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【Press Release】 

報道関係者各位 

2019 年 6月 3 日 

株式会社 fitom 

 

試着シェアアプリ「fitom（フィットム）」 リリース記念 

500ポイント プレゼントキャンペーンを開催 
 

株式会社 fitom（本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤望）は、試着シェアアプリ「fitom」(読み方：フィットム、

URL：https://www.fitom.jp/)のリリースを記念して、6 月 3 日（月）より先着 5 万名様を対象に、fitom ポイントを

500 ポイントプレゼントするキャンペーンを開催いたします。 

※株式会社 fitom は、株式会社シグマクシス(本社:東京都港区、代表取締役社長:富村隆一、コード番号:6088 

東証一部)、株式会社ユナイテッドアローズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員:竹田光広、コード

番号:7606 東証一部)、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:矢嶋弘

毅)の 3 社による合弁会社です。 

 

 

 

◼ キャンペーン内容 

期間中先着 5 万名様を対象に、fitom アプリで試着フォトを閲覧した方に、fitom ポイントを 500 ポイントプレ

ゼントいたします。 

 

◼ キャンペーン概要 

▪ キャンペーン名 ：500 ポイント プレゼントキャンペーン 

▪ キャンペーンページ ：https://www.fitom.jp/campaign/0603/ 

▪ 期間   ：2019 年 6月 3 日（月）12:00〜 先着 5 万人に達し次第終了 

▪ 対象者   ：期間中に、fitomアプリで試着フォトを閲覧した方。 

対象機種は iOS（11.0 以上）となります。 

https://www.fitom.jp/
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▪ 賞品   ：fitom ポイント 500 ポイント 

ｆitom ポイントは、クーポンとしてユナイテッドアローズ社の一部店舗で 

ご利用いただけます。クーポンご利用可能店舗は、次項またホームページ

（https://www.fitom.jp/shoplist）をご参照ください。 

 

▪ 注意事項 

* 応募はお一人様 1 回のみです。 

* ポイント獲得条件となるのは、fitom アプリで試着フォトを閲覧した方となります。試着リクエスト一

覧の閲覧は対象外となります。 

* 本キャンペーンにより獲得できるポイントは、お一人さま 500 ポイントとなります。 

* 同一アカウントからのご応募は 1 回とさせていただきます。 

* キャンペーンは、先着人数に達し次第終了となります。 

* 弊社にて不正と判断した場合には特典の付与を取り消させていただくことがございます。 

* キャンペーンの内容は、事前の告知なく変更、または終了させていただくことがありますので、あ

らかじめご了承ください。 

 

◼ クーポンご利用可能店舗 

UNITED ARROWS (ユナイテッドアローズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 ユナイテッドアローズ 原宿本店 東京都渋谷区神宮前 3-28-1 

関東 ユナイテッドアローズ アトレ恵比寿 ウィメンズストア 東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 アトレ 恵比寿 3F 

関東 ユナイテッドアローズ 有楽町店 東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ 2 2F 

関東 ユナイテッドアローズ 丸の内店 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 1F 

関東 ユナイテッドアローズ 新宿店 東京都新宿区西新宿 1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ 1 B1F・１F 

関東 ユナイテッドアローズ 池袋店 東京都豊島区南池袋 1-28-2 池袋パルコ 3F 

関東 ユナイテッドアローズ 横浜店 神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 ルミネ横浜店 B1F 

関東 ユナイテッドアローズ 立川店 東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川店 2F 

関東 ユナイテッドアローズ 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮店 ルミネ 2 西口別館 2F  

関西 ユナイテッドアローズ 京都店 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町 12-1 

北海道・東北 ユナイテッドアローズ 札幌店 北海道札幌市中央区南一条西 3 丁目 札幌パルコ本館 1・2F  

中国・四国・九州 ユナイテッドアローズ 広島店 広島県広島市中区新天地 2-1 広島パルコ 新館 B1F・1F 

 

THE SOVEREIGN HOUSE (ザ ソブリンハウス) 

エリア 店舗 住所 

関東 ザ ソブリンハウス 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 1Ｆ 

 

 

 

https://www.fitom.jp/


 
 

 3 

District UNITED ARROWS (ディストリクト ユナイテッドアローズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 ディストリクト ユナイテッドアローズ 東京都渋谷区神宮前 5-17-9 2F 

 

UNITED ARROWS & SONS (ユナイテッドアローズ＆サンズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 ユナイテッドアローズ＆サンズ 東京都渋谷区神宮前 3-28-1 ユナイテッドアローズ 原宿本店 1F 

 

ASTRAET(アストラット) 

エリア 店舗 住所 

関東 アストラット 新宿店 東京都新宿区新宿 4-1-6 NEWoMan SHINJUKU 2F 

 

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 渋谷公園通り店 東京都渋谷区神南 1-19-11 パークウェースクエア 2 1-2F  

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 新宿ウィメンズストア 東京都新宿区新宿 3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 池袋ウィメンズストア 東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 B1F 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 2F 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 北千住店  東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 2F 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1 マークイズみなとみらい 1F 

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 町田店 東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田店 3F  

関東 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮店 ルミネ 2 西口別館 2F   

北海道・東北 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 札幌店 北海道札幌市中央区南一条西 3 丁目 札幌パルコ本館 2F 

 

monkey time BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS (モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 原宿店 東京都渋谷区神宮前 6-13-9 

関東 モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 新宿店 東京都新宿区新宿 3-38-1 ルミネエスト新宿 5F 

 

STEVEN ALAN (スティーブン アラン) 

エリア 店舗 住所 

関東 スティーブン アラン トーキョー 東京都渋谷区神南 1-19-11 パークウェースクエア 2 B1F 

関東 スティーブン アラン シンジュク 東京都新宿区新宿 3-38-2 ルミネ新宿店 ルミネ 2 3F 
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6(ROKU) (ロク) 

エリア 店舗 住所 

関東 ロク 渋谷キャットストリート 東京都渋谷区神宮前 5-17-9 1F 

関東 ロク シンジュク 東京都新宿区新宿 4-1-6 NEWoMan SHINJUKU M2F 

 

H BEAUTY＆YOUTH (エイチ ビューティ＆ユース) 

エリア 店舗 住所 

関東 エイチ ビューティ＆ユース 東京都港区南青山 3-14-17 

 

Odette e Odile (オデット エ オディール) 

エリア 店舗 住所 

関東 オデットエオディール 新宿店 東京都新宿区西新宿 1-1-5 ルミネ新宿 1 3F 

関東 オデットエオディール 横浜店 神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 ルミネ横浜店 3F 

関東 オデットエオディール 町田店 東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田店 2F  

関東 オデットエオディール ルミネ有楽町店 東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ 1 3F 

関東 オデットエオディール 丸の内店 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 3F 

 

UNITED ARROWS green label relaxing (ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング) 

エリア 店舗 住所 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ新宿店 東京都新宿区新宿 3-38-2 ルミネ新宿店 ルミネ 2 5F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 自由が丘店 東京都世田谷区奥沢 5-25-13 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ町田店 東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田店 6F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 丸の内店 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 3Ｆ 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ池袋店 東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 6F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店 東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ 1 4F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング アトレ上野店 東京都台東区上野 7-1-1 アトレ上野 1F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ北千住店 東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 4F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ立川店 東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川店 6F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ横浜店 神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 ルミネ横浜 5F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮 2 3F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング マークイズみなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1 マークイズみなとみらい 2F 

関東 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 浦和パルコ店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 浦和パルコ 1F 

中国・四国・九州 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 広島パルコ店 広島県広島市中区新天地 2-1 広島パルコ 新館 4F 
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中国・四国・九州 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 11-1 福岡パルコ新館 4F 

 

Lurow green label relaxing (ルロウ グリーンレーベル リラクシング) 

エリア 店舗 住所 

関東 ルロウ グリーンレーベル リラクシング アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎 1F 

 

EMMEL REFINES (エメル リファインズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 エメル リファインズ ルミネ新宿店  東京都新宿区新宿 3-38-2 ルミネ新宿店 ルミネ 2 2F 

関東 エメル リファインズ ルミネ大宮店  埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮 ルミネ 2 3F  

 

THE STATION STORE UNITED ARROWS LTD. (ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ) 

エリア 店舗 住所 

関東 ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎 3F 

 

◼ ｆitom について 

「fitom」は、実店舗における個人の試着情報のシェアを通じて、お客様のお買い物の利便性向上、参加ブ

ランドの販売促進を支援するアプリケーションサービスです。 

 

▪ アプリ名：fitom（フィットム） 

▪ アプリアイコン： 

 

▪ 価格：無料 ※通信料はお客様負担 

▪ 対応機種（OS） 

- 【iOS】 iOS 11.0 以上 

- 【Android】 5 月下旬を予定しておりました Android アプリのリリースは延期となりました。リリース

の時期に関しては後日公式サイトにてご案内いたします。 

▪ ダウンロード方法： 

- QR コード 

     

- App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1458821238 

公式サイト：https://www.fitom.jp/ 
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◼ 株式会社 fitomについて 

社名 株式会社 fitom (fitom Inc.) 読み方：フィットム 

本社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス 9F 

オフィス所在地 
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-2 日比谷三井タワー12F 

ワークスタイリング 東京ミッドタウン日比谷内 

代表者 代表取締役社長 安藤 望 

合弁事業開始日 2019 年 3月 1 日 

資本金 1.5 億円 

株主構成 

シグマクシス 39％ 

ユナイテッドアローズ 34％ 

博報堂ＤＹメディアパートナーズ 27％ 

事業内容 

① 店舗を活用した新たなアパレル製品のデジタルショッピングモデルとして、店舗に

おけるユーザーの試着体験の共有（具体的には、試着画像とコメント等をデータ化

しコンテンツとして共有すること）やユーザー双方向でのコミュニケーション機能を

有するアプリケーション（fitom）を提供することで、当該アプリを利用するアパレル

企業各社の EC 売上増大および参加ユーザーのニーズに最適化したマーケティン

グプロモーションを行う顧客参加型のデジタルプラットフォームの開発および運営 

② 本プラットフォームの提供を通じたアパレル企業のビジネスモデル変革、デジタル

化、データ活用、売上増大、マーケティング、広告、人財活用、EC および情報シス

テム構築に関する支援 

URL https://www.fitom.jp/ 

 

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。 

※当プレスリリース内の企業名、製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

◼ 本件に関するお問い合わせ 

株式会社 fitom マーケティングコミュニケーション部 (原) 

電話：03-4590-7818 / E メール：pr@fitom.jp 

https://www.fitom.jp/（2/25

