
初期登録設定ガイド



次ページのアプリダウンロードより
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「歩数イベント設定ガイド」
をご確認ください。

現在、アプリを
インストールしている方

はじめに

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
サポートセンターに下記をご連絡の上、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



RenoBodyアプリダウンロード

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 初期登録設定ガイド

Ｚ

1 新規登録を選択 2 アカウント作成

メールアドレス、またはSNSアカウント
でお作りいただけます。

3 WAON POINT連携・初期設定へ進む

4 デバイスを選択する

ご利用にな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。

歩数計測にFitbit、GoogleFitをご利用される場合は、RenoBodyご登録前に、Fitbitアプリ、GoogleFitアプリでアカウントの作成をお願いいたします。

※歩数計測デバイスは、ご登録後でも設定変更が可能です。

▼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、自動でもデータが同期されます。バックグラウンドから削除、
または電源をOFFにした場合は、再度アプリを起動してください。

＜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。
・同期されない場合は、ホームボタンを2度押してアプリ一覧から削除（上にスワイプ）した後、再度
ホーム画面からRenoBodyを起動して読み込みを行ってください。

＜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。
・計測されない場合は、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。
・計測されない場合は、「アカウント設定」＞「計測設定」にて、Android/RenoBodyを切り替えて、
様子を見てください。

＜Google Fit＞
Google Fitで計測された歩数データを取得します。※事前にGoogleFitのダウンロード、設定が必要です。
・Google Fitへの手動入力、他アプリ連携の場合は、歩数は同期されません。

＜活動量計（Fitbit／Misfit／OMRON Connect）＞
各活動量計で計測され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。（RenoBodyへの反映は最大30分ほど掛かります）
※デバイス連携をされる場合、ご利用方法によっては誤差が生じる可能性があります。

＜歩数計測デバイスの注意点＞
※ホーム画面からアプリを開いた際に、歩数が同期されます。
※詳細はアプリのMENU＞ヘルプ＞FAQをお読みください。

WAON POINTのIDをお持ちの方は、WAON 
POINTと連携することが可能です。IDを入力し
てください。RenoBody登録後でも、設定が可
能です。

WAON POINTと連携しない方は、
「初期設定へ進む」をタップしてくだ
さい。



6 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、
iPhone版のみ対応しています。

5 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にチェックを入れて許可してくだ
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。

6 設定完了

設定完了です。
※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
がかかる場合がございます。

※これらの設定は、登録後にMENU＞アカウント設定より、設定の変更が可能です。

＜ルート計測＞
iOS、Androidの一部（auスマートパス版、アプリ超ホーダイ版）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出来ます。

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：通知がされず、お知らせが表示されません。

各種設定のご説明

広告について

トップ画面の広告は、
イベント開始日から終了日の間

非表示になります。



RenoBody スターターガイド

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、身長などの変更
・WAON POINTとの連携状態の確認
・メールアドレス、パスワードの変更
・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
連携解除の設定ができます

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

RenoBodyサポートセンターへの
お問い合わせフォームです
こちらからお問い合わせください

おすすめ
サービス

おすすめのサービスのご紹介しています

WAON POINT 獲得状況
を確認

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
1日の目標歩数の達成度を表示

目標達成したらゲージ2周目が
表示されます

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

アプリメニュー

「今日の格言」
が毎日更新

体重 または 歩数 の目標を
登録すると

目標との差を表示します

タップすると

体重データグラフ
に移ります

参加中のイベントの
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アプリのダッシュボード＞画面右上のアカウント＞連携している

機器をタップ＞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にしてください。

• 1週間以上デバイスとFitbit/Misfitアプリの同期が完了していないデータは

反映されません。定期的に機器の同期を行ってください。

• （Fitbitをお使いの場合は）毎日夜間にデータを1週間分取得します。歩数

が異なる場合、1日待つとデータが更新されます。

Misfit
活動量計で計測
されたデータを
同期

• 機器とMisfitアプリのデータ同期が完了しているかご確認ください。

• Bluetoothを常にONにしてください。

OMRON 
connect

活動量計で計測
されたデータを
同期

活動量計とOMRON connectアプリのデータ同期が完了しているか、ご確

認ください。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されない場合は

• 「MENU＞アカウント設定＞詳細設定＞計測設定」を「RenoBody」に変更して様子をみる

※上記で改善されない場合は、「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。

• 定期的にアプリを起動し、歩数を同期してください。

• Google Fitへの手動入力、他アプリ連携の場合、

歩数が同期されません。

▼GoogleFitとの連携ができていない場合

1. Google Fitアプリ「MENU＞接続済みアプリ」で区分を「すべてのアプリとデバイス」に

「RenoBody」と「Project Default Service Account」が表示されているか確認

2. それ以外が表示される場合、そのサービスの連携を解除

3. 「RenoBody」表示が無い場合、一旦RenoBodyをアンインストールし、再度ログイン後、

Google Fitのアクセス許可設定が表示されるので「許可」

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回程度はアプリを起動して歩数をご確認くだ

さい。（最大の取得日数は７日間となります）

• バックグラウンドで起動していると自動で歩数が同期

されます。アプリを停止したり、端末を再起動した際

は、自動同期が切れる為、アプリを再度ホーム画面か

ら起動してください。

• 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

0%→100%とパーセンテージが上がるダイアログが表示されない場合は、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

ヘルスケア
ヘルスケアで計測
されたデータを
同期

● 歩数は、アプリを開いた時にデータ更新します（Fitbit・Misfitはアプリ起動に関わらず30分毎にデータを反映します）
● 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

1．設定＞バッテリー
2．右上のMENUボタンをタップ
3．「省電力機能の対象外アプリ」をタップ
4．「アプリ」タブでRenoBodyにチェック
5．「対象外アプリ」タブにRenoBodyが追加されたことを確認

Galaxy
・設定＞端末のメンテナンス＞バッテリー＞監視対象外のアプリ＞RenoBodyを追加
・設定＞バッテリーの「アプリを省電力化」項目の「詳細」をタップ＞RenoBodyをタップし、アプリ省電力化を「無効」にする

Android One ・設定アプリ＞ディスプレイ＞省電力＞「OFFにしない」を選択

Huawei

・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

・設定＞電池＞省電力モードを「OFF」
・設定＞電池＞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」

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

AQUOS

・設定＞省エネ＆バッテリー＞電池⇒RenoBody＞
①バックグラウンド アクティビティをON
②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＞省エネ＆バッテリー＞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

rafre/ 京セラ 端末のホーム画面＞「エコモード」で「OFF」が表示されているようにする

 設定方法は、機種やAndroidOSバージョンにより異なります。
 下記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

 端末の歩数を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

１



「Android歩数計」での歩数計測にお困りの場合

 RenoBody歩数計に切替後、
しばらくご利用いただき、計測状況をご確認ください。

 歩数反映が遅い場合があります。
時間をおいて歩数をご確認ください。

1．「Playストア」で
「Google Fit」アプリを
検索しインストール

1．MENUより「アカウント設定」へ 2. 「アカウント設定」の中段にある
「詳細設定」＞「計測設定」の『RenoBody』をタップ

※ 端末がRenoBody歩数計に対応していない場合、
「計測設定」項目は表示されません

3. 画面最下部の「設定する」をタップ

Q. 端末の再起動、端末の省電力設定の解除をしても
計測歩数が少なく感じる

A. 計測方法を変更してみてください（RenoBody歩数計）
※一部の端末にはこの機能設定がありません

Q. 以上の対処方法でも解消しない A. GoogleFitとの連携をご利用ください。

4．RenoBodyのMENUより
「デバイス設定」へ

5.「Google Fit」を選択し、
「設定する」をタップ。
※データ同期を許可してくだ
さい。

Playストア

※自動同期の他に、 ホーム画面
からRenoBodyアプリを開いた
ときに、Google Fitの歩数を同
期します

2．「Google Fit」アプリを
開き、画面の案内に従って
設定する

3．設定完了後、歩数が記録
されているか確認する

２

３



イベント設定ガイド



初期登録設定ガイド

3

歩数イベントへの参加は、イベント参加設定が必要です。

イベントコードの入力

お持ちのイベントコードを入力して、
「クローズドイベントへ」をタップして
ください。

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。

案内されたご自身の参加者IDとパスワー
ドを入力してください。
※パスワードが不要な場合もあります。

5 参加者IDを入力

参加中のイベントが表示されます。
ランキング集計は15分ごとに行われます。

6 設定完了
本イベント参加の為の、イベントコード、IDは以下の番号を
ご入力ください。

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て、
トップ画面を表示します。

トップ画面下部メニューの「イベント」
をタップしてください。



ランキング画面

個人ランキング詳細

グループ内ランキング

グループランキング詳細

ランキング画面の上部へ移動します

前の画面に戻ります

イベントTOP

※イベント画面内のページ移動は
下部の「黒いマーク」をタップしてください。



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



前の画面に戻ります

イベント詳細を表示

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

画面の一番上
に戻ります

「活動評価レポート」について



【PCサイト】設定ガイド



【RenoBody PCサイト】にアクセスしてください
https://renobody.jp/user/pc/index

トップ画面「新規登録」より
ユーザー登録してください

※ 次のページ「1」へお進みください

はじめてご利用される方

以前【PCサイト】を
利用したことがある方

はじめに

以前【アプリ】を
利用したことがある方

「ログイン」より以前ご登録のメールアドレスで
ログインしてください

※ ログイン後、次のページ「４. イベントコードを入力」へ
お進みください

＜登録メールアドレスをお忘れの場合＞
下記サポートセンターへ以下をお書き添えの上、お問い合わせください
・イベントコード
・前回イベントの「参加者ID」

アプリに登録しているメールアドレスではログインできません
「新規登録」よりPCサイト用にユーザー登録してご利用ください

※ アプリに登録済みのメールアドレスでは再登録できません。別のメールアドレスでご登録
ください。

※ アプリのアカウント削除をご希望の場合は、サポートセンターへご連絡ください。
削除後、同じメールアドレスで再登録していただけます。

[RenoBodyサポートセンター] support@renobody.jp

・スマホアプリ⇔PCサイトの移行は不可となります
・手入力⇔Felica歩数計の変更は可能です
・PCサイトはランキング機能のみのご提供です

注意事項

https://renobody.jp/user/pc/index


RenoBody PCサイト 初期登録設定ガイド

1 「新規登録」を選択し、
利用規約を確認する

2 ユーザー登録をする 3 「手入力記録」を選択し、
身体情報入力へ進む

4 イベントコードを入力

5 参加者ID・パスワードを入力 6 歩数を記録する 8 歩数記録後、次のランキング
更新をお待ちください

7 歩数を入力する

パスワード設定がないイベントの場合
パスワードは空欄のまま登録

カンマ（,）を含めず
半角で入力してください

15分毎にランキングを更新します
ブラウザを更新してご確認ください

エントリー完了

更新
時間



お問い合わせ先

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

ログインに関する
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。


