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１．ACT5歩数チャレンジとは・・・？

⚫大手町・丸の内・有楽町エリアを舞台にSDGs達成に向けた多様な活動を推進する

「大丸有 SDGs ACT5」の一環で開催する、“街まるごとでのWELL-BEINGの促進”を

目的にしたチャレンジイベントです。

⚫日々の歩数や、SDGs活動の実践による獲得スコアを個人で競い合います。

入賞者には豪華賞品をプレゼント！

大丸有エリアにお勤めの方、SDGsの取組に関心をお持ちの方対象者

エントリー期間 2021年10月1日（金）～10月15日（金） 17:00まで

⚫開催期間中の以下の活動内容をスコアに換算し、合計スコアで順位を競います。

①毎日の歩数 （1日の歩数に応じて、スコアに換算します。）

② 「大丸有 SDGs ACT5」のイベントへの参加

③ ACT5メンバーポイントアプリを使った「SDGs活動」の取組

※詳しくは２ページをご覧ください。

チャレンジルール

開催期間 2021年10月18日（月）～11月7日（日）
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2．ACT5歩数チャレンジのスコアルール

⚫チャレンジ期間中（３週間）の以下の3つの活動内容をスコア化、獲得した合計スコアで

順位を決定します。

①毎日の歩数 ②イベントへの参加 ③SDGs活動の取組

スコア化の
対象

1日の歩数を以下の基準で換算
（１日あたりの最大獲得スコア：２５点）

大丸有SDGs ACT5が開催する
イベントへの参加
※イベント会場でポイント獲得用の

QRコードを読み取ってください

ACT5メンバーポイントアプリを
使ったSDGs活動の実施
※活動拠点でポイント獲得用の

QRコードを読み取ってください

スコア

参加１回あたり

20点

活動１回あたり

５点

スコア獲得
上限

－
期間中最大5回まで（＝100点）
※６回以上イベントに参加しても、
もらえるスコアは１００点までです

期間中最大１０回まで（＝50点）
※11回以上活動を実施しても、
もらえるスコアは5０点までです

歩数 スコア 歩数 スコア

0～５,９９９歩 0点 11,000～11,999歩 21点

6,000～6,999歩 12点 12,000～12,999歩 22点

7,000～7,999歩 14点 13,000～13,999歩 23点

8,000～8,999歩 16点 14,000～14,999歩 24点

9,000～9,999歩 18点 15,000歩～ 25点

10,000～10,999歩 20点

※ACT5メンバーポイントアプリをすでにご利用いただいている等でチャレンジ期間中にアプリの上限ポイント（5,000ポイント）に
達してしまった方は、追加で②と③のスコアを獲得することができなくなります。
救済措置として、ACT5メンバーポイントアプリの累計獲得ポイントが4,000ポイントを超えている方、期間中に超えた方は、
その時点で②・③いずれも最大スコア（＝合計150点）を獲得したものとみなしてランキングへの反映を行います。
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３．ACT5歩数チャレンジへの参加方法

⚫ACT5歩数チャレンジへのご参加には、

①ACT5メンバーポイントアプリのダウンロード・登録 と

②期間内のエントリーフォームへの入力 が必要となります。

⚫チャレンジ期間中、アプリで日々の歩数やSDGs活動の実践によりスコアが集計され、

合計スコアで順位を競います。

ACT5メンバーポイントアプリを
ダウンロードして登録

ACT5 ポイント 検索

ステップ①

期間内に以下の
エントリーフォームから参加登録

ステップ②

3営業日以内にアプリ内の
お知らせから登録完了通知

をお送りします

ステップ③

エントリー期間

10月15日（金） 17:00まで

https://questant.jp/q/H3O94R1Y
アプリ右上の
🔔マークを

タップして確認

https://questant.jp/q/H3O94R1Y
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３．ACT5歩数チャレンジへの参加方法

⚫ステップ２の入力フォームにて、

①ACT5メンバーポイントアプリの会員番号、

②ニックネーム

③ご所属企業・団体名 をご入力ください。 ※②と③はランキング公開に使用します

⚫エントリーフォームにご入力いただいた方には、3営業日以内にアプリ上で登録完了の

お知らせをお送りします。通知が届かない場合は、事務局までお問い合わせください。

※事務局問い合わせ先： info@act-5.jp

エントリーフォームへのアクセス方法

リンクまたはQRコードからアクセスください

https://questant.jp/q/H3O94R1Y

mailto:info@act-5.jp
https://questant.jp/q/H3O94R1Y
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４．ランキングの公開について

⚫チャレンジ期間中、ACT5公式ホームページ内で全参加者のランキングを公開します。

公開のタイミングは毎週月・水・金曜日の夕方１７時頃を予定しています。

※リアルタイムでの公開ではないため、お手元のアプリ上での数値と必ずしも

合致しない場合があります。

⚫最終結果と上位入賞者は11月中旬に実施する表彰式（オンライン）で発表します！

※詳細決まり次第、アプリ内お知らせやホームページでご案内します。

毎日歩いて
SDGs活動を実践して
目指せ優勝！！
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トラブルシューティング

➢ ACT5メンバーポイントアプリに初めて登録いただく方
→７ページ参照

➢ SMSが受信できない場合
→９ページ参照

➢ ご所属先から企業コードの入力を依頼されている方
→10ページ参照

➢ 歩数が全く更新されない場合
→11～12ページ参照

➢ 歩数が正しく反映されない場合
→14ページ参照

➢ ポイント獲得上限（5,000ポイント）に近く、QRコードが読み込めない場合
→15ページ参照

➢ その他の場合
アプリHPの「よくあるご質問」をご参照ください。
https://mb.act-5.jp/faq/

https://mb.act-5.jp/faq/
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中略

ACT5メンバーポイントアプリに初めて登録いただく方＜アプリダウンロード①＞

Start

SMSを活用した二段階認証

• お持ちのスマートフォンで、App StoreおよびGoogle Playから「ACT5メンバーポイントアプリ」
と検索していただき、「ACT5メンバーポイントアプリ」をダウンロードしてください。

• アカウント登録の手順は以下のとおりです。

新規登録なのでこちらをタップし、新
規登録画面に移行してください。
※既にアカウントを作成済みの場合
は作成不要です。

※万一、SMSのメッセージが
届かない場合は、SMSの受信
設定で拒否する設定になって
いないかご確認ください。
→10ページ参照

090-XXXX-XXXX

090-XXXX-XXXX
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End

ポイントを利用する際に必要となるPIN
コードを４桁で登録してください。

PINコードの登録が完了すると
完了画面が表示されます。

Machi Pass連携をいただくことで
ボーナスポイントを取得できます。

ACT5メンバーポイントアプリに初めて登録いただく方＜アプリダウンロード②＞

エントリーに必要な会員番号は
こちらに表示されます。
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SMSが受信できない場合
SMS認証コードが届かない原因には以下の可能性がございます。

1. 迷惑メール設定などでSMSの受信を制限している
• 携帯電話会社の迷惑メール対策機能で、SMSを受信しない、また登録者以外や、海外電話番号からのメッセージを拒否などの

設定を行っていないか確認してください。※設定方法は携帯電話会社によって異なります。ご利用の携帯電話会社のヘルプ、
または取扱説明書などをご確認ください。

• 一時的にSMS受信拒否設定を解除して、SMS認証が完了しましたら再びご設定いただく手順となります。

2. MNP後でSMSが受信できない
• 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して他社の携帯電話に変更した際に、SMSを受信できない場合があります。設定

をご確認ください。

3. SMSの保存容量がいっぱいになっている
• 不要なデータを削除したうえで、もう一度認証コードの発行からお試しください。

4. 回線の契約内容により利用できない
• 携帯電話の契約状況（データ通信専用SIMでSMS機能がついていない場合）や端末（特に携帯電話）によっては、SMSを利用

できない場合があります。

5. モバイル通信ができない状態になっている
• Wi-Fiのみがつながっていたり、機内モードになっているなど、モバイル通信が利用できない場合はSMSを受信できません。

スマートフォンの設定より、モバイル通信のオンやオフをお試しください。

6. 上記を試しても改善しなかった場合
• もう一度初めからリトライ、または端末を再起動することで受信できる場合があります。

上記の方法をお試しいただいても改善しない場合には、アプリの会員番号とお使いのキャリア（au、docomo、楽天モ
バイル等、ご契約の会社名）を大丸有SDGs ACT5実行委員会事務局（info@act-5.jp)までご連絡ください。
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090-XXXX-XXXX 090-XXXX-XXXX

登録された企業コードを
ご確認ください。

会社より指定された5桁
の企業コードと間違いが
ないよう、ご留意ください。

ご所属先から企業コードの入力を依頼されている方 ＜企業コードの登録＞

• 所属企業にて企業コードの登録を指定されている方は、企業より指定された企業コード
（5桁）を登録してください。

企業コードを選択

Start End

企業コード(5桁)を入力
して、保存を選択
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歩数が全く更新されない場合（iPhoneの場合）

• お手持ちのスマートフォンの設定を下記の通りご確認ください

1. 「モーションとフィットネス」の設定を確認
• 「設定」 ＞ 「プライバシー」 ＞ 「モーションとフィットネス」

「フィットネス・トラッキング」及び「ヘ
ルスケア」が両方ONになっているこ
とを確認してください。
なっていない場合はONに設定して
ください
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歩数が全く更新されない場合（iPhoneの場合）

• お手持ちのスマートフォンの設定を下記の通りご確認ください

2. 「ヘルスケア」の設定を確認
• 「設定」 ＞ 「プライバシー」 ＞ 「ヘルスケア」 ＞ 「ACT5メンバーポイントアプリ」

「ACT5メンバーポイントアプリ」の
「歩数」がONになっていることを確
認してください。
なっていない場合はONに設定して
ください。
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歩数が全く更新されない場合（Androidの場合）

➢ 歩数が大幅に少ない

➢ 歩数が全く計測できない

アプリの権限より、運動データへのアクセス権限を

許可していますか？

ACT5メンバーポイントアプリが省電力機能の対象に

なっていませんか？

GoogleFitアプリはインストールされていますか？

Androidの設定でACT5メンバーポイントアプリが
GoogleFit接続済になっていますか？

設定＞Google＞GoogleFitを確認

アプリ内サポート窓口にご連絡ください

省電力機能の対象から

ACT5メンバーポイントアプリを外してください

GoogleFitアプリをインストールし

歩数が計測できているかご確認ください

ACT5メンバーポイントアプリを再起動し「ACT5メンバーポ
イントアプリによるリクエスト(GoogleFitアプリ)」を許可して

ください

設定＞アプリと通知＞ACT5メンバーポイントアプリ＞権限
より、運動データへのアクセス権限を許可してください

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

注意点
⚫ GoogleFit計測時は、歩いてからアプリ画面上に歩数が反映されるまでタイムラグが発生します。

⚫ ウェアラブル端末や他の歩数計アプリ等でGoogleFitと連携されている場合、GoogleFitで確認できる歩数とACT5メンバーポイントアプリの歩数が異なる場合が
あります。

⚫ Googleアカウントを複数端末で利用している場合、正しく計測されない場合があります。

※本来GoogleFitアプリは必要ありませんが、端末センサーの動作を確認
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歩数が正しく反映されない場合（iPhone/Android共通）

歩数がカウントされない場合や、歩数が少ない場合は以下をご確認ください。

• アプリの最新版を利用
App Store/Google Playより、「ACT5メンバーポイントアプリ」の最新版をご利用ください。

• アプリをこまめに起動してください（一日に一度）

• バッテリー残量が不十分
バッテリー残量が残り少ない場合、バッテリーセーブ機能が働き、歩数計センサーの動作が制限・停止される場合があります。
充電を行い、十分なバッテリー残量を確保してください。

• バッテリーセーブ機能/アプリを使用している
バッテリーセーブの設定をONにしている場合や、バッテリー消費を抑えるアプリをご利用している場合、
歩数系センサーの動作が制限・停止される場合があります。
お心当たりのあるアプリを停止してお試しください。

• アプリを起動する前に、端末の歩数系アプリを起動してください
• iPhoneの場合：「ヘルスケア」
• androidの場合：「Google Fit」
端末の内部歩数を参照しているため、別アプリにて更新されたことを確認の上アプリを起動することで、
より精密な歩数をカウントできる場合があります。
特に日付を跨いで移動されている場合は、データ連携のタイミングによりズレが生じることがあります。

• iOS/Androidのシステムを最新化してください
古いiOSやAndroidのシステムをご利用の場合は、最新化をご検討ください。
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ポイント獲得上限（5,000ポイント）に近く、QRコードが読み込めない場合

⚫システム上、ポイント付与の上限5,000ポイントを越える場合は、イベント参加やSDGs活

動を実施していただいた際のポイント獲得用QRコードを読み取りが出来なくなります。

➢ 例：既に4,800ポイント獲得されている方が、衣類回収（300ポイント）の活動を実施されるケー

ス。※マイカップ・マイボトル利用（10ポイント）等、上限に達しない範囲での活動は可能です。

⚫救済措置として、ACT5メンバーポイントアプリの累計獲得ポイントが4,000ポイントを超

えている方には「イベント参加」、「SDGs活動の実施」のいずれも最大スコア（＝合計150

点）を獲得したものとみなしてランキングへの反映を行います。

獲得可能な残りポイ
ント数はこちらの箇所
をご確認ください。


