約に反映されていない。

数量を＋－で入力後、【注文反映】を押下して下さい。数量入力だけでは注文は確定しません。

その他ご不明な点がございましたら、ビスタルーム予約係までお問い合わせください。

電話番号：(０６)６５８６-３０３０ 受付時間：１０:００～１８:００(お電話の際は、休館日にご注意ください)

■ＷＥＢ予約システム操作マニュアルもあわせて、ご覧ください■
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