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RenoBody基本機能一覧

TOP 歩数グラフ 体重グラフ（入力） バイオリズム（女性）

アドバイス & フィードバック クーポン機能

歩数・消費カロリー・
距離・時間

15分毎の活動グラフ
増減推移・体脂肪率・

BMI表示
バイオリズム＆
痩せやすい期間

デイリー：
活動状況とアドバイス

マップ：
目標目安のルート表示

週間レポート：
シミュレーション

デジタルクーポン配布機能



サービス特長 『マルチデバイス連携』

スマートフォンの内蔵歩数センサーはもちろん、各種ヘルスケアデバイスや、端末搭載の
ヘルスケアアプリからデータ取得が可能。多くのユーザー様に向けたご提供を可能にしています。

ウェアラブルデバイス

iOS
Motion
coprocessor

Android
Step 
Counter

内蔵歩数センサー

Google Fit

Apple
ヘルスケア

アプリケーション

連携連携

随時切替可能

連携各サービス・アプリと
直接連携

（その他の活動量計）
・Apple Watch
・H Band

連携

※一部の機器はAppleヘルスケアのみ
対応している場合があります。

NEW！



サービス特長 『ダイエット機能』

ウェアラブルデバイスやヘルスケアサービスの課題である〝モチベーション“を維持する為 
データ閲覧だけに留まらず、目標設定、フィードバックが可能なダイエット機能を搭載。

・活動状況を経過グラフで表示
・デイリーアドバイス
・目標達成距離をマップ表示

・活動状況と予測の比較表示
・週間アドバイスと評価

・目標と前回プラン比較。無理
ないダイエット計画か確認

・毎日変わる著名人の格言で
やる気を後押し

デイリーフィードバック ウィークリーレポート 減量シミュレーション 今日の格言



■オープン / クローズ大会
■個人戦 / グループ対抗戦
■合計歩数 / 平均歩数
■合計ポイント / 平均ポイント

企画メリット

ランキングイベント サービス概要

① 個人・グループ戦が可能

② 場所を問わず全国規模で実施

③ 継続した期間で実施が可能

④ ウェアラブル連携も可能

⑤ 管理画面で一括管理

❶ 競い合って楽しい

❷ 全体を知ることで意識改善

❸ 個人の病気予防度評価がわかる

管理
システム

健保組合活用企業で健康増進

参加メリット

ポイント

特定ユーザの歩数をランキングする、「ウォーキング大会」を簡単に開催頂けます。
健康増進・組織活性化に、楽しくご活用ください。

わかりやすく
ランキング



ランキングイベント 画面詳細

・個人合計
・個人平均

※アプリ登録時のニックネームで表示
※ネーム表示はON/OFF設定が可能

・グループ合計
・グループ平均

※任意のグループ数が設定可能
※人数が異なる場合でも平均で対抗可能
※グループは「指定」と「任意」選択が可能

・タイトル、説明、期間など

イベント詳細を表示

イベント概要

個人ランキング詳細

グループランキング詳細

●「ポイント（達成度）」で競う事も可能です。
● 所属グループのランキングを確認する事が出来ます。

ランキング画面全体

個人詳細画面

グループ詳細画面
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エントリー
完了！

※エントリー後、
参加済のイベントは
一覧に表示されます

利用者様のイベント参加フロー

イベントが始まると
ランキングを自動集計
15分毎に更新されます

イベント参加フロー

トップ画面 イベントを選択 専用コード入力 個人のID入力 規約同意で参加

各マーケット ダウンロード 新規ログイン
初期アカウント

設定 ご利用開始

アプリのスタートアップ

アプリダウンロード
（無料）



初期登録設定ガイド

2020.11



次ページのアプリダウンロードに
お進みください。

はじめてご利用される方

下部メニューの「イベント」より
イベントコード入力へお進みください。

※詳細は「イベント設定ガイド」をご確認ください。

アプリをご利用中の方

再インストール後、「ログイン」より
以前ご利用のアカウント情報を入力して
ください。

※アカウント情報がご不明の場合
下記をお書き添えの上、RenoBodyサポートにお問い合わせください。

 イベントコード
 前回イベント参加時の参加者ID

RenoBodyサポート
e-mail：support@renobody.jp

以前利用していたが
アプリをアンインストール

している方

はじめに



アプリを起動するアプリをインストールするファイルを保存する専用WEBサイトへ
アクセスする

国外でAndroid端末にアプリをインストールしたい場合は、下記手順でインストールをお願い致します。

１

以下のQRコードを読み取ってください。
URLからアクセスする事も可能です。
URL：

https://renobody.jp/user/download/overseas.n
eoscorp.android.renobody.apk

2

画面の右下にファイル保存しますか？の表
示が出るので、OKをタップしてください。

3

アプリケーションのインストールしてもよ
ろしいでしょうか？の表示が出るので、イ
ンストールをタップしてください。

4

ログイン画面が現れるので
ユーザー名：RenoBody
パスワード：E92PW8JX
を入力しログインをタップしてください。

ファイルの保存が終わると画面下に「開
く」の表示が現れるので、開くをタップし
てください。

インストール中の画面に代わります。 アプリが起動するので、登録を進めてくだ
さい。

アプリのインストールが終わると、画面下
に「開く」の表示が出るので、開くをタッ
プしてください。

国外でアプリをダウンロードする場合（Androidをお使いの方）

https://renobody.jp/user/download/overseas.neoscorp.android.renobody.apk


アプリを起動する設定変更～規約同意国または地域の変更アカウントの設定する

国外でiOS端末にアプリをインストールしたい場合は、下記手順でインストールをお願い致します。

１

AppleStoreを開き画面右上の人型のアイコ
ンをタップしてください。

2

設定の中に国または地域名の項目があるの
でタップしてください。

3

変更したい国を選択してください。
本アプリのインストールには、この国の設
定を「日本」に設定してください。

4

アカウント情報が表示されるので、赤枠の
アカウント情報部分をタップしてください。

国または地域名の変更タップしてください。 利用規約に同意をしてください。
メールで送りたい場合はメールで送信を
タップしてください。

設定が終わりましたら再度AppleStoreに戻
り、RenoBodyと検索をしてアプリのイン
ストールを行ってください。

最後に支払い情報の入力がありますが、本
アプリインストールには料金はかかりませ
んので、Noneを選択してください。

入手

※国設定を変更してもインストールが出来
ない場合は、国設定を日本にしAppleIDを新
規作成してインストールをお願い致します。

国外でアプリをダウンロードする場合（iPhoneをお使いの方）



Ｚ Ｚ

iPhone Android

QRコードを読み取れない場合は、各アプリストアで、
「検索→「RenoBody」で検索」をお願いいたします。

RenoBody～歩いてやせる！ダイエット歩数計

Ｚ

RenoBodyアプリダウンロード
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前のページ「国外でアプリをダウンロードする場合」参照



RenoBody 初期登録設定ガイド

歩数計測にウェアラブルデバイスやGoogleFit連携をご利用の場合は、RenoBody登録前に各アプリでアカウント作成をお願いいたします。

1 アカウント登録

※ 以前登録したことがある方は
「ログイン」を選択してください。

2 アカウント作成

メールアドレスまたはSNSアカウントで登
録できます。

3 メールアドレス認証

メールアドレスで登録する場合、入力した
メールアドレス宛に認証メールが届きます。
登録完了はこちら（URLリンク）をタップし
てください。

4 認証完了～ログイン

「メールアドレスの認証が完了しました。」
の表示が出たらホーム画面からアプリに戻り、
「ログインする」のボタンを押してください。

■メールが届かない場合

・メールアドレスが正しく入力されているかの確
認をお願いします。

・メールアドレスは半角で、スペースなどは空け
ないようにご注意ください。

・メールのフィルターが掛かっていないかの確認
をお願いします。

・迷惑メールフォルダに入ってる場合がございま
すのでご確認をお願いします。

※ご自身で設定されていない場合でも、初期設定
でフィルターが掛かっている場合がございます。

■メールが文字化けする場合

・こちらからお送りしたメールが文字化けして表
示されることがあります。その際はHTMLメー
ルが使用できるメールアドレスの使用をお願い
致します。

・メールアドレス登録完了前に「ログインする」
を押しても、ログインすることは出来ません。

※TOP画面が表示された際（右）は、メールアド
レスの登録完了後は新規登録ではなく、必ず
ログインより進んでください。



デバイスを選択するWAON POINT連携
または 初期設定へ

WAON POINT連携
または 初期設定へ

RenoBody 初期登録設定ガイド

歩数計測にウェアラブルデバイスやGoogleFit連携をご利用の場合は、RenoBody登録前に各アプリでアカウント作成をお願いいたします。

※ ご登録後は「MENU＞デバイス設定」で
変更できます

▼iPhoneをご利用の場合

▼Androidをご利用の場合

■iPhone内蔵歩数計
iOSのシステムを利用して、端末で歩数を
計測します
バックグラウンドで起動しておくと、自動
でデータ同期します

■iOSヘルスケア
iOSヘルスケアで計測されたデータを利用
します
バックグラウンドで起動しておくと、自動
でデータ同期します

■スマートフォン歩数計
Androidのシステムを利用して、端末で歩
数を計測します
計測しない場合は、端末の再起動、または
省電力モードやタスク
キラーアプリでRenoBodyが許可されてい
るかをご確認ください
端末の設定を見直しても計測が不安定な場
合は、GoogleFit計測に切り替えてご利用
ください

■Google Fit
Google Fitで計測した歩数データを取得し
ます
※ 事前にGoogleFitアプリのダウンロード、
設定が必要です

■活動量計（Fitbit／Misfit／GARMIN
／OMRON Connect）
各活動量計で計測した歩数データを取得し
ます
※ 事前に各アプリのダウンロード、設定
が必要です
活動量計と各アプリを定期的に同期してく
ださい

＜歩数計測デバイスの注意点＞
※ ホーム画面からアプリを起動時に、歩
数同期します。
※ 詳細はアプリのMENU＞ヘルプ＞FAQ
をご覧ください。

５

WAON POINTと連携しない（またはあと
で連携する）方は、「初期設定へ進む」を
タップしてください。

６

WAON POINTのIDをお持ちの方は、
WAON POINTと連携することができます。
IDを入力してください。

７

利用する歩数計測デバイスを選択して「設定
する」をタップしてください。

■各計測デバイスについて



各種設定を入力

ご自身の情報・利用設定を入力してくだ
さい。
※ ルート計測はauスマートパス版、または
iPhone版のみ対応しています。

9 デバイスを設定する

▼Fitbitをご利用の場合
お持ちのFitbitアカウントを入力してください。
データアクセスは全てチェックを入れ許可してください。

▼iOSヘルスケアをご利用の場合
全てのカテゴリのデータアクセスを
許可してください。

▼Google Fitをご利用の場合
使用するGoogleアカウントを選択
してください。

RenoBody 初期登録設定ガイド

iPhone内蔵歩数計・スマートフォン歩数計以外のデバイスを選んだ場合は、下記の画面が表示されますので、設定を行ってください。

設定完了

※iPhoneの場合、過去7日分の歩数を端末から
取得するため、トップ画面に遷移するまで時間
がかかる場合があります。

※これらの設定は、登録後にMENU＞アカウント設定より変更できます。

＜ルート計測＞
iOS、auスマートパス版(Android)ではルート計測が可能です。
「デイリー＞目標までの活動範囲をマップでチェック」から移動ルートを確認できます。

ON：ルートを計測してマップ上に表示します（位置情報をONにする必要があります）
OFF：ルート計測を行いません

＜通知情報＞
RenoBodyアプリからのお知らせ、イベント管理者からのお知らせ表示の設定です。

ON：アプリに通知が届き、お知らせが一覧に表示されます
OFF：通知されず、お知らせが表示しません

[6] 各種設定について

▼GARMINをご利用の場合
お持ちのGARMINアカウントを入力し、データ連携
を許可してください。

トップ画面の広告はイベント期間中、非表示になります。

広告について

11 12



RenoBody スターターガイド

アプリMENU

お知らせ 配信されているお知らせを確認できます

アカウント
設定

・ユーザー名などの変更
・メールアドレス、パスワードの変更
・WAON POINTとの連携状態の確認
・生理日の設定（女性のみ）

などの設定変更、確認ができます

デバイス
設定

歩数を計測するデバイスを変更できます

目標設定
目標体重、目標歩数などの設定や
登録情報から自動算出された1日の目標
消費カロリーなどを確認できます

WAON 
POINT連携

WAON POINTとの連携および連携解除
ができます

ヘルプ
アプリの使い方や、FAQ（よくある質問
と回答）などが掲載されています

お問い
合わせ

自動応答チャットで質問したり、
RenoBodyサポートセンターへ
お問い合わせするとができます

おすすめ
サービス

おすすめのサービスの紹介しています

WAON POINTの獲得状況を
確認したり、
日にちをタップすると

指定日のデータに遷移します。

8000歩を超えた日にはPマークが
表示。ポイントは 1ヵ月分まとめ
て翌月末までに付与されます。

痩せやすい時期をお知らせ
（生理日を登録した女性のみ）

歩数ゲージ
現在の歩数と目標歩数の達成度を
表示。目標達成後はゲージが2周目
になります。

各数値をタップすると

データグラフを表示します。

消費カロリーは歩行と基礎代謝に
よる消費分を表示しています。

毎日の体重記録は
こちらから

「今日の格言」
が毎日更新

目標体重を設定すると
目標管理が表示します。

タップすると

体重データグラフに遷
移します。

イベントのランキングを確認



ウェアラブルデバイス データ同期の注意点 補足事項

Fitbit
活動量計で計測さ
れたデータを同期

• Fitbitアプリの画面左上のアカウント＞連携している機器＞画面下部の

「常に同期」を「ON」にしてください。

• Fitbitアプリを起動し、バックグラウンドに置いてください。

• Bluetoothを常にONにして機器のデータを同期してください。

• 1週間以上、機器と各デバイスのアプリとの同期が完了していないデータ

は反映しません。定期的に機器の同期を行ってください。

• RenoBodyには当日分のデータが反映します。

機器から数日分まとめて同期した場合、同期日より前の日のデータは夜

間に反映します。毎日夜間に1週間分のデータを取得します。GARMIN
Misfit

活動量計で計測さ
れたデータを同期

• 各デバイスのアプリに同期済みのデータが反映します。

• Bluetoothを常にONにして機器のデータを同期してください。

OMRON 
connect

活動量計で計測さ
れたデータを同期

活動量計からOMRON connectアプリに同期済みのデータが反映します。

iPhoneでご利用の場合は、「iOSヘルスケア」にデータ同期されているか

ご確認ください。

定期的にアプリを起動し、歩数を同期してください

Android データ同期の注意点 歩数を計測しない場合の対処法

スマートフォン

歩数計

Androidのシステ
ムを利用して
端末で歩数計測

• OSと機種によっては省電力モードが強力であるため

歩数計測に影響します。「省電力対象アプリ」から

外してご利用ください。

• 即時反映しない場合があります。時間をおいてご確

認ください。

• 端末を再起動する

• 省電力モードを解除。省電力アプリ、タスクキラーアプリでRenoBodyが許可されているか

確認。端末の「設定＞電池＞電池の最適化＞最適化しないアプリ」にRenoBodyを追加

• 以上で様子をみて、しばらくしても計測しない場合は「Google Fit」連携をご利用ください

Google Fit
Google Fitで計測
されたデータを
同期

• 事前にGoogleFitのダウンロード、設定が必要です。

• Google Fitに手動入力した歩数は同期しません。

• 同期していたGoogleFitデータが反映していない場合は、アプリを再起動する

• GoogleFit連携に設定変更時にデータ同期しない場合は、以下を順にお試しください

1．GoogleFitアプリを最新バージョンにアップデート（Playストアにて）

2．RenoBodyアプリをアンインストール

3．端末の再起動（電源OFF→ON）

4．RenoBodyを再インストール

iPhone データ同期の注意点 歩数が反映しない時の対処方法

iPhone
内蔵歩数計

iOSのシステムを
利用して端末で
歩数計測

• 1週間に1回はアプリを起動して歩数を同期してくだ

さい。（最大のデータ取得日数は７日間です）

• バックグラウンド※で起動していると自動で歩数を

同期します。アプリを停止したり、端末を再起動し

た際は自動同期が切れるため、再度ホーム画面から

アプリを起動してください。

（※起動アプリ一覧に表示されている状態）

• 端末を再起動する

• iPhoneの設定＞プライバシー＞モーションとフィットネスアクティビティ＞RenoBodyを

一旦OFFにし、再度「ON」にする

• 低電力モードを解除する

ヘルスケア
ヘルスケアで計測
されたデータを
同期

0→100%とパーセンテージが上がるダイアログが表示しない場合は、アプリを再起動する※

(※ iPhoneのホームボタンを2回タップし、アプリ一覧でRenoBodyを停止（上にスワイプ）

して、再度ホーム画面から起動する)

● 歩数は、アプリを開いた時にデータ更新します ● 詳細はアプリのMENU＞ヘルプ＞FAQをご覧ください

計測関連ヘルプ



Q. 歩数計測が極端に少ないと感じたら A. 端末の省電力設定をご確認ください

機 種 端末の省電力設定＜例＞

Xperia ・設定＞バッテリー＞右上のMENUボタンをタップ＞省電力機能の対象外アプリ＞「アプリ」タブでRenoBodyにチェックし「対象外アプリ」にする

Galaxy
・設定＞アプリ＞RenoBody＞バッテリー

バックグラウンド処理を許可：許可にする
バッテリー使用量を最適化：非最適化にする

Android One
・設定＞電池＞右上の「︙」をタップ＞電池使用量＞RenoBody＞電池最適化を「最適化していないアプリ」に設定
・設定＞電池＞バッテリーセーバー＞OFF

Huawei
・設定＞電池＞アプリ起動＞RenoBodyを「手動で管理」に変更＞「手動で管理」のすべての項目をONの状態で「OK」
・設定＞電池＞省電力モードを「OFF」
・設定＞詳細設定＞バッテリーマネージャー＞保護されたアプリ＞RenoBodyを追加

ZenFone/ ASUS
・「PowerManager」アプリ＞「バッテリー節電オプション」の各項目を「OFF」にする
・設定＞電池＞PowerMaster＞バッテリーモード

AQUOS
・設定＞アプリと通知＞RenoBody＞詳細設定＞電池＞電池の最適化（「最適化していないアプリ」になっていない場合）＞すべてのアプリ＞RenoBody＞
最適化しない
・設定＞電池＞長エネスイッチをOFF

Arrows

1．設定＞電池＞電池の使用量
2．メニュー＞電池の最適化
3．最適化していないアプリ＞すべてのアプリ
4 RenoBodyを選択＞最適化しない＞完了

TORQUE/ 京セラ
・設定＞アプリと通知＞RenoBody＞電池＞電池の最適化（「最適化していないアプリ」になっていない場合）電池の最適化＞「最適化していないアプリ」
横の「V」＞すべてのアプリ＞RenoBody＞「最適化しない」

 設定方法は、機種やAndroidOSバージョンにより異なります。
 下記の設定例にあたらない場合は、携帯キャリアや端末メーカーのホームページに掲載のヘルプなどもご参照ください。

Q. 歩数が0歩のまま計測されなくなったら A. 端末を再起動してください

 端末の歩数計測するセンサーがスリープしている可能性があります。端末を再起動（電源OFF→ON）をして、計測が再開するかご確認ください。

「Android歩数計」での歩数計測にお困りの場合

以上でしばらくしても解消しない場合は、「GoogleFit」計測に切り替えてご利用ください。

1．GooglePlay（Playストア）にて「Google Fit」をインストール
2．Google Fitを設定し、歩数計測を確認する
3．RenoBodyアプリにて「MENU＞デバイス設定」を「Google Fit」に変更する



イベント設定ガイド
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イベント登録ガイド

3

ウォーキングイベントは、事前の参加登録が必要です。

イベントコードの入力

イベントコードを入力し、
「イベントに参加する」をタップ

4 利用規約を確認

「注意事項・利用規約」をタップして、
内容をご確認ください。

案内された参加者IDとパスワードを入力
※パスワード設定なしの場合は空欄

5 参加者IDを入力

参加中のイベントが表示します。
ランキングは15分ごとに集計します。

6 設定完了

以下を入力してイベントにエントリーしてください

イベントコード

参加者ID

パスワード

Ｚ

1 アプリを起動する 2 イベントを選択

ホーム画面よりアプリを起動します。
トップ画面下部メニューの「イベント」
をタップ

J1620421
Text Box
別途、事務局より各チームのキャプテンに連絡



ランキング画面

グループランキングホーム

所属グループ内
ランキング

個人ランキング

ランキング集計時間（15分毎更新）
歩数同期後、次のランキング更新をお待ちください

1～3位にはメダル
4～10位には花の
アイコンが表示します



レポート画面の見方は
「イベント画面ガイド」
をご覧くださいガイド

RenoBodyで計測されたデータを元に、週ごとの「活動評価レポート」を表示します。（毎週火曜日更新）
歩行から病気予防度評価が行える健康長寿研究所の「N-system」と連携しており、歩行の中強度活動データから活動内容を評価しています。

★ご注意ください★
※ 対応デバイスはiOS「iPhone内蔵歩数計」、Android「スマートフォン歩数計」となります。その他のデバイスでは、中強度の活動時間が計測されませんのでご注意ください。
※ 毎週月曜日の夜間に評価を集計して、火曜日の午前にデータを更新します。特にiOSの場合、月曜日の15時までにアプリを起動してデータのアップロードを行ってください。

引用：健康長寿研究所(http://kenju-
jp.com/nsystem/)

N-systemとは

【歩行】と【健康】の関係性を唯一明確にした奇

跡の研究『中之条研究』を可視化し、活動の質と

量から病気予防度評価を100点満点の総合採点を

表示するシステムです。

さらに国内の重要視されている主要な病気・病態

に対する予防率をN-system座標軸から判定し

アプリに表示します。

青栁幸利博士（東京都健康長寿医療センター研究所）により、群馬県中之条町の高
齢者5,000人対象、内500人以上の町民が10数年にわたり、身体活動計を24時間装着
したまま生活することで、1日の活動量と健康度の関係性を明らかにした調査研究です。
「どのような運動を、どの程度行えば良いのか」という点において、歩数だけでは十
分ではなく、歩く質（強度）も重要であり、健康維持・増進、健康寿命延伸には、
1年の1日平均歩数が8,000歩以上と、その人にとっての
中強度活動（速歩き等）時間が20分以上含まれていることが重要と判明。
また、日本の医療費2/3以上を占める11の病気・病態ごとの予防基準が提示されて
います。

中之条研究とは

「活動評価レポート」について



過去の週間レポートを参照できます

疾患リスクを
予防しましょう

「活動評価レポート」について



お問い合わせ

アプリよりお問い合わせください

◎トップ画面＞MENU＞お問い合わせ

アプリの機能・歩数計測に
関するお問い合わせは

RenoBodyサポートセンターまで
メールでお問い合わせください

◎ MAIL：support@renobody.jp

アプリにログインできない
場合のお問い合わせは

その他、ランキングやイベント詳細に関するお問い合わせは
イベント管理者様へ直接ご連絡ください。
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