
アカウント登録・設定手順



【ROUVY HPによる推奨環境】

https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360018756118-What-you-need-to-ride-on-ROUVY-Requirements

参加料金／ Participation Fee

利用にはROUVYのアカウントが必要になりますが、初めてアカウント登録をされる場合、初回登録時のみ2週間無料で

利用できるトライアル期間があります。そちらをご利用いただいて今回のチャレンジは無料でご参加いただけます。

更に上記の2週間無料期間に加え、今回のチャレンジ用に2週間無料期間が延長されるバウチャー（割引クーポン）が発行さ

れます。

※上記の無料期間後は月額12ドルが発生します。

無料期間延長の手順はバウチャーが発行された後、再度こちらのホームページでご説明いたします。

開催期間／ Event period

2022年2月7日〜2022年3月6日

※3月6日以降もニセコチャレンジの３つのコースはいつでもお楽しみいただけます。

参加に必要なもの／ What you need to participate

《インターネット環境》

コースのAR映像をダウンロードして走行しますので、動画再生が問題ないインターネット環境が必要になります。

《自転車と室内サイクルトレーナー》

ロードバク、マウンテンバイク等のスポーツバイクと、それらの自転車をセットできるスマートトレーナーを推奨します。

《対応デバイス（スマートフォン、タブレット端末、パソコン等）》

コース映像をダウンロードする必要があるため、十分な空き容量のあるパソコンまたはタブレット端末をご用意ください。

※それぞれの対応機材はサイクルトレーナー、自転車や使用バイスによって異なります。各自ご確認をしてください。

Windows PC

OS: Windows 10 with Creators update
CPU: Intel Core i5 or AMD
RAM: 8 GB
GPU: 2GB Radeon R9 200 series or NVidia GTX 650
HDD: 4GB of free space

macOS

macOS 10.12+
Only Bluetooth Smart communication supported
No additional accessories required
64bit only

Apple TV

Apple TV (4th generation) and newer
Only Bluetooth Smart communication supported

iOS

iOS 11.0+ with Bluetooth 4.0+

Android

Android 5+
Bluetooth 4.0+/Bluetooth Smart
4 core processor
2GB RAM
Only ARM architecture processors are supported, x86 unfortunately aren't.

https://support.rouvy.com/hc/en-us/articles/360018756118-What-you-need-to-ride-on-ROUVY-Requirements


アカウント作成／Create an account（Mac パソコン画面）

“Create account”

Click here
クリック

・Enter your user name／ユーザーネーム入力
・Enter your email address／Eメールアドレス
・Enter your password／パスワードを入力

Click after entering the above three items.

上記３項目入力後にクリック

ROUVYのWebページからアカウント作成をします。

https://rouvy.com/?noredir=1

https://rouvy.com/?noredir=1


・Enter your user name

ユーザーネーム入力

・Enter your email address

Eメールアドレス入力

・Enter your birthday／誕生日入力

・Select gender／性別選択

・Select the unit for distance and speed

距離や速度の単位を選択

※「Imperial」は「マイル表示」

「Metric」は「キロ表示」

・Enter your weight.／体重を入力

・Select your country／国を選択

Click after entering the all above items.
/上記項目全て入力後にクリック

Please select “I agree” so that you can receive 
race and event information.
レース、イベントの案内を受けるため初期
設定では「I agree」を選択

「Continue」Click here／クリック



Download the application for your device. (The image 

is example for MacOS) For the AR Course, the "ROUVY 

AR" application is required.

使用する端末に合わせてアプリケーションをダウンロードして下さい。

※画像はMacでアカウント作成を進めた場合の画面

※ARコースの場合「ROUVY AR」アプリが必要です。

Click to go to My Page to check or modify 

your information set.

クリックするとマイページに行き設定内容を確認、

修正できます。

When initially set up, it will be free for 14 days.

初回登録時は14日間無料になります。



プロフィール／ My Profile（Mac パソコン画面）

Click on "My Profile" to see the 

settings you have entered.

「My Profile」をクリックすると

入力した設定内容を確認できま

す。

Click "Account Settings" from the pull-down 
menu of the gear icon to modify your account 
settings.
歯車アイコンのプルダウンメニューから
「Account Settings」をクリックするとアカウ
ント設定の修正できます。

アカウント設定①／ Account Settings①（Mac パソコン画面）

言語設定に日本語はありません。

Metric" is the distance unit in 

meters.

「Metric」が距離単位がメート

ルになります。



プロフィール設定②／ Profile Settings②（Mac パソコン画面）

You can set your name, gender, 

birthday, and country.

名前、性別、誕生日、国の設定

ができます。

プロフィール設定③／ Profile Settings③（Mac パソコン画面）

You can set and modify your 

height and weight.

身長と体重の設定、修正ができ

ます。



ROUVY ARアプリ設定／ ROUVY AR App Settings （Mac パソコン画面）

ROUVYのWebページの「EXPLORE」をクリックして画面を下にスクロールする。

または下の画像の

ROUVYのトップページ下の「Challenge」をクリックします。



表示されたチャレンジページの「ANA NISEKO CLASSIC」をクリックします。

「Lear more」をクリックして下さい。



「JOIN NOW」をクリックしてエントリーします。

「Join the challenge」をクリックします。



アプリ設定手順



ROUVY ARアプリ設定／ ROUVY AR App Settings （Mac パソコン画面）

Enter "User Name" and "Password".

「User Name」「Password」を入力

Click "LOGIN".
「LOGIN」をクリック

ダウンロードした「ROUVY AR」アプリを起動してログイン下さい。

お使いになるスマートトレーナーなどの接続設定をします。



スマートトレーナー等、お使いになる機器それぞれの接続を行います。



コース映像をダウンロードします。

※あらかじめコースデータのダウンロードをお勧めします。コース映像のの再生に問題のない環境でご参加ください。

虫眼鏡のアイコンをクリックし検索枠に「niseko」と入力してください。今回の３つのコースは「niesko」から始めまる

コース名になっています。

コース映像ダウンロード／ Course Video Download （Mac パソコン画面）



チャレンジするコースを選択したら「Download video」ボタンをクリックしてください。

ダウンロードするコース映像のサイズを選択してダウンロードが開始されます。お使いになるインターネット環境と使用端末に合わせて

お選びください。



名前の右にの歯車をクリックします。

このページを下にスクロールすると身長、体重の確認と設定がアプリでもできます。

「Appearance Setting」をクリックします。

アバターと自転車の設定／ Setting up your avatar and bicycle （Mac パソコン画面）



表示されたデザインの中からジャージを選択だきます。

使用する自転車も「Road Bike」と「time Trial Bike」から選択できます。

設定したら右上の「×」をクリックして終了します。


