
まきのQRガイド
Makino QR Guide



The Makino QR Guide can be used only in the Makino Botanical 
Garden.

This App uses the GPS. Turn on the location services on your browser.

Offline support
If you scan the Makino QR Guide page once from the QR 
code, you can even use it outside the cell-phone reception 
service area. 

No need to install apps! 
You can use it immediately just by scanning the QR code. 

Free Wi-Fi is only available in the Research & Administration Building, Exhibition Hall and South 
Garden.  If you access the internet outside the above areas, you will be responsible for the costs.

QR Code is a registered product of Denso Wave Inc.

□ 「まきのQRガイド」は植物園内でのみご利用いただけます。

□ 端末のGPS を利用します。ご使用のブラウザの設定の位置
    情報設定をONにしてください。

アプリのインストール不要！

オフライン対応

QRコードを読み取るだけですぐにご利用いただけます。

フリーWi-Fi は本館、展示館、南園などでご利用いただけます。フリーWi-Fi エリア以外での外部リン
クへの通信はお客さまのご負担となります。   

QRコードから「まきのQRガイド」のページを1回読み込
むと、圏外でもご利用いただけます。

「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商品です。

さあ、はじめよう。
Let's get started!



Plant guide 

When you scan the QR code on a botanical 
description label in the Garden, you can see 
pictures of flowers and explanations.

Map displaying your current location

You can walk in the Garden while displaying 
your current location and spots worth seeing 
on the map.

Information on spots worth seeing 

By tapping on    , you can see explanations of 
the areas, Exhibition Hall, plants and other 
spots worth seeing.

Multilingual & Voice guidance

You can select a language from among Japanese, 
English, Simplified Chinese, Chinese and Korean on 
the menu by tapping on    ; audio is also provided 
by tapping on     .

Your smartphone turns into the Botanical Garden guide!

The Makino QR Guide introduces the plants recommended by 
the staff and the Exhibition Hall where you can learn about the 
achievements of Dr. Tomitaro Makino.

Plant guide

Move to your current location

Exhibition Hall 
information

You are here

Area

お手持ちのスマートフォンが
植物園ガイドに早変わり！ 

園内の植物解説ラベルのQRコードを読み込む
と、花の写真や解説などが表示されます。

「まきのQRガイド」では、スタッフがおすすめする植物や
牧野富太郎博士の業績を学べる展示館をご紹介します。

現在地やみどころの場所が表示されます。マップ
を見ながら園内散策できます。

　 をタップすると、園内のみどころ（エリア、
展示館、植物）の解説をご覧いただけます。

　   メニューで日本語、英語、簡体中国語、繫
体中国語、韓国語の言語を選択でき、     をタッ
プすると音声読み上げも可能です。

植物案内

マップ（現在地）表示

みどころ紹介

多言語機能＆音声案内

現在地

エリア 現在地へ移動

植物案内 展示館案内
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Easy search

From the QR code

Search using the QR guide No., if you cannot scan the QR code.

Tap on      .
Input the QR guide No. shown on the lower right side of the 
botanical description panel in the Garden.

If you find this QR code in the Garden, tap on                                        
and scan the QR code.

みどころカンタン検索

QRコードから

QRガイドNo.から （QRコードが読み取れないとき）

タップ

①      をタップ
② 園内の植物解説パネルの右下にある QRガイド No.を入力
　 して検索する。
①
② 

園内でこのQRコードを見つけたら、       をタップ。
QRコードを読み込む。

①

1

2

②



Q

A

From the map

Map Screen Switch to another screen Display the map screen again

Tap the each icon on the map, then tap the displayed image.

My current location icon is not moving.

The GPS signals are weak and difficult to receive. 
Follow the procedure below to switch screens.

The GPS reception may decrease in places covered with trees or in 
valleys. It also depends on the performance of your device.

Displaying the map may consume your battery more quickly than usual.

Q＆A for using the map

現在地が動きません。

マップ画面 他の画面への切り替え 再度マップ画面を表示

※

GPSを受信しにくい状態です。以下の手順で画面切
り替え操作をしてください。

GPSは木で覆われた場所や谷地などで受信感度が下がることがあります。
また、端末の性能によっても異なります。

※マップを表示すると通常より電池の消費が多くなることがあります。

マップ上のアイコンをタップし、表示された画像をタップする。

マップ使用の際のご注意

マップから3


