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株式会社 ONE COMPATH 

 

 

 

 

 

凸版印刷株式会社のグループ会社である株式会社 ONE COMPATH（ワン・コンパス、本社：東京都港区、代表

取締役社長 CEO：早川 礼 ※1）が運営するウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」 （※2）は、アイドルグループ

「B.O.L.T」とのコラボレーション企画「B.O.L.T×aruku& 進め！まわりみち」キャンペーンを、11 月 12 日から 11 月

21 日に開催します。 

 
ダウンロードはこちら https://arukuto.onelink.me/VSbP/boltCP 

■キャンペーン実施の背景 

B.O.L.T は、ももいろクローバーZ や私立恵比寿中学と同じスターダストプラネットに所属する、内藤るなさん、高井千

帆さん、青山菜花さん、白浜あやさんの 4 人によるアイドルグループです。 

B.O.L.T が今年 9 月に発表した 2nd アルバム「Attitude」には、“歩く”をテーマとした楽曲「まわりみち」が収録され

ています。「まわりみち」が持つ、諦めたり恐れたりすることなく前に向かって歩き出そう、という明るくポジティブなメッセージ

が、「aruku&」が目指す楽しいウォーキングアプリの世界観とマッチしていることから本コラボレーションが実現しました。 

 

■キャンペーンについて 

キャンペーン期間中、メンバー全員（内藤るなさん、高井千帆さん、青山菜花さん、白浜あ

やさん）が aruku&の住民キャラクターとして登場します。aruku&の地図上にいるメンバーに

話しかけるとウォーキングの依頼（例：5 時間以内に 1,000 歩歩く）が出され、無事に達成

できれば、プレゼント応募に必要な「B.O.L.T カード」が手に入ります。プレゼントはメンバーの

直筆サイン入りグッズなどが合計 500 名様に当たります。さらに、B.O.L.T が 11 月 19 日に

東京・恵比寿の LIQUIDROOM（リキッドルーム）で開催するワンマンライブでは、メンバー全

員の依頼を達成したユーザーにプレゼントを進呈します。さらに会場限定の aruku&コラボポス

ターを掲出します。 

ウォーキングアプリ「aruku&」がアイドルグループ「B.O.L.T」とコラボ 

メンバー全員が住民キャラとして登場！直筆サインなど合計 500 名に当たる！ 

11 月 19日ワンマンライブで会場限定ポスター掲出や依頼達成者に特別プレゼント進呈 

 

https://arukuto.onelink.me/VSbP/boltCP


 

【キャンペーン概要】 

キャンペーン名称：「B.O.L.T×aruku& 進め！まわりみち」キャンペーン 

キャンペーン期間：2021 年 11 月 12 日（金）00:00～21 日（日）23:59 

キャンペーン内容： 

１：メンバー全員（内藤るなさん、高井千帆さん、青山菜花さん、白浜あやさん）が aruku&の住民キャラクターと

して登場！ 

２：aruku&の地図上にいるメンバーに話しかけ、依頼を達成すると B.O.L.T カードをゲット 

３：B.O.L.T カードの枚数に応じて各種プレゼントに応募可能 

プレゼント内容：合計 500 名様 

・内藤るなさんソロチェキ 15 名様(ランダムでサイン入り) 

・高井千帆さんソロチェキ 15 名様(ランダムでサイン入り) 

・青山菜花さんソロチェキ 15 名様(ランダムでサイン入り) 

・白浜あやさんソロチェキ 15 名様(ランダムでサイン入り) 

・メンバー全員サイン入り色紙 10 枚 

・B.O.L.T『Attitude』B2 ポスター30 枚 

・キリン「午後の紅茶 500ml」400 本 

４：B.O.L.T が 11 月 19 日に開催するワンマンライブ（恵比寿 LIQUIDROOM）にて、aruku&上でメンバーの

全員の依頼を達成したユーザー限定で、特別プレゼントを進呈（ワンマンライブのチケットをお持ちの方に限ります） 

５：同ワンマンライブにて、会場限定の aruku&コラボポスターを掲出 

 

■B.O.L.T メンバーよりコメント 

内藤るなさん 

「aruku&」さん、5 周年おめでとうございます！そんな大切な年に、私達がコラボさせて頂けるなんてとても光栄です✨ 

B.O.L.T と一緒に、時にはまわりみちしながらたくさん歩いて健康生活目指しましょう！ 

 

高井千帆さん 

お散歩好きな私は、今回のウォーキングアプリ「aruku&」さんとのコラボのお話をお聞きした時、すごくテンションが上がりま

した！私たちがアプリの中で住民となってあなたの住んでいる街に出没するかもしれません…！今すぐインストールして、お

散歩時間をより楽しい時間にしちゃいましょう～！ 

 

青山菜花さん 

アプリ「aruku&」さんと B.O.L.T がコラボさせていただくと聞いた時は、どんなコラボになるのかなとずっと楽しみにしていまし

た！ 

皆さんも「aruku&」さんで沢山歩く準備は出来てますか～？？ 

B.O.L.T のまわりみちを聴きながら私たちと一緒に歩きましょ～！ 

 

白浜あやさん 

B.O.L.T 初のアプリコラボが「aruku&」さんですごく嬉しいです。 

私は歩くのは得意で 1 日に 2 万歩も歩くこともあるくらいです。歩くと、健康的にもなりますし、アプリで楽しめますし一石

二鳥ですね！ 

皆さんも、アプリをインストールして沢山歩いてミッションをクリアしましょう！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「株式会社 ONE COMPATH」について 

地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」などデジタルメディアの運営を中心に事業展開する凸版印刷株式会社のグループ会社。

2019 年 4 月 1 日、株式会社マピオンから社名変更し、それまで凸版印刷が運営していた「Shufoo!」等の事業を承継しました。「Mapion」「Shufoo!」の

ほか、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、家事代行事業者の比較サービス「カジドレ」等を運営しています。  

URL https://onecompath.com/ 
 

※2 「aruku&（あるくと）」について 

2016 年 11 月より、株式会社 ONE COMPATH（当時、株式会社マピオン）が運営している、「歩くことが楽しくなる」仕掛けが満載のウォーキングアプリ

です。アプリ内に登場する様々な住民キャラクターに話しかけると依頼が出され、クリアすると、地域名産品などが当たるプレゼントキャンペーンに応募できます。

健康増進施策を進める自治体や企業、家族や友人同士などチームでの参加も可能。ユーザー数は 100 万人(2021 年 3 月末現在)で、男女問わず 20

代から 50 代まで幅広くご利用いただいています。  

URL：https://www.arukuto.jp/ 
 

※新型コロナウイルスによる、お問い合わせ対応について 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、弊社では一時的に勤務体制を変更して業務を行っております。そのため、お問い合せの回答までに時

間・日数を長く頂戴する場合がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦くださいませ。 

当社の対応についての詳細は https://onecompath.com/news/notice/5240/ をご確認ください。 
 

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

■B.O.L.T 2nd アルバム「Attitude」について 

【発売日】2021 年 9 月 1 日（水） 

【特設サイト】 https://www.sdp-bolt.jp/discography/discography_Attitude.html 

※購入はこちらより https://elr.lnk.to/ATD 

※参考 『Attitude』全曲試聴トレーラー https://www.youtube.com/watch?v=FHr0d3oboyk 

 

■お問い合せ先■ 

■株式会社 ONE COMPATH 東京都港区芝浦 3-19-26 

広報（戸田、千野） press@onecompath.com TEL：03-3769-3500（大代表） 

 

●Attitude【初回限定盤Ａ】 

品番：KICS-94012 形態：CD+Blu-ray  

価格：￥3,000(税抜￥2,727)  

収録内容： 

[CD] 

M1 スマイルフラワー（テレビ朝日「イベ検」4 月クール OP テーマ） 

M2 まわりみち 

M3 Catch The Rainbow 

M4 USHIRO-META-I 

M5 Yummy! 

M6 Don’t Blink（TV ドラマ「どんぶり委員長」主題歌） 

M7 JUST NOD 

M8 未完成呼吸 

M9 Hear You 

M10 Please Together 

［Bonus Track］ 

HOT CAKE 

[Blu-ray] 

Yummy! MUSIC VIDEO 

Yummy! MUSIC VIDEO メイキング 

●Attitude【初回限定盤 B】 

品番：KICS-94013 形態：CD+Blu-ray  

価格：￥4,500(税抜￥4,091)  

収録内容： 

[CD] 

初回限定盤 A の CD と同内容 

[Blu-ray] 

SHAONKAI～あやなの（小 6）小学生ラストライブヤリマス!!!!～  

@新宿 BLAZE(2021.3.27)ダイジェスト映像 

●Attitude【通常盤】 

品番：KICS-4012 形態：CD  

定価：￥2,500(税抜￥2,273)  

[CD] 

初回限定盤 A の CD と同内容 

■11 月 19 日開催のワンマンライブについて 

【開催日時】11 月 19 日（金） 

【開催場所】LIQUIDROOM（東京都渋谷区東３丁目１６−６） 

＜1部＞ open 15:30 / start 16:00 全自由 ￥3,000 (税込・入場時別途ドリンク代) 

＜2部＞ open 17:30 / start 18:00 全自由 ￥4,500 (税込・入場時別途ドリンク代) 

＜3 部＞open 20:30 / start 21:00 全自由 ￥4,000 (税込・入場時別途ドリンク代) 

※プレイガイド一般発売中 イープラス https://eplus.jp/bolt1119/ 
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