
サービス・システムご説明資料

参加予定イベントを選択する



「テレサ －体温記録活用アプリ－」は、新しい習慣として定着しつつある、毎日の検温や体調
の記録をデータベース上で一括管理し、イベントにおける入場管理や学校・企業での健康管理
など、さまざまな用途に活用することができるアプリケーションソフトです。

アプリ名の「テレサ」は

「Temperature（体温）」「Record（記録）」「Safety（安心・安全）」

の頭文字を取ったものであり、検温や体調管理が必要となる、これからのWithコロナ時代に
おける「安心・安全」の確保のためにお使いいただけます。

テレサ －体温記録活用アプリ－ とは
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Temperature
(体温)

Re cord
（記録）

Sa fety
(安心・安全)



これまで、「体温・体調」および「個人情報」の収集を紙媒体で行っていたものが

スマートフォン1つで完結し、ペーパーレス化や運営業務の効率化、さらには紙媒体でのやり

とりの問題点である接触リスクの低減や個人情報管理の安全性向上につながります。

テレサを使うことによって...

個人情報 体温 体調

データベース上 で 一括管理

個人情報

体温

体調

紙媒体 で個別管理
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テレサのご利用イメージ

管理者

イベント・大会主催者
学校・企業など

ユーザー
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データベース上で集計・管理

ユーザーは、毎日の
“検温と体調チェック”を
アプリで入力するだけ！

管理者は、ユーザーの検温・体調チェックの
記録を一括管理できます！

ユーザーへのお知らせが
簡単に送信できる！



多様な活用方法
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各種スポーツ大会・イベント

学校や企業、病院 等

避難所など

● 指定期間内の検温・体調記録を一括管理でき、
体調に問題がある人の来場を未然に防ぐことが可能

● 個人情報を厳重に管理しているため、受付または入場と同時に
個人情報が取得でき、入場管理もすることが可能です

● ユーザーへのお知らせや緊急連絡が迅速かつ簡単に送信できます

○○大会参加者の皆様へ

アプリご利用の方へお知らせ

管理者

ユーザー



導入実績
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◆導入実績

◆導入予定

▼ 第104回日本陸上競技選手権大会（10/1~3） ▼ 新潟シティマラソン 10000mタイムトライアル（10/9~11）



導入例

◆第104回日本陸上競技選手権大会の場合

開催日程 選手・コーチ 競技役員・補助員 大会関係者・来賓 報道

9/30（水） 401名 13名 49名 －

10/1（木） 902名 265名 117名 95名

10/2（金） 913名 290名 136名 101名

10/3（土） 529名 298名 119名 91名

合計 2,745名 866名 421名 287名

① 9/23（水）～ 9/29（火）大会前の検温、体調チェックを実施。
※ユーザーは9/29（火）13：00までに入力。検温または体調チェックに問題があった場合、主催者（日本陸上競技連盟）が当人へメールにて体調を確認。

② 9/30（木）～ 10/3（土）大会期間中の検温、体調チェックを実施。

③ 10/4（日）～10/18（日）大会後の検温、体調チェックを実施。

・事前に検温、体調チェックに問題があった場合、主催者（日本陸上競技連盟）が当人へメールにて体調を確認後、問題がなければWRN処理を実施。

・大会期間中にNGコードが出た場合、主催者（日本陸上競技連盟）による確認後、問題がなければWRN処理を実施。

■テレサチェック数

開催日程 選手・コーチ 競技役員・大会関係者 報道

9/23（水）～9/29（火） 8名 6名 0名

9/30（水）～10/3（土） 4名 2名 0名

■事前NGコード確認数

■体調チェック・質問内容

■検温・体調チェック期間

No. 質問項目 回答

1 のどの痛みがあるか はい or いいえ

2 咳（せき）が出る はい or いいえ

3 痰（たん）がでたり、からんだりする はい or いいえ

4
鼻水（はなみず）、鼻づまりがある

※アレルギーを除く
はい or いいえ

5 頭が痛い はい or いいえ

6 体のだるさなどがある はい or いいえ

7 発熱の症状がある はい or いいえ

8 息苦しさがある はい or いいえ

9 味覚異常（味がしない） はい or いいえ

10 嗅覚以上（匂いがしない） はい or いいえ

11
薬剤の服用

(解熱剤を含む上記症状を緩和させる薬剤)
はい or いいえ
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メディア掲載
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以下のメディアにて、テレサ－体温記録活用アプリ－を取り上げていただきました！

▼新潟日報（10/1朝刊）

掲載・放送日 掲載・放送媒体

1 １０月１日（木） 新潟日報 朝刊

2 １０月２日（金） NHK『新潟ニュース845』

3 １０月５日（月） NHK『おはよう日本』

4 １０月８日（木） NHK SPORTS STORY

5 １０月８日（木） NHK『新潟ニュース610』

▼NHK おはよう日本（10/5） ▼NHK SPORTS STORY（10/8）



【ホーム画面】

■イベント未選択時 ■イベント選択済時

イベントが選択されると
✅がつきます

イベント選択機能
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参加予定イベントを選択する 参加予定イベントを選択する

選択可能なイベントが
表示されます

参加区分の
カスタマイズが可能です

体調チェック画面
（P11）へ移動します

検温記録画面（P10)へ
移動します

参加予定イベントを選択する

各種イベントのHP等へ
移動することができます



【ホーム画面】

■検温・問診入力済時

ユーザーに
お知らせしたい情報を

ホーム画面上に
表示できます

メッセージ通知機能
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■検温・問診未入力時

検温指定日に
未入力の日がある場合は
アラートが表示されます

体調チェック等の
問診指定日に

未入力の日がある場合は
アラートが表示されます

参加予定イベントを選択する

○○大会参加者の皆様へ

アプリご利用の方へお知らせ

○○大会参加者の皆様へ

アプリご利用の方へお知らせ

参加予定イベントを選択する

その日の体温を入力
した後は検温結果が
表示されます。

参加予定イベントを選択する



【履歴画面】

■一覧表示 ■カレンダー表示

登録したイベント名が
表示されます

体温が37.5℃以上の場合は
赤で表示されます（設定可能）

体温または問診が未入力の場合
アラート表示がされます

登録したイベント名が
表示されます

登録イベント日は
ラインで表示されます

体温が37.5℃以上の
場合は赤で表示

されます（設定可能）

日付をタップすると
その日の検温結果を

入力できます
（未来の日は不可）

リマインド機能
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3

体温が未入力の場合
アラート表示がされます



■検温入力画面 ■入力時

体調に特記事項等が
ある場合はメモとして
残しておくことが

できます

カレンダーから入力日を
再選択できます

【検温記録画面】

ドラムロール式で
34.0℃～42.0℃の

0.1℃単位で入力できます。
初期値は36.5℃に
設定されています。

シンプル操作の検温入力機能
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■入力画面

基本的な体調チェック
項目から海外渡航歴等
まで調査可能です
（項目指定可）

■確認画面

【体調チェック画面】

既往歴等の調査も可能です
（項目指定可）

入力後に確認画面に
遷移します

体調チェック機能
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管理者が体調チェックおよび質問内容、チェック期間などを
自由にカスタマイズできる！



■入力画面

・氏名

・生年月日

・性別

・連絡先電話番号

・メールアドレス

・住所

・所属 等

個人情報を安全に管理できます

※万が一、大会関係者から感染者または濃厚接触者が出た場合の連絡手段としての
み使用し、情報はプライバシーポリシーに基づき厳重に管理されます。

【ユーザー情報登録画面】

ユーザー情報管理
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ユーザー情報は、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理されます！

一回登録すればOK！



■一覧画面

【体温・体調管理画面】
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体温・体調管理機能

■検温および体調チェック検索画面

検温および体調チェックに問題が
ある場合、赤色に表示されます

管理者は対象者の体温・体調記録を一括管理することができます

検温および体調チェックに
問題がある人をピックアップ！

検温、体調チェックのどちらに
問題があるか一目でわかる！

複数イベント・カテゴリの
管理が可能です！



■OK画面 ■NG画面

※バーコードリーダーがない場合も
OKは緑
NGは赤

で表示されるため一目でチェックができます

■入場コード表示画面
バーコードリーダーを
利用することで、

入場時間、入場ゲートなど
の追跡にも利用できます
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入場コード表示機能

○○大会参加者の皆様へ

アプリご利用の方へお知らせ

参加予定イベントを選択する

カテゴリー毎の
受付チェックも可能です

【当日入場時】



＜お問合せ先＞

会社名：株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ

メールアドレス：info@albirex-rc.com

TEL：025-201-7666

本アプリのお問合せにつきましては、
下記連絡先までお気軽にご相談ください。

mailto:info@albirex-rc.com

