⃝ご自身の体力・体調に合わせて、無理のない負荷で実施してください。
⃝信号に従うなど、道路交通法をはじめとする各種法令を遵守してください。

参加ルール

⃝新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防ぐため、多人数で集まることや繁華街など、人が密集してい
る場所を走ることは控えてください。複数人で走る場合は、十分間隔を空けるなどの配慮をお願いします。
⃝一般の交通を妨げるなど周囲の迷惑となる行為はしないでください。
⃝走行距離・ペースなどから、明らかな不正が確認された場合は失格とし、エントリー料の返金及び抽選賞品
の発送は行いません。
⃝できる限り、運動公園や河川敷のランニングコースを利用するなど、安全面に配慮して実施してください。
また、明るい時間帯に実施し、やむを得ず夜間に実施する場合は、夜光反射材やライトを着用・点灯するな
ど交通事故の未然防止に努めてください。

１．自己都合による申込み後のキャンセルの場合、エントリー料の返金はできません。
２．主催者は、本大会中の傷病や事件、事故等について、主催者の故意または重過失によるものを除き責任を

申込規約

負いません。
３．本大会においては、主催者による傷害保険は適用されません。保険の加入については、必要に応じて、個
人でお申込みください。
４．本大会中の記事・参加者の氏名、年齢、住所
（都道府県名または市区町村名）
、記録等のテレビ・新聞・雑
誌・インターネット等の掲載権と肖像権は主催者に属します。
５．主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、主催者の個人
情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報等は大会参加者へのサービス向上を目的とし、
各種参加者案内､ 記録通知､ 次回大会の案内､ 大会協賛･協力･関係団体からのサービス提供､ 記録発表(ラ
ンキング等)に利用します。また、主催者から申込内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあり
ます。
６．インターネット機器、回線の不具合等によるお申込みや入金の遅れ及びアプリの不具合等による計測漏れ
について、主催者は責任を負いません。
７．オンラインイベントの性質上、機種の個体差による誤差が生じます。
８．ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによってお申込みできないことがあります。
９．未成年者は必ず保護者の同意を得たうえで、お申込みください。

さあ今日から、
グループアプリを始めよう！
ダウンロードは
こちらから

口座管理には、
りそなグループアプリが便利
残高確認やお取引きがスマホで完結！

または App Store、
Google Play で検索

□あなたの口座をいつでも確認

普通預金や定期預金、資産運用やローンなど、口座の
状況をワンタップで確認できます。クレジットカード
の引落しなど、将来の入出金予定も照会できます。

りそな

□さまざまな銀行取引がカンタンに

グループアプリに関する注意事項

振込・振替をはじめ、さまざまな銀行取引をご利用
頂けます。
よく使われる取引はワンタップですぐに対応。

●りそなグループアプリは、
りそな銀行、埼玉りそな銀行のキャッシュカードをお持ちの方がご利用
いただけます。
マイゲート
（インターネットバンキング）のメイン口座にてご利用いただけます。
またス
マートフォン１端末につき、
りそな銀行、埼玉りそな銀行の普通預金１口座のみご利用いただけます。
●りそなグループアプリのセットアップでエラーとなる場合、
お取引店へご連絡をお願い致します。

スマホアプリで
かんたん！ 口座開設

ステップ 1
口座開設は
こちらから

ステップ 2

口座開設選択画面にて
「QRコードをお持ちの
お客さま」をタップ後、
右記のQRコードを読み
取りお手続きください

口座開設アプリに関する注意事項

●口座開設アプリは、運転免許証・マイナンバーカード・在留カードをお持ちの
満15歳以上の方が対象となります。●在留カードでのお申込みの場合、社
員証・学生証の撮影が必要となることがあります。●キャッシュカードお手元
に届くまで、約2週間程度かかります。
お急ぎの方は、必要書類をご準備のう
え店頭にお越しください。●詳しくは当社ホームページ等をご確認ください。

2020年10月1日現在

C M Y K
お問合せ先

RB_00167833_1A_2009_1_2

さいたまシティ ONLINEマラソン大会事務局（さいたまスポーツコミッション内）
〒330―0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町4―2―20 エコ計画浦和ビル２F
TEL  048―762―8349（平日9：00～17：45） FAX  048―762―8474

大会公式ウェブサイト

https://saitamarun.jp/  
このリーフレットは22,000部作成し、1部当たりの印刷経費は、９円です。
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ホームページを見てくれた方

お持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールして、大会開催期間中に、いつでも、どこでも、皆さんの
好きなタイミングで好きな場所を走ることのできるオンラインランニングイベントです。
現在のコロナ禍において、新たにランニングを始めた方や、始めようと思っている方も多いと思いま
す。日頃のランニングの成果を「さいたまシティ ONLINEマラソン ～走ってチャリティ・
みんなで健康に～」で発揮してみませんか！？

❶フルマラソンタイムアタック部門

500人

エントリー

RUNNETからエントリー

https://runnet.jp/

タッタ

TATTAアプリについて

3,000人

※小学生以上の方が対象
※大会開催期間の累積走行距離で競います

❶エントリー料

2,000円（❶、❷の種目ともに）
※エントリー料の入金時に手数料220円が別途かかります。
※チャリティ分500円を含んでいます。

❷オプション（希望者のみ）
（１）
記念チャリティTシャツ
＋2,000円
＋2,700円
（２）
コカ・コーラ 500ml（24本入）
いろはす ラベルレス 560ml（24本入）＋2,800円
（３）
（４）
東日本連携商品詰合せ（数量限定） ＋8,000円
※金額の一部をチャリティとして寄附させていただきます
※金額は全て税込みです

未 来 を 変 え て い く、
健康増進型保険。

RUNNET連動GPSトレーニングアプリ
GPSにより走ったタイムや距離を計測！
ペースを崩さず走れたか！？ 今月は何km走っ
たか！？ といったデータを残すことができ、ト
レーニング管理に役立ちます。
今回のイベントでは、この機能を使ってタイムや距離を競
います。
密にならず、オンラインでの参加が可能になりました！！

推奨
環境

⃝iOSアプリ
OSバージョン13以上

⃝Androidアプリ
OSバージョン６以上

（AppleWatchアプリはNG）

※事前にバージョンアップを
お願いします。

様々な企業に支えられて実施しています
企業

協力

（株）大宮中央青果市場
コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパン（株）

住友生命保険相互会社
埼玉中央支社

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3丁目13番1
住友生命大宮第2ビル4F
TEL：048-641-2223
“住友生命「Vitality」” スペシャルサイト

https://vitality.sumitomolife.co.jp/

新型コロナウイルス感染症対策に従事す

目的

る医療関係者の方々への支援や、障害の有無

（株）トミゼンフーヅ
（株）舟和本店浦和工場
まるまるひがしにほん
東日本連携センター

埼玉県茶業協会

（株）ロッテ

（株）埼玉スポーツ

渡辺煎餅店

（株）酒井甚四郎商店
（株）十万石ふくさや
秩父中村屋
（株）東京正直屋
トキタ種苗（株）

参加特典と表彰

にかかわらずスポーツを楽しめる社会の実現
を応援するため、エントリー料2,000円のうち、500円分
をチャリティとして寄附します。
大会へ参加するランナー全員がチャリティに参加でき
るため、社会貢献を考えるきっかけとしてみてはい
かがでしょうか。

❶

完走者に「完走記録証」を提供します
「フルマラソンタイムアタック部門」の方
.finisher（フィニッシャー専用ムービー）
「累積走行距離チャレンジ部門」の方
「WEB記録証」

エントリー時にご希望の方は、
「記念チャリティTシャツ」
と「東日本連携商品詰合せ」
、コカ・コーラ提供の「コカ・
コーラ」
、
「いろはす」を購入することができます。

記念チャリティTシャツ

.finisher（動画完走証）

❷

11月中に購入の申込みをすると
大会開催までにお届けの予定です。
親子でも、チームでも、みんなで
記念チャリティTシャツを着て、さ
いたまシティ ONLINEマラソンに
チャレンジしてみよう！

WEB記録証

 走者に「さいたま国際マラソン」で
完
提供されていた給食を抽選で
プレゼントします

これまでの「さいたま
国際マラソン」でラン
ナーの皆様に給食として
提供していたものを中心
に、各店舗の詰合せ商品
をプレゼントします！

東日本連携商品詰合せ

「さいたまシティ ONLINEマラソン」
は

浦和中央青果市場（株）

サイト内のキーワードを見つけて応募しよう！
何か“美味しいもの”が当たるかも！？

※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。
※すでにRUNNETへ会員登録されている方は登録不要です。
住所などの登録情報に変更がないか
「会員情報変更」をご確認
ください。

※19歳以上の方が対象
※フルマラソンを１回走り切りのタイムで競います

“全員” にチャンス！

▲

●お 持ちのスマートフォンにGPSトレーニングアプ
リ「TATTA（タッタ）」をダウンロードできる方

❷累積走行距離チャレンジ部門

エント
リー料

2020年11月６日（金）12時（正午）
～2020年12月18日
（金）
23時59分

（定員になり次第エントリー締切）

●日本国内にお住まいの方

●新 型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、それ
ぞれの地域で安全・安心に走ることができる方

種目

申込期間

23時59分

チャリティについて

▲

参加
資格

お申込み方法

0時00分

で

事業

対象

とは？

開催
期間

大会公式ウェブサイトを
CHECK!!

「まるまるひがしにほん
東日本連携センター」と
コラボした商品をご希望の
方はオプションとして購入
いただけます！

❸

各種目の成績上位者の方々へ表彰と
（株）フタバスポーツからランニンググッズ
等の賞品をプレゼントします

※画像はすべてイメージのため、詳しくは大会公式ウェブサイトをご覧ください

浦和レッドダイヤモンズ
大宮アルディージャ
埼玉西武ライオンズ
（株）埼玉新聞社

活動量計又はスマートフォンアプリを使い、ウォーキングや健（検）診受診で
健康マイレージポイントを貯めることで、景品抽選に応募することができます。
詳細はＷＥＢサイトでご確認ください！
https://www.city.saitama.jp/002/001/005/p048099.html

