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岡山県立美術館                      

「高畑勲展高畑勲展高畑勲展高畑勲展－日本のアニメーションに遺したもの」日時予約手順 

 

 岡山県立美術館で８月１日(土)から開催される特別展「高畑勲展－日本のアニメーション

に遺したもの」は、新型コロナウイルス感染の拡大を防止するため、“３密”を回避し、皆様

に安心してご観覧いただくため、１５分毎の完全日時予約制を採用しています。 

 日時予約の方法は、お手持ちのパソコンやスマホ等で、当館のホームページ等から専用の

予約サイトにアクセスして行っていただく、インターネット予約（ＷＥＢ予約）方式です。 

 予約サイトにアクセスいただければ、あとは画面の指示に従って簡単に予約登録できると

思いますが、『インターネット予約（ＷＥＢ予約）は初めて。』という方につきましては、以

下の手順書をご参考になさってください。 

（※画面は開発中のもので、パソコン版のものです。スマホ版の画面・操作も、基本的に同じです。） 

 

[１] 予約サイトへのアクセス方法 

 
<方法●１１１１：岡山県立美術館のホームページからアクセスする方法> 

ア ブラウザを開いて、「岡山県立美術館」で検索 

 （アドレスバーに「https://okayama-kenbi.info/」と直接入力してもＯＫ） 

イ 岡山県立美術館のホームページが開いたら、トップページのバナーをタップ・クリック 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ココを、ココを、ココを、ココを、    

    タップ・クリック！タップ・クリック！タップ・クリック！タップ・クリック！    

予約サイトに移動予約サイトに移動予約サイトに移動予約サイトに移動 

<<岡山県立美術館のホームページ> 
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<方法●

2222：「高畑勲展」公式ホームページからアクセスする方法> 

ア ブラウザを開いて、「高畑勲展」で検索 

 （アドレスバーに「https://takahata-ten.jp/」と直接入力してもＯＫ） 

   

 

  

 
<方法●３３３３：専用予約サイトに直接アクセスする方法> 

ア ブラウザを開いて、アドレスバーに「https://www.e-tix.jp/okayamakenbi/」と直

接入力 

イ 右の QR コードをスマホ等のカメラで読み取っても OK  

 

 

 

ココから、ココから、ココから、ココから、    

予約サイトに移動予約サイトに移動予約サイトに移動予約サイトに移動 

<専用予約サイト> 

 

<「高畑勲展」公式ホームページ> 
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[２] 予約サイトでの登録操作手順（TOP ページ：https://www.e-tix.jp/okayamakenbi/） 

 <●１１１１：TOP 画面> 

 

 

 

<※TOP 画面下部の注意事項の例> 

 

 

 

 

 

○専用予約サイトの TOP 

 ページです。 

○     ボタンをタップ・

クリックすると、「予約日時

選択画面」に移動します。 

○予約には、住所、氏名、電話

番号のほか、お手持ちのス

マートフォン等のメールア

ドレスが必要となりますの

で、あらかじめご用意をお

願いします。 

○     ボタンが見あた

らない場合は、画面を下方

向にスクロールしてくださ

い。 

 

 

○画面下部に予約に関する

ことや、新型コロナウイルス

感染の拡大防止のため、観覧

者の皆様にご協力いただき

たい内容など、様々な注意事

項を記載していますので、こ

れらも、しっかりお読みくだ

さい。 

   

 

（※画面下方向にスクロール） 
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<●

２２２２：予約日時選択画面> 

 

  

 

○予約日時の選択画面です。 

○この画面では、次の手順に

より予約の空き状況を確

認し、ご希望の日時をご指

定ください。 

<予約日時の指定手順> 

①①①① 予約したい日を画面右の

カレンダーから選択してく

ださい。 

 - 水色の日付のみ選択可能

です。 

 - ９月のカレンダーを表示

させるには、カレンダー

の右肩の「>>>>」をタップ・

クリックしてください。 

②②②② 日付を選択すると、カレ

ンダー下の［空き時間状況］

欄に、「ご来場時間を選択し

て下さい ▼」と表示され

るので、、、 

③③③③ 末尾の「▼」をタップ・

クリックすると、当日の予約

状況の一覧が表示されます。 

④④④④ 時間ごとの空き状況を確

認し、予約したい時間をタッ

プ・クリックしてください。 

⑤⑤⑤⑤ 選択した時間が、［空き時

間状況］欄に表示され、、、 

⑥ その下の    ボタン

が     に変わります。 

⑦⑦⑦⑦ ⑤の予約日時表示を確

認し、誤りがなければ、  

ボ   をタップ・クリッ

クしてください。 

- ここでいう「チケット」と

は、『入場予約票』のこと

であり、『観覧券』のこと

ではありません。 

- 『観覧券』は、別途、コン

ビニ等で、お買い求めく

ださい。 

  

  

 

 

①①①①    予約したい

日付をタップ 

  ・クリック 

③③③③    ここの「▼▼▼▼」

をタップ・クリ

ック 

④④④④    予約したい 

時間をタップ・ 

クリック 

チケットチケットチケットチケット選択選択選択選択    

 

⑦⑦⑦⑦    このボタンが 

 青色になったら、 

タップ・クリック 

                    予約予約予約予約を承る時間はを承る時間はを承る時間はを承る時間は、、、、ご指定の時ご指定の時ご指定の時ご指定の時    

間か間か間か間から１５ら１５ら１５ら１５分間分間分間分間ですですですです。。。。上記の上記の上記の上記の例で例で例で例ではははは、、、、

11111111：：：：0000 0000 からからからから展示場にご入場いただく展示場にご入場いただく展示場にご入場いただく展示場にご入場いただく    

ことができますがことができますがことができますがことができますが、、、、11111111：：：：15151515 をををを過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ

ますとますとますとますと、、、、ご入場いただくことができご入場いただくことができご入場いただくことができご入場いただくことができ    

なくなくなくなくなりますなりますなりますなりますので、ので、ので、ので、ごごごご注意注意注意注意ください。ください。ください。ください。 

ご注意 

1 

⑤⑤⑤⑤    選択した 

予約時間が

表示される。 
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<●３３３３：予約人数指定画面>  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

○次の手順により予約人数

をご指定ください。 

- １回の申込みで予約でき

る人数は、６名様までに

限らせていただきます。 

- また、前画面でご確認い

ただいた空き人数を超え

ることはできません。 

<予約人数の指定手順> 

①①①① ［チケット枚数］欄右の数

字枠内の「▼」をタップ・

クリックしてください。 

②②②② 予約したい人数を、一覧

から選択してくだ

さい。 

③③③③ 予約人数を確認し、 

［     ］ボタンをタッ

プ・クリックしてください。 

 
<●

４４４４：予約日時、予約人数確認画面>  

 

 

 

 

○次の手順により予約日時、

予約人数を確認ください。 

<確認手順> 

①①①①    内に「予約日時」が

正しく表示されているか、確

認してください。 

②②②② 同じ内容の表示が、予約

した人数分表示されている

か、確認してください。 

③③③③ 良ければ、   ボタンを

タップ・クリックしてくだ

さい。 

【予約日時の変更方法】 

-［全て取消］をタップ・クリックし

て前画面に戻り、さらにブラウ

ザの［戻る］ボタンで、<画面●
２２２２ >

に戻る。 

【人数を１名減らす方法】 

-［取消］をタップ・クリック 

【人数を追加する方法】 

-［同じチケットを追加する］をタッ

プ・クリックして前画面に戻り、

追追追追加加加加人数を指定する。 

 

①①①①    ここの「▼▼▼▼」

をタップ・クリ

ック 

<※拡大図>

 

②②②②    予約したい

人数を選択 

③③③③    予約人数を確認

して、このボタン

をタップ・クリック 

①①①①    予約した日時が

正しいか、確認 

１１１１人人人人分分分分 

2222人人人人分分分分 

②②②②    予約した人数分

の表示がある

か、確認 

③③③③    予約日時、予約人数

を確認して、このボタ

ンをタップ・クリック 

ご注意 

[[[[取消]]]]は､､､､

その人の分

を削除しま

す。[[[[全て取

消]]]]は、前の

画面に戻り

ます。 

人数を増や

す場合 
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<●５５５５：お客様情報登録＆予約申込み決定画面>  

 

  

 

 

 

 

 

 

○お客様情報の登録と、最終

的な予約申込みの決定画面 

<登録＆予約申込み決定手順> 

①①①① お客様の、次の情報を入

力してください。 

ア メールアドレス 

- ｢ご予約確認メール」の

送信先となりますので、

よくお確かめの上、ご

入力ください。 

-［確認のための再入力］

欄ではコピー＆ペース

トは使えません。 

イ お名前（姓／名） 

ウ 郵便番号、住所 

- 郵便番号と住所は連動

していません。それぞ

れ、個別にご入力くだ

さい。 

- 郵便番号は、「-」で区切

ってご入力ください。 

エ 電話番号 

- 携帯の番号等、日中に

ご連絡がつく番号をご

入力ください。 

②②②② 「利用規約」もしっかりお

確かめください。 

③③③③ 上記「利用規約」に同意す

る旨、チェックを入れてく

ださい。 

- 「利用規約」への同意

チェックを入れないと、

チケットのお申込みは、

できません。 

④④④④               ボタンを

タップ・クリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    メールアドレス、

氏名、住所、電話

番号等のお客様情

報を登録 
必 須 

②②②②    利用規約をスク

ロールして、内容

を確認する。 

③③③③    利用規約に同意

する旨、チェック

を入れる。 

④④④④    このボタンをタップ・

クリックして予約を

申し込む。 

必 須 

必 須 

必 須 
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<●６６６６：予約申込み完了のお知らせ画面>  

 

 

 

 

○この画面が表示されたら、

予約のお申込みは、完了で

す。 

○前画面で登録したメール

アドレスあてに、「ご予約

確認メール」が自動送信さ

れます。 

○メールの確認前に、まず

は、「お申込み番号」をメモ

してください。 

- 迷惑メールの受信拒否

設定等が行われている

場合、「ご予約確認メー

ル」が受信できない場

合があります。その際

にお問合せいただく場

合に、この「お申込番

号」が必要となります。 

○               ボタンを、

タップ・クリックしてくだ

さい。 

 
<●７７７７：チケット（=入場予約票）表示画面>  

 

○高畑勲展の「入場予約票」です。 

○「入場予約票」は、展覧会場にご

入場いただく際に、会場入口で係

員にご提示ください。 

- 展覧会場へのご入場には、別

途「観覧券」が必要です。 

○入場予約票は、予約された人数分

のページが表示されます。 

- 各ページは、QR コード下の

10桁の数字が異なっています。 

- 各ページは、それぞれ、お一人

様、１回限り有効です。 

- ご来場の際は、番号が異なる、

人数分の入場予約票をご持参

ください。 

○「入場予約票」は、この画面から

印刷して使用することができます。 

○予約申込み時に登録したメールア

ドレス宛てに送付した「ご予約確

認メール」から、お手持ちのスマ

ホ画面にこの「入場予約票」を表

示させて使用することもできま

す。 

 

この番号を控えておく。 

    このボタンをタップ・クリックす

ると、「入場予約票」が表示さ

れ、印刷することができます。 

１１１１人人人人分分分分 

2222人人人人分分分分 

    個別のシリアル番号 
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<●８８８８：ご予約確認メール>  

 

○予約のお申込みが完了した際、お

申込み時にご登録いただいたメー

ルアドレス宛に自動的に送信され

る「ご予約確認メール」です。 

○スマホやタブレット等で、このメ

ール中程に記載の URL にアクセ

スすると、<画面●７７７７ >と同じ「入場

予約票」が表示されます。（パソコ

ンでも同じ。） 

○「入場予約票」は、スマホやタブ

レット等の画面上に表示した状態

でもご使用いただけます。 

○パソコンでお申込みの場合は、こ

の「ご予約確認メール」をお手持

ちのスマホやタブレット等に転送

してご利用ください。 

 

<予約をキャンセルする場合> 

①①①① この「ご予約確認メール」を、次のと

おり、当館あてに「転送転送転送転送」してくだ

さい。 

ア 転送先： 

kenbi@pref.okayama.lg.jp 

イ 転送メールの件名： 

  “高畑勲展のキャンセル” 

 ※「ご予約確認メール」を「返信返信返信返信」した場

合、当館には「返信メール」が届かないた

め、必ず「転送転送転送転送」とするよう、お願い

します。 

②②②② ご予約の一部をキャンセルしたい場

合（例えば、３名でご予約のうち、１名

分をキャンセルしたい場合など）は、

「転送メール」の本文に、次の内容を記

載してください。 

ア キャンセルしたい人数 

イ キャンセルしたい人数分のシリア

ル番号 

 ※１：シリアル番号は、10 桁の番号で、

「ご予約確認メール」の「■明細：」

部に、「シリアル番号: xxxxxxxxx 

x」と記載されています。また、「入

場予約票」のＱＲコードの下にも

番号のみ記載されています。 

 ※２：ご指定のシリアル番号（入場予約

票）は使用できなくなりますので、

ご来場の際は、ご注意ください。 

 

１１１１人人人人分分分分 

2222人人人人分分分分 

    ここをタップ・クリックする

と、<画面●７７７７ >と同じ「入場予

約票」が表示される。 


