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2.マップを表示

2
タイムライン画面から
マップをタップ

マップが開いたら
「このエリアを再表示」
をタップ

マップにスポットや
走行ログが
表示されます

1.ログインの仕方

タイムライン画面から
プロフィールをタップ

Googleアカウントか
WheeLog!アカウント
からログイン

プロフィール画面が
出たらログイン完了



4.スポット投稿を見てみよう
例. 地図上からレストランスポット検索

3
地図上のスポットをタップ

3.投稿の種類

各種スポットの
詳しい情報

スポット投稿

車椅子が通れた道

走行ログ

ユーザーのつぶやき

つぶやき

行ってみたい、
知らない場所の
状況を聞ける

リクエスト



例. 調べたい地域から
レストランスポット検索

4

例. タイムラインから
レストランスポット検索

画面上部調べたい地域を記入し、選択
右上のフィルターアイコンをタップして白抜きにしていくと、
見たいスポットだけが地図上に反映されます。



6.自分の走行ログを見てみよう

5
プロフィールをタップ プロフィール画面をスクロールして

投稿した走行ログをタップ

5.走行ログを見てみよう

地図上 タイムラインから



8.走行ログを終了する

6
投稿をタップ

走行ログをタップ
左上の走行ログマークからでも終了できます

7.走行ログを表示してみよう

投稿をタップ 走行ログをタップ
車椅子の種類を
選択し、開始をタップ

左上に記録中と
マークが出たら取得開始

※次の時は、走行ログは起動させないでね！
１．車椅子に乗っていないとき
２．電車やバス等に乗っているとき



10.つぶやきに返信してみよう

7
返信したいつぶやきをタップ 返信をタップ

写真や位置情報を
入れる場合は
左下をタップ

右下のチェックマークで
つぶやきの返信完了

9.つぶやき投稿してみよう

投稿をタップ つぶやきをタップ
写真や位置情報を
入れる場合は
左下をタップ

右下のチェックマークで
つぶやき投稿完了



12.リクエストに回答してみよう

8
回答するリクエストをタップ 回答するをタップ 写真や必要な情報を入れる 右下のチェックマークで

リクエスト回答完了

11.リクエストしてみよう

リクエストをタップ マップの位置を決める
をタップ

リクエストしたい場所
にピンを合わせる

名前などを入力し
右下のチェックマーク
でリクエスト完了



9
この場所に決定するをタップ 写真や詳細な情報を入れる 右下のチェックマーク

でスポット投稿完了

13.スポットを投稿してみよう

スポットをタップ ①カテゴリを選ぶ
②マップの位置を決める

③検索欄でスポットを検索、
下のリストから
スポットを選ぶ

④ピンをタップ
⑤吹き出しをタップ



10
編集するをタップ

編集する項目を編集して
右下のチェックマークで
で編集完了

14.スポットを修正してみよう
（自分の投稿）

プロフィールをタップ 投稿したスポットをタップ 編集したいスポットを選ぶ 右上の「・・・」
をタップ



11
修正を依頼する項目を選ぶ 右下のチェックマークで

修正依頼完了

15.スポットの修正依頼をしてみよう
（みんなの投稿）

修正依頼をする
スポットをタップ

右上の「・・・」
をタップ

修正を依頼する
をタップ



17.スポットにコメントや写真を
追加してみよう（みんなの投稿）

12
追加するスポットを選ぶ

コメントや写真を書いて
右下のチェックマークで
追加完了

16.スポットに情報を追加してみよう
（みんなの投稿）

情報を追加する
スポットをタップ

右上の「・・・」
をタップ

写真を追加する
をタップ

コメントや写真を追加して
右下のチェックマークで
情報追加完了



：

バリア
車いすには厳しい…

階段などの困るポイント

どんな写真を投稿すれば良い？

レストラン
車いすで食べれるかな

外観、入口、机、料理
メニューなど

宿泊施設
車いすで泊まれるかな

客室、ベッド、バス、トイレ
の様子など

公共交通の駅の入口
構内図、乗車の様子など

乗り物
車いすで乗れるかな

その他
車いすで利用できるかな

お店や施設の外観、屋内
フロア情報など

スロープ
車いすで通れるかな

傾斜の様子

ナイス
車いすで楽しめるかな

観光地やレジャー施設など

駐車場
車いすで駐車できるかな

駐車スペースの様子

エレベーター
車いすで乗れるかな

定員情報やスペースの様子

トイレ
多目的トイレはどこかな

入口、ボタン、中の設備など

のトイレは別途 スポットで投稿13
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アプリのダウンロードはこちらから！


