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アプリの操作方法

1. 『FUN RUNNET』のインストールとログイン前のご確認

〇アプリのインストール 『FUN RUNNET』
お使いのスマートフォンのOSに合わせて、 『FUN RUNNET』アプリをインストール
してください。
※Androidで参加される場合は、 『Google Fit』アプリのインストールも必要です。
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〇ァプリ起動～ログイン
".』』＇-'1•エ冒

'' 

, UN 

アイコンをタップして、 ログイン画面が立ち上がればアプリの
インストールは完了です。 続いて、 位置情報設定となります。
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〇位置情報のアクセスを許可

1．位置情報連携を許可
「アプリ起動時の設定」または「端末設定画面」から設定してください。

〇 こ疇来の位吾和ヘ

のアクセスを[D]FUN
RUNNET r：：：許可します
か？

”L• E I ●『許可』ボタンをタップしてください。

※アプリ起動時、 上記画面が出ない場合、 下記を参考に設定ください。

■ 「端末設定画面」から位置情報のアクセスを許可

【Andoroid】
①端末アプリケーション一覧より

設定ボタンを選択
②設定画面の一覧から位置情報設定を選択
③位置情報の状態を確認し、

「OFF 」の場合は、選択して設定画面へ
④位置情報を許可し、 「ON」の状態に設定

【iOS】
①端末設定のアプリを選択
②アプリ一覧の中から『FUN RUNNET』を選択
③位置情報の状態を確認し、

「このAppの使用中のみ許可」または
「常に」を選択して、位置陶殴のアクセスを許可

※「正確な位置情報」も「ON」に設定ください。
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アプリの操作方法

2.自動配信メールから『FUN RUNNET』を起動する

e-moshicomに登録しているメ ールアドレスに、 『 【イー ・モシコム】イベント参加

方法のご案内(FUN RUNNETアプリのログイン方法）』というタイトルのメ ールが

配信されます。 メール内の「FUN RUNNETアプリのログイン方法」の下にあるURLを

タップしていただくと、 自動的に 『 FUN RUNNET』が起動し、 アプリに自動でログ

インすることができます。

※自動的にログインできない場合は「FUNRUNN日アプリ」をタップして起動し、 ログイン画面で
下記を入力ください。

チームID ：メ ールで懃Dされたあなたのチケット番号を入力してログインしてください。

【イー ・モシコム】イベント参加方法のこ案内(FUN RUNNETアプリのログイン方法）

※e-moshicom（イ ー ・モシコム）からの自動配信メール です。

このたびは イ ー ・モシコムをこ利用いただき誠にあリがとうございます。

■FUN RUNNETアプリのインストール

「【11月開催】姫路まちなかロゲイニング」は 、 スマートフォンアプリ「FUN RUNNET」を使用するイベントに
なリます。

こちらから、FUN RUNNETのアプリのインストールをお願いいたします。

【iOS】
https://itunes.apple.com/jp/app/fun-runnet/id 138209301 O?mt=8 

【Android】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.runners.mimizuku.app&pcampaignid= 
MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 

■FUN RUNNETアプリのログイン方法

イベント開催期間中にイベントに参加していただくためには、FUN RUNNETアプリのインストール 後、

FUN RUNNET アプリヘのログインが必要になります。

本メールをスマートフォンでご覧の方は、以下のリンクよりFUN RUNNETアプリを起動していただけます。

https://funrunnet.moshicom.com/start/index.html?moshicomEventld=59326&ticketld=1 

※本メール受信後から 15分後、ログインが可能な状態となります。
------

【このイベントに関するお問い合わせ】
世界遺産姫路城マラソン実行委員会事務局
079-221-2862 (9:00~ 1 7:00)
------------

※本メールのメール アドレスは送信専用となっておりますので、 メールの返信には回答を差し上げておりま

せん。 ご了承ください。
--------------------------------------------------

e-moshicomのこ利用に関するお問い合わせ

イ ー ・モシコム
https://moshicom.com/contact/ 

イベントID ：Aコース…322　Bコース…323
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3．まちなかロゲイニングスター ト方法

〇『FUN RUNNET』スター ト画面
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アプリ起動画面に、 S（スタート）とF（フィニシュ）のフラグが表示され

るので、 Sのフラグを拡大して、 「タップ」してください。

※スタート・ フィニッシュ地点は「三の丸広場」となります。
「三の丸広場」でアプリ内のチェックイン登録を行わないと、

まちなかロゲイニングに参加することが出来ません。

〇スター トチェックイン登録
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■ 注意事項

1. チェックイン登録

チェックイン画面が開いたら、 画面右側に表示されているカメラの

アイコンをタップしカメラを起動させます。

左側の写真を参考に対象物を撮影してください。

※チェックポイントに十分近づいていないと撮影可能となりません。
※撮影はチェックポイントの対象物の 一部が写っていればOKです。
※チェックイン登録いただいた写真を大会HPへ掲載することが

あります。
※車や通行人に注意して撮影してください。

2. チェックイン完了

チェックが完了すると画面右上部に、 OKサインが出ます。

これでスタートのチェックインは完了です。

①初回撮影時、 上記のように許可を求められます。 カメラ・メディアとも、 チェックポイントの

撮影や撮影ファイルの主催者への送信に必要になりますので、 必ず「許可」を設定ください。

②使用するスマートフォンの機種によっては、 撮影した写真をアプリで使用するかの確認画面が
表示される場合があります。 撮影が完了したら、 「写真を使用」または「OK」等をタップして
使用許可の設定をしてください。
※画面は使用機種によって異なりますのでこ注意ください。

③アプリ画面に文字が全て表示されない場合は、 文字サイズを変更してください。
例）Andoroid「設定」一「ディスプレイ（モニター ）」一「フォントサイズ」

iOS 「設定」一 「画面の表示と明るさ」一 「テキストサイズの変更」
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4．チェックポイントめぐり～フィニッシュ

0 MAPを確認

1.チェックボイントの表示
スタートチェックインが完了すると全てのチェックポイントが
表示されるので、作戦順にチェックポイントを 回つてください。
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2.チェックイン可能のポイント衷示
目的のチェックポイントに近つくとアイコンが図のように
「O」で囲われますので、その状態でチェックポイントの

アイコンをタップしてください。

〇チェックポイント登録
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1.チェックイン登録
チェックイン画面が開いたら、画面右側に表示されているカメラの
アイコンをタップしカメラを起動させます。
左側の写真を参考に対象物を撮影してください。
※チェックポイントに十分近づいていないと撮影可能となりません。
※撮影はチェックポイントの対象物の一部が写っていればOKです。
※チェックイン登録いただいた写真を大会HPへ掲載することがあります。
※車や歩行者に注意して撮影してください。

2.チェックイン完了
チェックが完了すると画面右上部にOKサインが出ます。
これでチェックインは完了です。

〇フィニッシュ登録
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1.フィニッシュチェックイン登録
全てのチェックポイントを回ったら、
フィニッシュ地点（三の丸広場）へ戻り、スタートと
同様の手順でFフラグを 「タップ」し、
チェックインしてください。

チェックイン完了
チェックインが完了したらイベント終了となります。
チェックインした場所は、「ポイント」からご確認が
できます。
※フィニッシュチェックイン後は、他チェックポイントを

回ることは出来ません。
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