
とうきょう元気堆肥予約申し込みシステム
操作手順マニュアル

公益財団法人東京都農林水産振興財団

当システムの概要

とうきょう元気堆肥予約申し込みシステム ( 以下当システム ) は、公益財団法人東京都農林
水産振興財団による「とうきょう元気堆肥」事業に基づき製造された優良堆肥を販売するに
あたり、カレンダーを用いて堆肥の受け取り日を指定してお申込みを行うことができます。

当システムを用いて、事前に受取日のご予約を行った後、受取日当日に当センターに
お越しください。

堆肥の販売代金はご予約完了時に当システム上でお知らせしますので、
受取日当日に、当センターにて代金をお支払いください。

また当システムのフォームでご予約できる日程は、1日毎となります。
当月内に複数の日程で受け取りをご希望の方は、お手数ですが各日程ごとにお申込みを完了
していただきますようお願い致します。

当システムのトップページ

https://genkitaihi.com/

「とうきょう元気堆肥」事業の概要

[ 参考ページ ]

https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/1200.html

「とうきょう元気堆肥」の販売について
https://www.tokyo-aff.or.jp/site/business/1201.html
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ご予約開始まで

ご予約開始は下記ページの販売受付カレンダーをご覧ください。
https://tokyo-aff.or.jp/site/business/1201.html
今月のご予約開始日については、毎月当システム下部のニュース欄にて発表いたします。
なお、ご予約は「東京都認定農業者」の方の先行予約期間の後に、
一般予約期間となりますのでご了承ください。

※画面例 ( 予約開始日前の画面 )

※画面例 ( 画面下部／販売数量の表示 )

※画面例 ( 予約開始日後の画面 )

また堆肥の販売にあたり下記の制限を行っています。
・月間販売数量
・1日当たりの袋詰め販売数
・お申込み者 1人にあたり最大数量
詳しくは月初めにニュース欄にてお知らせします。 
ご予約は先行予約順となっており、月間販売数量に達しますと、当月の予約が終了
いたします。ご予約可能期間内は、画面下部に今月の販売数量、および残り数量を
表示していますのでご参考ください。
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※画面例 ( 月間表示での表示例 )

※画面例 ( 週間表示での表示例 )

トップ画面／ご予約開始（カレンダーから日程の選択）

ご予約可能期間は、当システムトップページにカレンダーが表示されますので、
ご希望の日、または日時をお選びください。

カレンダー上にご予約の空き状況が表示されますのでご参考の上、ご希望の日、ま
たは日時をクリック ( またはタップ )してください。

カレンダー上部の「月間表示」または「週
間表示」タブから、
カレンダーの表示形式を切り替えることも
できます。

現在の空き状況に応じてアイコンが表示さ
れています。
月間表示の場合は日付ごとの状況、
週間表示の場合は時間枠までの状況を確認
することができますので、

お好みの表示画面内で日付、または時間枠
をご選択し、次の画面にお進みください。
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※画面例 ( 会員ログインフォーム )

ステップ１／登録情報の確認 ( 会員ログイン )

次の画面では、会員ログインが必要です。

○会員本登録済みの方
・すでに会員本登録済みの方は、ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを
　入力して「ログイン」をクリック ( またはタップ )してください。

○会員仮登録の方
・会員登録申請を行った直後は、「仮登録」の状態のため、お申込できません。
　会員登録お申込みより 3営業日以内に事務局にて審査を行った後「本登録」と
　なりますので今しばらくお待ちください。

○会員未登録の方
・お申込みに先立ち会員登録が必要となりますので、「新規会員登録はこちら」
　をクリック ( またはタップ ) し、次ページからをご参考に会員登録を行って
　ください。

会員本登録済みの方は、
ご登録済みのメールアドレスとパスワー
ドを入力して「ログイン」ボタンをクリッ
ク ( またはタップ ) してください。

※もしご登録いただいたパスワードを忘
れてしまった場合は、画面内の「パスワー
ドを忘れた方」をクリック ( またはタッ
プ ) して、パスワードの再発行へとお進
みください。
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※画面例 ( ご利用会員登録・メールアドレスの確認 )

会員登録の流れ (1)

まだ会員登録をされていない方は、会員登録へとお進みください。

まず初めにお使いのメールアドレスを入
力して、画面下部の「次へ進む」ボタン
をクリック ( またはタップ ) してくださ
い。

※もしご入力した内容に不備がある場合
は、画面内に 黄色 で不備の内容が表示
されますので、不備を解消してから、再
度「次へ進む」ボタンをクリック ( また
はタップ ) してください。

※もし上記のメールが届かない場合は、メールアドレスが間違っている、または迷惑メー
ルフォルダに入っているなどが考えられます。メールアドレスが間違っていないか、また
はメールソフトの設定等をご確認ください。

と書かれている項目は、入力が必須の項目となります。

ご入力いただいたメールアドレス宛に、
「とうきょう元気堆肥 メールアドレスの確認」という件名のメールが届きます。
本文に記載されたURL にアクセスしてください。

とうきょう元気堆肥予約システムをご利用いただき、 ありがとうございます。

ご利用会員登録を進めるため、 メールアドレスの確認を行います。

以下のリンクをブラウザーで開いて、 ご利用会員登録フォームへお進みください。

https://taihi.app.preview01.com/entry?m=yourname@domain.com&k=abcdefg#/step3

メール文面例：

クリック ( またはタップ ) してください。
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※画面例 ( ご利用会員登録・メールアドレスの確認 )

会員登録の流れ (2)

メール文面中のURL にアクセスしたら、引き続き会員登録をお進みください。

画面下部の「会員登録フォームへ進む」
ボタンをクリック ( またはタップ ) して
ください。

と書かれている項目は、入力が必須の項目となります。

※画面例 ( ご利用会員登録・ご利用者情報の入力 v)

ご利用者様の基本情報のご入力が完了し
たら、画面下部の「次へ進む」ボタンを
クリック ( またはタップ ) してください。

※もしご入力した内容に不備がある場合
は、画面内に 黄色 で不備の内容が表示
されますので、不備を解消してから、再
度「次へ進む」ボタンをクリック ( また
はタップ ) してください。
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※画面例 ( ご利用会員登録・メールアドレスの確認 )

会員登録の流れ (3)

今後の堆肥予約システムの安定運営に活
用するため、アンケートにご協力くださ
い。

画面下部の「ご登録内容を確認する」ボ
タンをクリック ( またはタップ ) してく
ださい。

ご登録内容を確認していただきました
ら、「この内容で仮登録」ボタンをクリッ
ク ( またはタップ ) してください。

※画面例 (ご利用会員登録・登録内容の確認 )
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会員登録の流れ (4)

ご入力いただいたメールアドレス宛に、
「とうきょう元気堆肥 会員登録申請」という件名のメールが届きます。

会員登録申請完了
( 仮登録 )

ご入力いただいたメールアドレス宛に、
「とうきょう元気堆肥 会員本登録完了通知」という件名のメールが
届きます。

会員登録完了
( 本登録 )

3 営業日以内

こちらで会員登録 (本登録 ) が完了です。
引き続き堆肥お申し込みへお進みください。



※画面例 ( ステップ２／お申込内容の入力 )

ステップ１の画面でログインすると、引き続きお申込み内容の入力へ進むことがで
きます。
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ステップ２／お申込内容の入力

ログインした会員情報の内容をご確認く
ださい。
情報をご確認の上、正しい情報が表示さ
れていることを確認してから、「次へ進
む」ボタンをクリック ( またはタップ )
してください。

※もし情報に変更がある場合は、あらか
じめ「会員登録情報を変更する」ボタン
をクリック ( またはタップ ) して、情報
の変更を行ってください。



梱包タイプをお選びください。
 「バラ積み」ではトラックに直接積載、 
「10kg 袋」または「20kg 袋」の場合は 
袋詰めされています。 
袋詰めの場合、1 日の販売数量に上限が
あるためバラ積みより少なくなります。

※画面例 ( ステップ２／お申込内容の入力 )

ステップ１の画面でログインすると、引き続きお申込み内容の入力へ進むことがで
きます。

と書かれている項目は、入力が必須の項目となります。
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ステップ２／お申込内容の入力

※カレンダーで選択した受け取り希望日
が表示されています。
ご希望の時間帯に空きがない場合は、他
の希望日を選択してください。

※当日受け取りになる車種を選択してく
ださい。
「貸出トラック」をご選択の場合は後述
します。

※当日受け取りになる時間帯を選択して
ください。

該当の日に、すでに他の方がご予約済み
の時間帯の場合は「×」アイコンが表示
され、選択することができません。

当日内で複数回受け取りに来られる場合
は、それぞれの時間を選択してください。
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※ご希望数量は、各種条件や空き条件に
基いた最大数量までをご選択いただけま
す。
（日程や条件によってご選択いただける
最大量は異なります）

数量右側には選択いただいた数量の場合
の代金を表示しています。
代金は当日お受け取り時にお支払いいた
だきますので、
あらかじめ当画面でご参考ください。

※もし当日受け取り時のご連絡事項がご
ざいましたらこちらにご入力ください。

ご入力が完了したら、画面下部の「お申込内容を確認する」ボタンをクリック ( またはタップ ) してください。

※もしご入力した内容に不備がある場合は、画面内に 黄色 で不備の内容が表示されますので、不備を解消
してから、再度「次へ進む」ボタンをクリック ( またはタップ ) してください。



※画面例 ( ステップ２／貸出トラックの場合 )

堆肥お受け取り時に、当センターが貸出するダンプトラックをご使用になる方は、
「ご希望車種」から「貸出ダンプ」をご選択ください。

・貸出ダンプは 2t トラック (1 台 )となります。
・貸出は無料です。
・貸し出しは、各日「午前枠」「午後枠」の 2枠で行っており、該当の日の予約が
埋まりますと選択することができません。
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ご参考／「貸出トラック」の場合

※ご希望車種「貸出ダンプ」を選択され
ると貸出時間の選択欄が表示されます。

「午前枠」「午後枠」からお選びください。

もし午前と午後に分けて複数回お受け取
りになる場合は、両方お選びください。

※ご希望の方は「貸出ダンプ」をお選び
ください。

※当日受け取りになる時間帯を選択して
ください。

貸出トラックをご希望する時間帯のみ選
択が可能です。



※画面例 ( ステップ３／お申込内容の確認 )

最後に、お申込内容を確認いただき、内容を確定する場合は「この内容で確定する」ボタンを
クリック ( またはタップ ) してください。

※もしご入力した内容に変更・訂正がある場合は、「戻る」をクリック ( またはタップ ) して
いただき、情報をご変更の上、再度お進みください。
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ステップ３／お申込内容の確認



※画面例 ( ステップ４／お申し込み完了 )

お申し込みが完了しました。
お申込み頂いた内容の控えが、ご入力いただいたメールアドレス宛に送信されていますので、
お使いのメールソフト等にてご確認ください。

受け取り希望日当日に、当センターまでお越しください。
もしお申し込み後に内容の変更や訂正・キャンセルがある場合は、当センターへお電話でご連
絡ください。

○ お申込内容についてのご連絡・ご質問：
事業課　有機農業堆肥センター（直通）

Tel：0428-33-3997
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ステップ４／お申込完了

○ 当日受け取り場所：
東京都有機農業堆肥センター

住所：青梅市新町 6-7-1



※画面例 ( マイページ・トップページ )

会員としてログインしていただくと、マイページより、各種お手続きを行っていただくことが
できます。

ログインをしていただいた状態では、画面右上に「マイページ」および「ログアウト」のリン
クが表示されています。こちらのリンクをクリック（またはタップ）していただくき、マイペー
ジへとお進みください。

マイページでできることは以下の 3つです。

・お申し込み履歴の確認
　当月、または以前に堆肥のお申込みをいただいた内容を確認していただけます。

・会員登録内容の変更
　会員として登録している住所・連絡先など各種情報に変更があった場合は、
　こちらのページより情報の変更をお願い致します。

・ログアウト
　こちらをクリック ( またはタップ ) していただくと、ただちにログアウトを行います。

とうきょう元気堆肥予約申し込みシステム　操作手順マニュアル

マイページについて (1)



※画面例 ( マイページ・お申し込み履歴 )

こちらのページでは、当月に申し込んだ内容をはじめ、前月以前のお申し込み履歴も併せてご
確認いただくことができます。
なお当月のお申込内容についてご変更等がある場合は、直接事務局までご連絡ください。
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マイページについて (2)

・お申し込み履歴の確認



※画面例 ( マイページ・ご利用会員登録の内容変更 )
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マイページについて (3)

こちらのページでは、会員登録内容の変更を行えます。
住所・連絡先をはじめとした各種情報の変更や、
利用頻度等に変更が見込まれる場合はアンケート内容への変更をお願い致します。

・会員登録内容の変更


