
バンビオ予約ガイド

はじめて
ご予約される方へ
施設の予約方法や必要な手続きについて

長岡京市中央生涯学習センター
（指定管理者　大阪ガスビジネスクリエイト株式会社）

〒６１７－０８３３　長岡京市神足２－３－１ バンビオ1番館内
TEL ０75－963－５500 / FAX 075－963－5504

http://www.bambio-ogbc.jp/

長岡京市中央生涯学習センター
(指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社）

長岡京市中央生涯学習センターへのアクセス

ルートマップ

公共交通機関でお越しの方

お車・自転車でお越しの方

JR大阪駅から JR京都線快速（東海道本線）→約30分

JR京都駅から JR京都線各停（東海道本線）→約10分

阪急長岡天神駅から 阪急長岡天神駅から徒歩15分
阪急長岡天神駅東口を出て、天神通りを東へ真っすぐ

京都市バス バス停JR長岡京東口から徒歩3分

阪急バス バス停JR長岡京から徒歩1分

最寄の駐車場 隣接する長岡京市営長岡京駅西駐車場（バンビオ2番館・有料）
※センター利用者への駐車料金の割引等はございません。

最寄の駐輪場 バンビオ2番館西側（無料）

JR長岡京駅西口から徒歩2分
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利用者登録

■登録手続きに必要な書類

ご来館
各種書類提出

審査
（2日間）

内容確認書
のお渡し※

インターネットでの
抽選申込・仮予約
が可能に！

①「長岡京市公共施設予約システム　利用者登録申請書」

②「中央生涯学習センター施設利用内容確認書」

③代表者（施設利用時の責任者）の身分証
※登録する方の氏名・住所が確認できるもの
※代理の方が手続きされる場合は、委任状・代表者の身分証コピーが必要です。

④団体の概要がわかる資料
※チラシ・パンフレット、またはホームページをプリントアウトしたもの

⑤団体構成員名簿（メインホールを利用する長岡京市内の団体のみ）
※様式自由・団体の役員等3名以上の名簿

①、②、は窓口でお受け取りいただくか、長岡京市のホームページからダウンロードできます。

予約システムのご利用に
必要な登録IDを発行します。

※内容確認書は、ご来館・登録手続きの2日後以降であれば、
　いつでもお渡しできます。（有効期限にご注意ください）
※お渡しの際には、身分証で登録者の本人確認が必要です。

当センターを予約する前に必要な登録です。
インターネットを利用した「京都府・市町村共同公共施設案内予約システ
ム（以下、予約システム）」にて、空き状況の確認や、抽選予約・仮予約を
することが可能になります。

■開館時間
利用時間　9:00 ～ 22:00（受付は 21:30 まで） 
休 館 日　12月 28日～ 1月 4日 

■利用対象者
長岡京市内・市外、及び個人・団体・法人を問わず、どなたでもご利用いただけます。（地域加算あり）

■利用できる内容
生涯学習活動、営業活動など幅広い目的でご利用いただけます。（営利・商業宣伝加算あり）
※公序良俗に反するものは除きます。

　 注意事項
全館禁煙です。喫煙所もありません。
火気厳禁です。IH・ホットプレート等の使用も禁止です。（食工房・配膳室を除く）

■施設の予約
施設の予約には、事前に窓口での利用者登録が必要です。（詳細は 2ページ）
電話での抽選申込・仮予約・本予約はできません。
施設使用料は本予約時に窓口でお支払いいただきます。（現金のみ）
※受付期間・予約手順については３～ 6ページをご覧ください

■利用時間について
利用時間とは、窓口でカギをお渡ししてから、窓口にカギをご返却いただくまでの時間です。

※部屋までの移動、準備、撤収、清掃、原状復帰作業等の時間が含まれます。
※準備・片付けの時間も充分に考慮してご予約ください。
　
【開始時】前の利用者の有無にかかわらず、予約した利用時間になってからカギをお渡しします。

【終了時】後の利用者の有無にかかわらず、利用時間が終了するまでにカギをご返却ください。　
※利用時間内でカギを受け渡しできないと、他の利用者のご迷惑となります。
　お互いに気持ちよく、また公平にお使いいただくために利用時間の厳守にご協力ください。

長岡京市中央生涯学習センターとは…
幅広い市民の生涯学習意欲に応え、自主的文化的な創造活動の場を提供する目的で設置されました。 
利用者のニーズに合わせて多様な利用内容でお使いいただける施設です。
　

こんな場所にあります。～住み続けたい　みどりと歴史のまち　長岡京～
JR 長岡京駅のすぐ西側にあるバンビオ 1 番館に、長岡京市中央生涯学習センターがあります。遠
くには地域名産の筍を産出する西山連山が見え、少し足をのばせば細川ガラシャゆかりの勝竜寺城
公園や、乙訓地域最大規模の古墳・恵解山古墳があります。また、隣のバンビオ 2 番館に商業施設
と有料駐車場があり、目の前には市民憩いの場の広場公園もあります。

長岡京市中央生涯学習センターとは…
幅広い市民の生涯学習意欲に応え、自主的文化的な創造活動の場を提供する目的で設置されました。 
利用者のニーズに合わせて多様な利用内容でお使いいただける施設です。
　

こんな場所にあります。～住み続けたい　みどりと歴史のまち　長岡京～
JR 長岡京駅のすぐ西側にあるバンビオ 1 番館に、長岡京市中央生涯学習センターがあります。遠
くには地域名産の筍を産出する西山連山が見え、少し足をのばせば細川ガラシャゆかりの勝竜寺城
公園や、乙訓地域最大規模の古墳・恵解山古墳があります。また、隣のバンビオ 2 番館に商業施設
と有料駐車場があり、目の前には市民憩いの場の広場公園もあります。



3 4

メインホール

メインホール

「地域振興枠」と「総合枠」の２種類のご利用対象枠があります。

長岡京市内の団体が、地域の生涯学習振興を主たる目的に、講演会、コンサート、
研修会等を催す場合のみ、所定の申込対象日を７ヶ月前から申込できます。

利用する月の7ヶ月前の20日から月末まで先着順で申込ができます。
※インターネットでの申込はできません。

※事前に利用者登録（２ページ）が必要です。

申込対象日（曜日）は、各月第2水・第２土・第2日・第4水・第4土・第4日です。

長岡京市内・市外にかかわらず、どなたでも申込可能です。総合枠

窓口申込のみ

利用する月の5ヶ月前の1日から利用日の6日前まで申込ができます。
※毎月1日（但し1月は5日）は朝8時50分に予約順を決める抽選を行います　（8時30分～受付開始）。

８回まで抽選申込ができます。
※同日内で、午前・午後・夜間区分の３区分までの申込を１回とします。
※同日・同区分に複数申込むことができます。

インターネットでの申込

①6ヶ月前からの抽選申込

施設の予約について（申込日・申込方法のご案内）

②仮予約

窓口での申込

備品使用料のお支払
（利用のある場合）

ご利用当日

予約システムで
抽選申込

ご来館のうえ本予約
施設使用料の
お支払い

当選発表
予約システムで

確認

毎月1日～10日
（但し1月は5日～10日）

毎月15日 毎月15日～25日
ご利用当日

利用する月の5ヶ月前の1日から利用日の13日前まで仮予約ができます。

予約システムで
空き状況の確認

仮予約
予約システムで

申込

ご来館のうえ本予約
仮予約申込日を含め７日以内
に施設使用料のお支払い

※期間内に本予約の手続きが無い場合
は当選が無効になります。
※控室などとして利用する、同時間帯の
時間貸し施設も同時に予約できます。

※期間内に本予約の手続きが無い場合は
仮予約が取り消しされます。

ご来館 空き状況
の確認

予約システムでも
確認できます。 本予約 施設使用料の

お支払い

地域振興枠

本予約
施設使用料のお支払い

抽　選
1 階受付にて

当選者決定申込多数の場合

1団体の申込

利用する月の７ヶ月前の20日
8時30分～ 9時～ 

ご来館
抽選申込

ご利用当日

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

ご利用当日

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

「学びたい！」「教えたい！」「見てほしい！」という意欲にお応えします。
発表会、展示会、料理教室など様々な目的でご利用いただけます。

・午前（9時～12時） ・午後（13時～17時） ・夜間（18時～22時）の区分単位で予約できます。

・1時間単位（9時～22時）で予約できます。

予約システムで
①利用する月の６ヶ月前から抽選申込　
②利用する月の５ヶ月前から仮予約

区分貸し施設 … メインホール、市民ギャラリー１・2、特別展示室

時間貸し施設 … 会議室１、食工房、和室など、計17部屋　
｝ができます。

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）
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市民ギャラリー１・２／特別展示室 時間貸し施設

インターネットでの抽選申込・仮予約はできません。
窓口での仮予約もできません。

窓口で
①利用する月の6ヶ月前から抽選申込ができます。
　※企画書・チラシ等、開催内容のわかる資料を提示してください。
②利用する月の5ヶ月前から申込ができます。

①６ヶ月前からの抽選申込

②5ヶ月前からの申込

窓口申込のみ

毎月1日～10日
（但し1月は5日～10日） 毎月14日 毎月15日～25日

窓口で
抽選申込

当選発表
窓口で
公開抽選

ご来館のうえ
本予約

施設使用料の
お支払い

※期間内に本予約の手続きが無い場合は当選が無効になります。
※落選された場合でも、15日～25日の間であれば、空き区分の申込ができます。

※14日の来館は不要です。
※センターのホームページでも発表します。

ご来館 空き状況
の確認

予約システムでも
確認できます。 本予約 施設使用料の

お支払い

ご利用当日

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

ご利用当日
備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

※事前に利用者登録（２ページ）が必要です。

利用する月の2ヶ月前の1日から利用当日まで申込ができます。
※毎月1日（但し1月は5日）は朝8時50分に申込順を決める抽選を行います。（8時30分～受付開始）
　窓口での申込回数に制限はありません。

8回まで抽選申込ができます。
※同日内での連続する申込を１回とします。
※同日・同施設・同時間に複数申込むことができます。

インターネットでの申込

①3ヶ月前からの抽選申込

②仮予約

窓口での申込

ご来館のうえ本予約

毎月1日～10日
（但し1月は5日～10日） 毎月15日 毎月15日～25日

ご利用当日

利用する月の2ヶ月前の1日から利用日の10日前まで仮予約ができます。

予約システムで
空き状況の確認

仮予約
予約システムで

申込

ご来館のうえ本予約
仮予約申込日を含め７日以内
に施設使用料のお支払い

※期間内に本予約の手続きが無い
場合は当選が無効になります。

※期間内に本予約の手続きが無い場合は
仮予約が取り消されます。

ご来館 空き状況
の確認

予約システムでも
確認できます。 本予約 施設使用料の

お支払い

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

ご利用当日

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

ご利用当日

備品使用料の
お支払い

（利用のある場合）

予約システムで
空き状況の確認

当選発表
予約システムで

確認

ご来館のうえ本予約
施設使用料の
お支払い

予約システムで
①利用する月の３ヶ月前から抽選申込
②利用する月の２ヶ月前から仮予約

1団体・個人（同一の催事）につき1回まで抽選申込ができます。
※市民ギャラリー１か、市民ギャラリー２どちらかだけを申込する場合は、講演会、
　会議等、大きな音が出る内容は申込をお断りする場合があります。

利用する月の5ヶ月前の1日から利用日の6日前まで先着順で申込がで
きます。
※毎月1日（但し1月は5日）は朝8時50分に申込順を決める抽選を行います。（8時30分～受付開始）

窓口での申込回数に制限はありません。

１日目
（支払当日） …

…

…

7日目 … … …30日目 31日目 6日前 5日前 前日 使用日使用日
7日前8日目

全額返金
（支払から30日目まで）

半額返金
（使用日の6日前まで） 返金なし

全額返金
（支払から7日目まで） 半額返金（使用日の7日前まで） 返金なし

変更

中止

※変更は１回のみ。変更後に中止されても返金はできません。

●区分貸し施設（メインホール・市民ギャラリー・特別展示室）変更・中止時の返金額について

１日目
（支払当日） …

…

…

7日目 … … 使用日使用日
前日8日目

全額返金
（支払から7日目まで） 半額返金（使用日前日まで）

半額返金（使用日前日まで）

返金
なし

返金
なし

変更

中止

※変更は１回のみ。変更後に中止されても返金はできません。

●時間貸し施設　変更・中止時の返金額について

｝ができます。

＊各月8回まで申し
　込めます。

bambio-004
テキスト ボックス
仮予約は窓口予約分と合せて利用月につき8件まで申し込めます。9件以上のご予約は窓口受付のみ可能です。


