
《フォリスタサイクル》
ユーザーガイド

I N D E X

Cycle Search Net

必要なもの

手順1：アカウントを登録しましょう

Facebook登録・Google登録

手順2：自転車を登録しましょう

手順3：ビーコンと自転車を紐づけしましょう

手順4-1：プランの選択をしましょう

手順4-2：プランの選択をしましょう（有料プランを選択した場合）

“無料診断チケット”を表示しましょう

“故障補償チケット”を表示しましょう

“盗難補償チケット”を表示しましょう

事故の時は“すぐ電話”！！！

“ビーコン”をすでに持っている方用
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必 要 な も の

開発中

ビーコンについては、フォリスタサイクルへお問い合わせください
「フォリスタサイクル」お問い合わせ　https://cycle.forista.jp/contact/

公式アプリ
から

ビーコン付き
有料プランを！
提携店でも
ビーコンの
購入可能！

iPhone用アプリ Android用アプリ

+

+

ペダルノートオリジナル
ビーコン

Beacon

フォリスタサイクル
アプリ

Application

補償対象とする自転車
有料プラン（補償）の申込には、
クレジットカードが必要です

Bike
対象の
自転車

無料
ダウンロード

ビーコンの
電池寿命は
約1年です
買い換えを
お願いします
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手順1：アカウントを登録しましょう

「マイページ」にある
［アカウントを作成する］
をタップ
1

お持ちのFacebookか
Googleアカウントを
使用してログイン

2

「マイページ」で
［ニックネーム］と［プロフィール］を
記入して［アカウント登録］をタップ

3 登録されると「マイページ」に
［会員ID］が表示
4

1 2 3
アカウントを登録
しましよう※P2

Facebook・Google
の登録ガイド※P3

自転車を登録しましょう
（10台まで可能）※P6

ビーコンと自転車を紐づけ
しましょう※P7

4
プランの選択をしましょう

※P8～11

65 87
提携店が対応する

「補償ガイド」※P12～19

→アプリ

+
→アプリ

+

→アプリ Web→ →アプリ

or コード
入力 0000000

補償を利用!有料（ライト・プレミアム）プラン無料（フリー）プラン

00000
00000

■ forista Cycle（フォリスタサイクル）サービス利用の流れ

「Facebook」
「Google」を
お使いでない方は
アカウント登録が
必要です。

登録方法は　　へ3p

へ4p
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自転
車をう

登録
しましょ

う



Facebookにアクセス1
名前を入力して
［次へ］をタップ
生年月日を入力して
［次へ］をタップ
2

メールアドレスもしくは携帯電話番号を入力して
［次へ］をタップ
※［メールアドレスで登録］もしくは［電話番号で登録］で切り替え

3

性別を選択して
［次へ］をタップ4

パスワードを入力して
［アカウント登録］を
タップ
5

［後で］もしくは［OK］をタップし
③で登録したメールか携帯に
送信されたコード入力、
［認証する］をタップ
6

“アカウントの認証が
完了しました”と
表示を確認（登録完了）

7

Googleにアクセス1

■ Google登録ガイド 《https://www.google.com》

※このガイドは2019年5月現在のもので変更になる場合があります。予めご了承ください。

■ Facebook登録ガイド 《https://www.facebook.com》

※このガイドは2019年5月現在のもので変更になる場合があります。予めご了承ください。

［アカウント作成］を
タップし［自分用］を
選び［次へ］をタップ

2

プライバシーポリシーを確認して、
［同意する］をタップ5

生年月日など
情報入力して、
［次へ］をタップ
4

自分の登録名が表示されていることを
確認（登録完了）6

ユーザー名など
情報入力して、
［次へ］をタップ
3

❶
❷

・［新しいアカウントを作成］
   をタップ
・［新しいアカウントを作成］
   をタップ

・生年月日・性別・生年月日・性別

・ユーザー名
（希望するメールアドレス）
・ユーザー名
（希望するメールアドレス）

・パスワード・パスワード
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手順2：自転車を登録しましょう

「マイページ」にある
［愛車を登録する］をタップ1 「自転車（新規）」ページで

自転車を登録2

設定したい「自転車」ページの
右上にある[編集]をタップしてビーコンの設定へ3

アプリには10台まで
自転車の登録が
可能です

自転車の情報を
お手元に用意して
ください！

1 2 3
アカウントを登録
しましよう※P2

Facebook・Google
の登録ガイド※P3

自転車を登録しましょう
（10台まで可能）※P4

ビーコンと自転車を紐づけ
しましょう※P5

4
プランの選択をしましょう

※P8～11

65 87
提携店が対応する

「補償ガイド」※P12～19

→アプリ

+
→アプリ

+

→アプリ Web→ →アプリ

or コード
入力 0000000

補償を利用!有料（ライト・プレミアム）プラン無料（フリー）プラン
00000

00000

■ forista Cycle（フォリスタサイクル）サービス利用の流れ

ビーコンの設定は
次の　  へ

「編集」をタップ
※すでに登録済の自転車に
　ビーコンを紐づけをする場合はココから

5p

4

ビーコンを使用する場合は参照してください



手順3：ビーコンと自転車を紐づけしましょう

93beb01010101010

ビーコンの準備1 「自転車（更新）」ページ
からビーコンを設定2 設定したいビーコン

を選択してください3

選択後は［自転車登録］を
タップして登録完了
4

［ビーコン設定］をONにしてください

透明の絶縁シートを取り
外してください。ビーコンが
通電します。

ビーコンを通電

ビーコンの登録確認は
「自転車」ページの
ビーコン欄で確認できます
5

1 2 3
アカウントを登録
しましよう※P2

Facebook・Google
の登録ガイド※P3

自転車を登録しましょう
（10台まで可能）※P4

ビーコンと自転車を紐づけ
しましょう※P5

4
プランの選択をしましょう

※P6～7

65 87
提携店が対応する

「補償ガイド」※P8～10

→アプリ

+
→アプリ

+

→アプリ Web→ →アプリ

or コード
入力 0000000

補償を利用!補償（ライト・プレミアム）プラン無料（フリー）プラン
00000

00000

■ forista Cycle（フォリスタサイクル）サービス利用の流れ

《注意》ビーコン背面に
記載の番号と同じか確認！！

※ビーコンとアプリ
の距離が離れて
いると反応しない
場合があります。

AA-0 OOOOO
AA0000000

5

ビーコン推奨取り付け場所
図の箇所に設置いただけますが、基本
オーナー様が内緒で設置します。
ステムの中やトップチューブ※は電波が
弱くなりますが泥棒に見つかりづらくな
ります。

※取り付け場所が自転車内部になる場合は、
素材によっては電波が受信できなかったり、
弱くなる場合があります（クロモリなどの鉄
フレームでは電波が受信できません）。

ステムの中 トップチューブの中 

サドルバック
など



手順4-1：プランの選択をしましょう

「フォリスタサイクル」HP〈Order（Web決済でのお申し込み）〉より ⇨ https://cycle.forista. jp/order/

ここまでに、「アカウント登録」⇨「自転車登録」⇨「ビーコンを紐づけ」をしました。
「フリープラン（無料）」で、ここまでご利用いただけます。
ここからは、「有料プラン（ライト・プレミアム）」の選択をします。
※ライト・プレミアムの有料プランをご利用の場合は、ライセンスコードの取得が必要となります。

※ライセンスコードの取得は、クレジットカードによるWeb決済のみとなります。

無料プランはここまで

■ プラン（無料・有料）を選びましょう

料金/年
（自転車1台）

盗 難
補 償

○
発見できなかった際のお見舞金
（上限10,000円）

○
発見できなかった際のお見舞金
（上限200,000円）

2,200円/年（税込）
フリー（無料） ライト プレミアム

8,800円/年（税込）

※掲載の価格は消費税8%で算出しております。税改正時には変更になります。予めご了承ください。
※補償適用期間はアクティベートを行った日より１年間です。

0円

故 障
補 償

個人賠償
責任補償

無料診断
サービス

アプリ基本機能

×

× ×
○

故障修理最大３万円まで補償

×

○
個人賠償責任、傷害入院、
傷害手術補償付き

○
個人賠償責任、傷害入院、
傷害手術補償付き

× ○ ○

○ ○ ○

※チェーン切れやパンク修理（タイヤ交換
含む）のみ、年１回最大３万円まで補償

※対人対物を問わず200万円、傷害入院補
償は日額5,000円、傷害手術補償は傷害
入院保険金日額の10倍または5倍を補償
（傷害は自転車搭乗中等のみ補償）

※対人対物を問わず200万円、傷害入院補
償は日額1,000円、傷害手術補償は傷害
入院保険金日額の10倍または5倍を補償
（傷害は自転車搭乗中等のみ補償）

※盗難補償最大20万円まで（パーツだけ無
くなった場合も）補償可能

サ ー ビ ス 内 容

基本機能は補償以外のアプリ機能
（［現在位置］機能利用にはビーコンが必要）

サービス ラインアップ 2017年12月承認 B17-103882

有料プランのご利用にはクレジットカード
によるWeb決済が必要になります
決済方法は　  へ7p
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手順4-2：プランの選択をしましょう（有料プランを選択した場合）

1 2 3
アカウントを登録
しましよう※P2

Facebook・Google
の登録ガイド※P3

自転車を登録しましょう
（10台まで可能）※P4

ビーコンと自転車を紐づけ
しましょう※P5

4
プランの選択をしましょう

※P6～7

65 87
提携店が対応する

「補償ガイド」※P8～10

→アプリ

+
→アプリ

+

→アプリ Web→ →アプリ

or コード
入力 0000000

補償を利用!補償（ライト・プレミアム）プラン無料（フリー）プラン

00000
00000

■ forista Cycle（フォリスタサイクル）サービス利用の流れ

「フォリスタサイクル」HP〈Order（Web決済でのお申し込み）〉より ⇨ https://cycle.forista. jp/order/

HP プラン「お支払い方法」

HP Web決済でのお申し込み
HP カード決済する

HP ライセンスコードをメモ

アプリ マイページ アプリ アップグレード

❶

❸
❹

❶
❷

❷

❷

プラン「“ビーコン”をすでに
持っている」ページの
［プランを購入する］をタップ
1

決済に必要な情報を入力し
Web決済をする

3

ライセンスキーをコピペする
※念のため控えもとる。4

「ライト」か「プレミアム」のプランを
選んで［ライセンスコードを購入する］を
タップして
2

［アップグレード］を
タップ
6

［ライセンスコード］を入力し
利用規約に同意 □（チェック）
して「プラン登録」をタップ！

✓7

20f3000000000000000000000000f5

・ライセンスコードを利用する
  の空欄にコピーした
  ライセンスキーを入力します

有料プラン登録完了

⑤
「アプリ」を開い
て、マイページか
ら自転車を選択

アプリ

7

有料プランへのアップグレードには、下記情報を事前にご用意してください。スムーズに登録いただけます。

ライトプラン（ビーコンなし）

HP カード決済する

プレミアムプラン（ビーコンなし）

¥8,800を支払う

¥2,200を支払う



“無料診断チケット”を表示しましょう

マイページの
「自転車」を選んで
［補償チケット］をタップ
1 ［無料診断チケット］

をタップ2 チケット画面を表示3

［ビーコン設定］をONにしてください

提携店コードを
お店の方に確認する4

お店の人が内容を確認
した後にチェックボックス
に「✓」を入れてもらう

5 ○済  朱印になったことを
お店の人に見せる

6 無料診断サービス開始！

アプリ内にチケットを導入したことにより
提携店とのやり取りを確実にし、わかりやすくしました。

・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう
・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう

ライト プレミアム
対応の補償プラン

フォリスタサイクルへのお問い合わせは
https://cycle.forista.jp/contact/

ご注意

・提携店により無料診断サービ
スの範囲が異なります。事前
にご確認ください。
・診断後の整備依頼について
は、ユーザー負担となりますの
で提携店とお決めください。
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“故障補償チケット”を表示しましょう
・パンク、チェーン切れに対する修理提供サービス

・　　　　　　　補償金限度額30,000円（税込）
・サービス提供は1年間に1回。

プレミアムプラン会員

プレミアム
対応の補償プラン

故障したら
提携店に行って
［補償チケット］をタップ
1

○済  朱印になった画面をお店の人に見せて
申請書を作成してもらいます
※申請書はお店の人が作成します。

6

申請内容を入力して
［申請する］をタップ
3

提携店コードをお店の方に
確認するOKなら
［チケットを表示する］をタップ
4

［盗難補償チケット］
をタップ2

「お店の人に確認」
にチェックを入れ
［チケット表示する］をタップ
5

・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう
・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう

パンク修理
（タイヤ交換を含む）

と
チェーン交換

が故障修理の対象です
《同時申請OK》

故障した経緯は
わかりやすく
書いてください

フォリスタサイクルへのお問い合わせは
https://cycle.forista.jp/contact/

ご注意

・提携店の店員により申請
書を作成しますので、故
障原因の内容は正確にご
記入ください。
・補償金は提携店に支払
われます。
・補償金限度額30,000円
（税込）以内であればユー
ザーの負担はありません。

故障補償の範囲

パンク ： チューブ・タイヤ交換
チェーン切れ ： チェーン交換

9

申請する

ペダルノート池袋店
ペダルノート池袋店



“盗難補償チケット”を表示しましょう
・盗難自転車の 代替品 提供サービス
・アプリの捜索ボタンを押した時から90日後の24時までに
  発見されなかった場合にサービス提供可
・補償金限度額　　　　  　200,000円（税込）
 　　　　   　　　　  　10,000円（税込）
・サービス提供は1年間に1回

プレミアムプラン会員

ライトプラン会員

［盗難補償チケット］
をタップ3

申請内容を入力して
［申請する］をタップ4

提携店コードをお店の方に
確認するOKなら
［チケットを表示する］をタップ
5

○済  朱印になった画面を
お店の人に見せて
申請書を作成します

7

盗難にあったら
補償付きにチェックして
［捜索願を出す］をタップ
1

90日見つからなかったら
提携店に行って
［補償チケット］をタップ
2

・領収書・レシートなど・領収書・レシートなど

「お店の人に確認」
にチェックを入れ
［チケット表示する］をタップ
6

・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう
・一緒に確認してお客さまに
  チェックしてもらう

ライト プレミアム
対応の補償プラン

フォリスタサイクルへのお問い合わせは
https://cycle.forista.jp/contact/

ご注意

・提携店の店員により申請
書を作成しますので、故障
原因の内容は正確にご記
入ください。
・補償金は提携店に支払わ
れます。
・補償金が支払われた後、
その提携店での自転車の
買い替えに利用できます。

盗難補償の範囲

代替品 ： 申請時の購入価格と
　　　　同等の自転車
※パーツが盗まれた場合も
　対象になります。
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事故の時は“すぐ電話”！！！

ライト プレミアム

※補償適用期間はアクティベートを行った日より１年間です。

○
個人賠償責任、傷害入院、
傷害手術補償付き

○
個人賠償責任、傷害入院、
傷害手術補償付き

○対人対物を問わず200万円

○傷害入院補償は日額5,000円

○傷害手術補償は傷害入院保険金日額
の10倍または5倍を補償

（傷害は自転車搭乗中等のみ補償）

○対人対物を問わず200万円

○傷害入院補償は日額1,000円

○傷害手術補償は傷害入院保険金日額
の10倍または5倍を補償

（傷害は自転車搭乗中等のみ補償）

個人賠償責任補償の内容 2017年12月承認 B17-103882

ライト プレミアム
対応の補償プラン

自転車オーナー様が「個人賠償責任、傷害入院、傷害手術補償」において、事故が発生した場合は、遅滞なく下記
フリーダイアルにご連絡くいただくように促してください。

個人賠償責任補償

あんしん24受付センター
0120-985-024（無料）
※受付時間［24時間365日］
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

事故があった
オーナーが
直接電話！！
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