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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）が運営するウォー
キングアプリ「aruku&（あるくと）」は、2022 年 11月 7日に 6 周年を迎えました。これを記念して、6
周年記念キャンペーン「あるくと見聞録（けんぶんろく）」を開催します。 
特設キャンペーンサイト：https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■aruku&6周年 あるくと見聞録について 
aruku&が 2022年 11 月 7 日に 6周年を迎えることを記念して、6つの企画を開催します。全ユーザーで
協力し合って依頼の達成を目指す「みんなで達成！まちの依頼」、キャラクター「あるくと住民」とこれ
までに開催してきたキャンペーンの人気投票を行う「ナンバーワンキャンペーン」、ウォーキングコース
を作れるかもしれない「みんなのおすすめコース募集」、毎日アプリを起動するとポタストーン（アプリ
内通貨）が無料で獲得できる「ログインミッション」、ポタストーンが最大 6 倍オトクにゲットできる「ポ
タストーン SALE」、そして「あるくと運営」に聞いてみたい質問を募集する「アンケート」と、内容盛
りだくさんで開催します。本キャンペーンでは合計最大 866 個のポタストーンが無料でもらえますので
お見逃しなく！ 
 

■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 1】みんなで達成！まちの依頼 
「あるくと住民」からの依頼（3時間以内に 300歩あるいてなど）を
達成すると貯まる「おたすけポイント」をたくさん集め、すべてのま
ち（全 20）の達成率 100％をみんなで目指しましょう！全ユーザー
で協力し一定の「おたすけポイント」を貯めて、すべてのまちの達成
率が 100％になると、キャンペーン参加者の中から抽選で現金 1万円
やステッカーセットをプレゼントします。 
キャンペーンサイト： 
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/town/  
実施期間：2022年 11 月 7 日（月）あさ 4：00～11 月 25日（金）あさ 3：59 

ウォーキングアプリ「aruku&」、6周年記念キャンペーン開催！ 
現金 1万円が当たる全ユーザー協力型イベントや、住民キャラの人気投票も実施 

ログインミッションやアンケート回答でポタストーンが合計最大 866個無料でもらえる!! 

https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/town/


 
■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 2】ナンバーワンキャンペーン 
aruku&ユーザーの投票により、「あるくと住民」と「あるくとキャン
ペーン」それぞれの人気ナンバーワンを決定します！ 
9 月に実施した予選投票にて、これまで登場した「あるくと住民」700
体以上の中から上位 10 位を選出しました。「あるくと住民」TOP10
と、2019年 12 月から 2022年 9月までに実施した「あるくとキャン
ペーン」18 種について 11 月 7 日より頂上決選投票を行い、それぞれ
のナンバーワンを決めます！上位の住民＆キャンペーンは 23年 1月
のキャンペーンで登場予定です。 
キャンペーンサイト 
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/no1/  
【決選投票概要】 
投票期間：2022年 11 月 7 日（月）0:00～11月 13 日（日）23:59 ※7 日間 
参加方法：予選投票で選出された「あるくと住民」上位 10体と、「あるくとキャンペーン」18種の中か
ら、それぞれ好きなものに投票！1 日 1 回投票できます。  
参加特典：aruku&アプリから投票いただいた方全員にポタストーン 100個をプレゼント 
発表方法：投票期間終了後、決定した「あるくと住民」と「あるくとキャンペーン」の順位はキャンペー
ンサイト上で発表します。選ばれた住民とキャンペーンは、23年 1 月のキャンペーンに登場予定です。 
 
■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 3】みんなのおすすめコース募集 
aruku&は、観光やお散歩を楽しんでいただけるようウォーキングコースを
用意しています。コースに設定されているスポットを訪れると aruku&の賞
品応募等に利用できるカードやウォーキングポイントを獲得できます。 
今回、ユーザーの皆様がいつも歩いているお散歩コースや立ち寄るおすすめ
スポットを大募集します！集まったコースやスポットはオリジナルウォー
キングコースとして 23年 3月に公開予定です（募集により集まったコース
やスポットは、運営による審査の後、aruku&内でコースとして公開します）。 
キャンペーンサイト  
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/walkingcourse/  
コース・スポット募集期間：2022 年 10月 2 日（日）0：00～11月 30 日（水）23：59 
コース公開時期：2023年 3月予定 
 
■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 4】ログインミッション 
1 日 1 回ログインするごとにポタストーンや、チームメンバー同士で
送りあえるスタンプが無料で受け取れます。期間中 14 日間連続でログ
インすると、ポタストーン 666 個とスタンプ 2 つをプレゼントします。  
キャンペーンサイト 
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/  
期間：2022年 11 月 7日（月） 0：00～11月 20日（日）23：59 
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■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 5】ポタストーン SALE 
2022 年 11 月 7 日（月）～11 月 11 日（金）の 5 日間限定で、いつもより
最大 6 倍オトクなポタストーンのセールメニューが登場します。 
ポタストーンを使うことで、住民の依頼を複数同時に受けたり、遠くの住民
の依頼を開始したり、失敗した依頼の時間を延長したりできます。 
オトクにポタストーンをゲットして住民キャラクターのコンプリートを目
指そう！ 
キャンペーンサイト 
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/sale/  
販売メニュー：  
・ポタストーン 880 個 (145 個 + おまけ 735 個) 160円（税込） 
※通常 145 個（160円（税込））に比べ 6 倍オトク！ 

・ポタストーン 6,666個 (4,455個 + おまけ 2,211 個) 4,900円（税込） 
 
販売期間：2022年 11 月 7 日（月）0：00～11 月 11 日（金）23：59 
 
■【aruku&6周年 あるくと見聞録：その 6】アンケート 
普段 aruku&を使っているユーザーの皆様に、賞品やキャンペー
ン、利用方法などをアンケートでお聞きします。いただいたご意見
は今後の aruku&運営の参考にさせていただきます。 
併せて、「あるくと運営に聞いてみたいこと」として質問も募集し
ます。「キャラクターはどうやって作っているの？」「歩数を決める
基準は？」など疑問や質問もお待ちしています。いただいた質問は
後日運営からのコメントと併せて公開します。アプリ内から応募
いただいた方全員にポタストーン 100個をプレゼントします。 
※全ての質問にお答えできない場合がございます。予めご了承ください。 
キャンペーンサイト 
https://www.arukuto.jp/campaign/6thanniversary/enquete/  
募集期間：2022年 11 月 7 日（月）0：00 ～11月 16 日（水）23：59 
集計内容発表：2022年 12 月中旬予定 
 
■今後の展開 
aruku&は、日常の“歩き”をゲーム感覚で楽しんでいただきながら、ユーザーの皆様の毎日が健康で楽し
いものとなるようサービス向上に努めて参ります。 
 
■「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です。 
URL：https://www.arukuto.jp/  
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＊ 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。 
 

■株式会社 ONE COMPATHについて 
所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル 
設立： 1997 年 1 月 20 日 
資本金： 600 百万円 
代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼 
従業員： 141 名（2022 年 4 月時点/出向者を含む） 
URL： https://onecompath.com 
主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、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」、サイクルコンパスアプリ「U-ROUTE」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」 

 

お問い合せ先 
株式会社 ONE COMPATH 東京都港区芝浦 3-19-26 
広報（千野、戸田） press@onecompath.com 
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