
 

 

 

 

AED N@VI 

サポーター操作マニュアル（認証団体） 

みんなで作る AED MAP 



 

1 

 

サポーター（認証団体）の登録について 

サポーター（認証団体）を登録するまでの手順 

 

サポーター（認証団体）登録用 URL にアクセス ※スマートフォン画面例 

QR コードを読み取り、下記の URL リンクにアクセスします。 

https://aed-navi.jp/supporter 

サポーター（認証団体）登録 メールアドレス入力 / 登録確認 

 

QR コード読み取り 

メールアドレス入力 

ニックネーム入力 

QR コードを読み取り、認証団体サポーター登録用 URL にアク

セスします。 

登録用 URL にアクセスしメールアドレスを入力します。登録が

完了すると登録したメールアドレス宛に AEDN@VI サポーター

登録の招待状メールが送付されます。 

 

招待状のメール本文の中に、申請ページの URL が添付されてい

ます。申請ページ URL にアクセス後、ニックネームを入力しま

す。 

ブックマーク登録/ 

ホーム画面登録 

ニックネームを入力後、ブックマーク登録の案内画面に遷移しま

す。案内画面のブックマーク登録を行い、スマートフォン利用時

は、ホーム画面登録を行います。 
※必ず登録をお願いいたします。 

メールアドレスを入力しま

す。 

[メールアドレスの登録]を選

択します。 

[OK]を選択します。 
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申請ページ URL の案内メール受信 / 申請ページ URL にアクセス 

 

ニックネームの入力 / 登録確認 

 

登録案内画面の表示 

 

ニックネームを入力しま

す。 

[次へ]を選択すると、ブッ

クマーク登録の案内ページ

に遷移します。 

案内に従い、ブックマーク

及びホーム画面登録を行い

ます。 

※登録方法はご利用端末に

より、異なります。 

 

申請ページ URL が通知されま

す。 

※メールが届かない場合、迷

惑メール設定等により除外さ

れている可能性があります。 

「aed-navi.jp」のドメイン指

定受信（部分指定）の設定を

お願いします。 

[AED サポーター登録]を選

択します。 

[OK]を選択します。 

※3 秒後にマイページに遷

移します。 
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ブックマーク・ホーム画面登録（iPhone 例） 

 

ブックマーク・ホーム画面登録（Android 例） 

 
 

※OS バージョン

により、手順は

異なります。 

※OS バージョン

により、手順は

異なります。 
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新規 AED の登録 

新規 AED が登録されるまでの流れ 

 

AEDN@VI サポーターページ 

AEDN@VI サポーターページにアクセスします。 

AEDN@VI サポーターページ画面構成   

 

新規 AED 情報の申請 

AED 情報の承認 

AED マップに公開 

AEDN@VI サポーターページにアクセス後、地図上で位置を指

定し AED 情報の申請を行います。測位された位置情報付近の

AED 情報のみ登録が可能です。 

申請した AED 情報は管理者権限を有する他のユーザーによる承

認後、登録されます。 

承認された AED 情報が地図上に公開されます。 

新規に AED 情報を申請する場合に選択します。 

確認してほしい AED（承認待ちの AED）情報の一

覧が表示されます。所在地の選択後、該当地点の

地図ページに遷移します。 

※現在地から 5km 以内の申請情報のみ表示されま

す付近 

申請内容によりポイントが付与されます。ポイン

トの合計数が高い企業はホームページに公開され

ます。 

※1 件毎の付与ポイントは以下の通り 

AED 情報申請時：1 ポイント 

AED 情報承認時：2 ポイント 

申請された AEＤ情報の承認時：3 ポイント 

一週間連続で活動すると 10 ポイント付与されま

す。活動内容は問いません。 
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地図ページ 

AEDN@VI サポーターページにアクセスします。 

地図ページの表示 

 

 

申請地図ページ画面構成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[新しい AED を登録しよう]を選択

すると、地図ページに遷移します。 

新規に AED 情報を申請する場合に選択します。 

※青のサークルで表示された測位地点の周囲 50m 内の地点

を指定できます。 

ショートカットから各種機能を実行します。 

…キーワード検索 

…絞り込み検索 

…ヘルプページ表示 

 

トップページに戻ります。 

AED の申請状況が色分けされアイコン表示されます。 

アイコンを選択することで、編集画面に遷移します。 

※AED 申請状況の見分け方は左下の「AED アイコン申請状

況一覧」をご参照下さい。 

現在測位されている地点に地図の中心が移動します。 

AED アイコン申請状況一覧 
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AED 情報の申請（新規申請・変更・削除） 

地図ページにアクセスします。 

新規 AED 情報の申請 

 

申請情報の入力(1) 

 

 申請情報の入力(2） 

 

[新しい AED を登録しよう]を選

択します。 

設置場所概要を入力します。 

設置管理者の確認状況を選択しま

す。 

施設名を入力します。 

写真データ及び備考情報を入力し

ます。 

設置場所区分を選択します。 

[申請ボタン]を選択します。 

AED 設置位置を指定します。 

紫のアイコンを登録する施設の

位置にあわます。 

地図上に表示される[設置場所住

所に送信]を選択すると、住所情

報が自動入力されます。 

[新規登録申請]を選択します。 
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 入力事項に関する補足(1) ※設置管理者の項目「確認済」の選択及び、使用の了承「あり」を選択時 

 

 入力事項に関する補足(2) ※終日利用の可否「なし」を選択時 

 

 新規登録申請の完了  

 

情報流用の可否を選択します。 

例：他の AED マップに情報を利用しても良い場合等 

 

終日利用の可否を選択します。 

[なし]を選択時、下部に追加の選

択項目が表示されます。 

[OK]を選択します。 

設置管理者の確認を選択します。[確認済]を選択時、下部に追加の

選択項目が表示されます。 
※AED の設置管理者にコンタクトを取り、確認が取れた場合、[確

認済]を選択します。 

終日利用の可否を選択できます。 

使用の了承を選択します。AED の使用が可能な場合、ありを選択し

ます。ありを選択時、下部に追加の選択項目が表示されます。 

 

 AED の利用補足を入力できます。 

利用可能時間を曜日別に指定し

ます。 

利用時間の補足を入力できま

す。 

時間入力画面 

深夜 24 時の場合、[24:00 セッ

ト]を選択します。 
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変更する AED 情報の選択 ※申請した AED が付近にある場合 

  

 

変更する AED 情報の入力(申請の更新) ※申請した AED が付近にある場合   

 

 変更申請の完了 ※申請した AED が付近にある場合   

 

 

[新しい AED を登録しよう]を選

択します。 

情報を編集後、[申請の更新]を選

択します。 

[OK]を選択します。 

変更申請する AED アイコンを選

択します。 

※緑色アイコンが対象です。 
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変更する AED 情報の選択 ※申請した AED が付近にない場合 

  

 

AED 変更情報の入力(申請の更新）※申請した AED が付近にない場合   

 

 変更申請の完了 ※申請した AED が付近にない場合 

 

 

[新しい AED を登録しよう]を選

択します。 

情報を編集後、[申請の更新]を選

択します。 

[OK]を選択します。 

変更申請する AED アイコンを選

択します。 

※緑色アイコンが対象です。 

対象の AED が付近にない場合、

設置位置は変更できません。 
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AED 情報の申請取消し / 申請取消しを行う AED の選択 

 

AED 変更情報の入力(申請の更新）   

 

 

 申請の取消しの完了  

 

 

[新しい AED を登録しよう]を選

択します。 

[申請の取消し]を選択します。 

[OK]を選択します。 

申請を取消す AED アイコンを選

択します。 

※緑色アイコンが対象です。 
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申請された AED 情報の承認・差戻し 

AEDN@VI サポーターページにアクセスします。 

承認する AED 情報の選択 

  

AED 申請情報の確認(承認）   

 

 承認の完了  

 

承認する AED が設置されている

施設名を選択します。 

地図ページに遷移します。 

 

内容を確認後、[承認]を選択しま

す。 

[OK]を選択します。 

承認する AED アイコンを選択し

ます。 

※黄色アイコンが対象です。 

承認・確認依頼の種類 

・AED 情報の新規登録 

・AED 情報の変更・削除 

・AED 情報のリフレッシュ更新 

※リフレッシュ更新は、一定期間

AED 情報が更新されていない場

合に表示されます。 
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差戻しを行う AED 情報の選択 

  

AED 申請情報の確認(却下）   

 

 却下の完了  

 

 

 

差戻しを行う AED が設置されて

いる施設名を選択します。 

[却下]を選択します。 

[OK]を選択します。 

差戻しを行う AED アイコンを選

択します。 

※黄色アイコンが対象です。 


