
アプリのダウンロードが済ん
だら、

❶黄色の
CREATE ACCOUNT
(アカウント作成)をタップ

❶IDを入力
❷パスワードを入力
❸利用規約を読む
❹同意します にチェック
❺登録ボタンをタップ

❶写真はあってもなくてもOK
❷どれかを選択。介助者の場合
は健常者マークで
❸ニックネームはアルファベッ
ドと数字のみ
❹メールアドレスを入力

❺誕生年を入力 ❻性別を選択
❼住んでいる国を選択
❽自己紹介、障害の程度、介助
する人の情報など、各ユーザー
の属性の情報があるとわかりや
すいですね。
❾タップして完了

※車いすの登録をする場合は続
きがあります→②へ

つぶやき

【ユーザー登録してみよう！】
①はじめかた
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❶介助で外出するなら
「いつでも」を選択
健常者の場合は未選択
❷入力が済むとこのように表
示されます
❸車いす情報入力画面へ

❶写真があるとわかりやすい
❷スマホのカメラを起動しその
場で撮った写真を登録可。
❸保存されている写真を使う場
合はこちらから選択。
❹メーカーと名称。わかれば。

❶車いすの種類を選択。
❷車いすの最大の横幅
❸車いすの足先からタイヤの最
後部までの長さ
❹空欄でも。特記事項があれば。
❺タップして完了

登録したプロフィールを修正し
たい場合は、自分のプロフィー
ルページのこのマークをタップ
すると、編集画面に切り替わり
ます。

【ユーザー登録してみよう！】
②車いすユーザーの場合
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すると、マップの範囲内に登録
されているスポットと走行ログ
が表示されます。

スポットの種類はこちら
走行ログについてはこちら

③地図の拡大・縮小は左下の
+-マークをタップするか、画
面をピンチイン/アウトします。

④見たいスポットのアイコンを
タップします。

すると、スポットの詳細が表示
されます。

写真が複数投稿されている場合
は、写真を横に動かすと、他の
写真も見られます。

①右下の現在地マーク を
タップすると現在地のマップ
が表示されます。

②次に、
をタップします。

①現在地周辺
【バリアフリースポットを探してみよう！】



ま
た
は

新宿エリアまで地図をスク
ロールさせます。

または、画面上部の検索欄に適
当なランドマーク名を入力し、
をタップ。

すると、候補が表示されるので、
適当なものをタップすると、そ
のスポットの場所まで地図が移
動します。

左上の←をタップすると、地図
画面に戻ります。

あとは同様に、
＿＿＿＿ ＿をタップしてス
ポットを表示させ、

見たいスポットのアイコンを
タップします。

【バリアフリースポットを探してみよう！】
②見たいエリアがあるとき ※ここでは「新宿」を例に取ります。



❶スポットの場所まで地図を
移動します。移動したら
❷メインメニューボタン
をタップ。
※地図を拡大すると地図上にトイレ
マークが現れることがあります！

❶スポット投稿アイコン を
タップ。

❶スポットの位置が の中央

に来るように、地図をスクロー
ルさせます。

❷地図の位置を合わせたら、

タップします。

❸カテゴリアイコンを選択しま
す。ここではトイレを投稿する
ので、トイレアイコンをタップ
します。

【スポット投稿をしてみよう！】
①自分でスポットの場所を決めるやり方【例：トイレ】
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これで地図上にトイレアイコ
ンが設定されました。

次に、スポット名を入力しま
す。

❹スポット名の欄をタップし、
スポット名を入力します。
トイレであれば、「○○○(場所)△階
多目的トイレ」など、場所がわかりや
すいスポット名がいいですね。

スポット名の入力が済んだら、
次は写真を登録します。

❺画面を下へスクロールします。

❻ファイルマークをタップする
と、スマートフォンに保存して
ある写真を選択できます。

カメラマークをタップすると、
そのままスマートフォンのカメ
ラで撮影できます。

【スポット投稿をしてみよう！】
①自分でスポットの場所を決めるやり方【例：トイレ】
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スマートフォンに保存されてい
る写真をアップロードできまし
た。複数枚アップしたい時には、
同じ動作を繰り返します。

次に、コメントを入力します。

コメントの入力が済んだら、
❽詳細情報をタップしてスク
ロールすると、Yes/Noの評価
項目がでてきます。

❾質問に答えると、より有益な
情報となります！

入力完了したら、右下の

➓チェックマークをタップ。

これでスポットが投稿されまし
た！

【スポット投稿をしてみよう！】
①自分でスポットの場所を決めるやり方【例：トイレ】

❽

❾

c

➓

❼コメント欄をタップし、コメ
ントを入力します。
そのスポットを利用するユーザーに有
益な情報(入口の様子、中の様子、使
いやすさ、など)を歓迎します！

❼



❶画面上の検索欄に、投稿し
たいスポット名を入力し、
をタップ。

❷検索結果が出てくるので、対
象をタップ。

Googleプレイス情報が表示さ
れますので、❸ をタップ。
Googleプレイス情報を使うことによ
り、住所や電話番号、ホームページを
スポットにリンクさせることができま
す！

❹カテゴリをタップして設定し
ます。スポット名は既に入って
いるので入力不要です。

【スポット投稿をしてみよう！】
②Googleプレイス情報を使うやり方【例：レストラン】
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❺ファイルマークをタップし、
写真を選択してアップロード
します。複数枚アップしたい
時には、同じ動作を繰り返し
ます。

コメントの入力が済んだら、
❼詳細情報をタップしてスク
ロールすると、Yes/Noの評価
項目がでてきます。

❽質問に答えると、より有益な
情報となります！

入力完了したら、右下の❾
チェックマークをタップ。

これでスポットが投稿されまし
た！

【スポット投稿をしてみよう！】
②Googleプレイス情報を使うやり方【例：レストラン】

❻コメント欄をタップし、コ
メントを入力します。
そのスポットを利用するユーザーに
有益な情報(入口の様子、中の様子、
使いやすさ、など)を歓迎します！
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メインメニューボタン を
タップします。

表示させたくないアイコンを
タップすると、そのアイコン
が白く変わります。

設定が終わったら×をタップ
しマップに戻ります。

再度 このエリアを再検索を

タップすると、指定したアイ
コンのスポットのみ表示され
ます。表示させるアイコンの
種類は自由に設定できます。

10種類のアイコンが表示され
ます。

初期状態では、全種類のアイ
コンがマップ上に表示される
ようになっています。

③ジャンルを限定して見たいとき ※例えば、トイレの場所だけを検索したい場合。
【バリアフリースポットを探してみよう！】



範囲とアイコンの種類
を自由に設定して検索
してみましょう！

ただし、表示件数
が多すぎると、負荷が
高すぎてアプリが落ち
てしまうことがありま
す。
その場合は検索範囲を
狭めてみてください。

例：東京都心で車いすで利用
できる駐車場を検索

例：九州地方のバリアフリー
なホテルを検索

例：池袋周辺のレストランと
トイレを同時に表示

【バリアフリースポットを探してみよう！】
③ジャンルを限定して見たいとき ※これはいろいろ応用ができます。



左上の マークをタップ タイムライン をタップ 投稿されたスポット、走行ログ、
つぶやきが、最新のものから順
番に出てきます。

赤：走行ログ

オレンジ：スポット投稿

緑：つぶやき

詳細を見たいものをタップして
みましょう。

つぶやき

【タイムラインを活用してみよう！】
①タイムラインの見かた



スポットをタップすると、
詳細が見られます。

写真、Yes/Noの項目、ス
ポットの詳細コメントを
チェックしましょう。

さらに下までスクロールさせ、
一番下の真ん中の地図マークを
タップすると、

そのスポットの周辺マップが表
示されます。これで地図上で場
所が確認できます。

さらに、このエリアを再検索を
タップすれば、

周辺のスポット、走行ログが表
示され、そのまま周囲のスポッ
ト探しを始めることもできます。

【タイムラインを活用してみよう！】
①タイムラインの見かた



タイムラインの上部に5つの
マークがあります。左から、
スポット、リクエスト、走行
ログ、コメント、つぶやき。
初期状態ではすべて色がつい
た状態です。

このマークをタップすると色が
白くなります。写真はつぶやき
以外を白く変えた状態です。

この状態で🔍🔍検索する をタッ
プすると、

つぶやきのみを表示させること
ができます。

同様のやり方で、スポット投稿
のみ、走行ログのみの表示にす
ることもできます。

特につぶやきは、イベント開催
情報やブログ更新情報、ユー
ザー同士の有益な情報交換など
が頻繁に出てきますので、是非
こまめにタイムラインをチェッ
クしましょう！！

日経新聞に掲載されました！！

【タイムラインを活用してみよう！】
②タイムラインでの情報の絞りかた



自分が投稿したスポット一覧が
表示確認したいスポットを2回
タップします。

自分が投稿したスポット一覧が
表示確認したいスポットを2回
タップします。

投稿したスポット内容が表示さ
れます。

【自分が投稿した情報を確認してみよう！ 】
①「スポット」を確認したいとき

左上の マークをタップ
します。



＜方法１＞

「つぶやき」をタップする。

お気に入り登録ユーザーのつぶ
やきと自分が投稿したつぶやき
が表示されます。

＜方法２＞

メインメニューボタン

をタップします。

つぶやきアイコンをタップする
とつぶやきが表示されます。

ここからも、お気に入り登録
ユーザーのつぶやきと自分が投
稿したつぶやきが表示されます。

日経新聞に掲載されました！！

【自分が投稿した情報を確認してみよう！ 】
②「つぶやき」を確認したいとき ※2つの方法があります



右上の マークをタップ
します。

編集を選択します。 位置情報、スポット名、および
コメントの編集ができます。

画像を追加することもできます。

入力完了したら、右下のチェッ
クマークをタップ。

これでスポットが編集されまし
た！

【自分が投稿した情報を編集する】
「スポット」を編集したいとき



右上の マークをタップ
します。

を選択します。 を選択します。

これでスポットが削除されまし
た。

【自分が投稿した情報を削除する① 】
「スポット」を確認したいとき を参照して削除する「スポット」を選択する

削除した情報を元に戻
すことは出来ません。
内容を十分確認した上
で作業をおこなってく
ださい。



削除するつぶやきをタップし
ます。

を選択します。 を選択します。

これでつぶやきが削除されまし
た。

【自分が投稿した情報を削除する② 】
「つぶやき」を確認したいとき を参照して削除する「つぶやき」を選択する

削除した情報を元に戻
すことは出来ません。
内容を十分確認した上
で作業をおこなってく
ださい。
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