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2022 年 4 月 14 日 

株式会社 asken 

報道関係者各位 

株式会社 asken(東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋)は、自社が開発・運営を行う国内 No.1 の AI 食事管

理アプリ「あすけん」(以下あすけん)の累計会員数がこの度 700 万人を突破したことをお知らせいたします。 

2007 年の創業以降に「あすけん」をご利用いただいたユーザーのみなさまの体重減を集計したところ、累計

で 5,803 トンになりました。また、食事記録データは累計 42 億 2336 万食となり、ユーザーのみなさまが日々

の摂取エネルギーと栄養バランスを考えながら食事を選び、記録を積み上げてきた結果、このような大きな数

字の蓄積となりました。 

asken は、これからもさらに多くのユーザーのみなさまの健康をサポートするため、様々なライフステージ

に寄り添いながら食生活の改善を手助けする、より良いサービスづくりに努めてまいります。 

700 万人突破を記念して３つのプレゼントキャンペーンを実施！ 

国内 No.1 AI 食事管理アプリ「あすけん」 

累計会員数 700 万人突破！総計 5,803 トン分の減量に貢献！ 

~感謝を込めて豪華プレゼントキャンペーンを実施～ 
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asken は、累計会員数 700 万人突破を記念し、ユーザーのみなさまへの感謝の気持ちを込めて、各種プレゼン

トキャンペーンを 3 回にわたり実施いたします。 

 

 

＜第 1 弾＞700 万人突破記念 Twitter フォロー＆リツイートキャンペーン 

 

・開催期間：4 月 14 日～21 日 

あすけん公式 Twitter アカウント(@askenjp)のフォロー＆投稿リツイートで、抽選で Amazon ギフト券をプ

レゼント。 

 

 

＜第 2 弾＞700 万人突破記念 食事記録チャレンジ 

 

・開催期間：2022 年 4 月 21 日～5 月 10 日 

あすけんアプリ内「チャレンジ」に参加をし、7 日分の食事記録をすると、総勢 700 名様に抽選で豪華賞品

が当たります。 

 

 

＜第 3 弾＞新規入会&友だち紹介で体組成計プレゼントキャンペーン 

 

・開催期間：2022 年 5 月 6 日~31 日 

期間中に新規入会または既に会員の方は友達を紹介していただくと、抽選で体組成計をプレゼント！ 

 

 

 

キャンペーンについて詳しくは、添付資料<700 万人突破記念プレゼントキャンペーン概要>をご覧くださ

い。 

 

 

 

 

・あすけんが持つ食事記録データをもとに、様々な分析や栄養士による解説を提供することができます。 

・取材や企画への協力が可能ですので、お気軽に下記までお問い合わせください。 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 asken   広報・PR 担当：多田 (ただ) 

Tel:03-3379-1213   mobile:080-8195-9041   E-mail: grp_asken_pr@asken.inc 

mailto:grp_asken_pr@asken.inc
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＜添付資料＞  

700 万人突破記念プレゼントキャンペーン概要 

＜第 1 弾＞700 万人突破記念 Twitter フォロー＆リツイートキャンペーン 

実施期間：4 月 14 日～21 日（8 日間） 

応募方法： 

1. Twitter にログインし、「あすけん」公式アカウント「@askenjp」をフォロー。 

2. キャンペーン指定のハッシュタグ「#あすけん 700 万人突破ありがとう」のついた投稿をリツイート。 

3. さらに「#夏までダイエットにあすけん」をつけて投稿すると当選確率がアップします。 

4．当選者の方には、後日 Twitter の DM にてご連絡をいたします。 

賞品/当選者数： 

・Amazon ギフト券 1000 円分  30 名様 

＜第 2 弾＞700 万人突破記念 食事記録チャレンジ 

実施期間：4 月 21 日～5 月 10 日（20 日間） 

応募方法： 

1．「あすけん」にログインし、ホーム画面右下の「チャレンジ」タブから、「700 万人突破記念 食事記録チャ

レンジ」の参加するボタンをタップ。 

2. 期間中、1 日 1 回以上の食事記録を 7 日分行ってください。 

3. 達成した方へは、チャレンジ期間終了後にアプリ内「お知らせ」で配信するアンケートフォームにて抽選の

申込みをしてください。 

賞品/当選者数： 

・Walking Pad 1 名様 

・Fitbit Charge5 1 名様 

・ホテルグランバッハ東京銀座 1 泊 2 日宿泊ペアチケット(夕朝食付き) 3 名様 

・FEELLINE あすけんロゴ入り体重体組成計 10 名様 

・SAVAS ホエイプロテイン 100 リッチショコラ味(14 食分) 20 名様 

・ZENBSTICK リッチテイスト 4 本セット 30 名様 

・BASE FOOD BASE BREAD®と BASE Cookies®詰め合わせセット 40 名様 

・GREEN SPOON スムージー4 食セット 595 名様 

＜第 3 弾＞新規入会&友だち紹介で体組成計プレゼントキャンペーン 

実施期間：5 月 6 日~31 日（26 日間） 

応募方法： 

1．期間中、あすけんをダウンロードし、会員登録をする。または既にあすけんをご利用いただいている会員様

は、あすけんを友達に紹介していただく。 

2. 友達に紹介する際は、あすけんアプリ内メニューの「設定」>「友達紹介プログラム」から、紹介コードを

発行してください。友達は入会から 7 日以内に共有された紹介コードを入力してください。 

3．キャンペーン期間終了後、当選者の方へはアプリ内「お知らせ」でご連絡をいたします。 

賞品/当選者数： 

・FEELLINE 体組成計 50 名様 
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【当選発表】 

・応募締切後に厳正な抽選を行い、当選候補者を決定いたします。 

・当選候補者へは、各キャンペーンのご案内に記載の方法で、賞品発送のために必要な情報を登録するフォー

ムへの URL をご連絡しますので、指定された期限までに必ずご登録ください。 

・指定した期日までに正しい情報をご登録いただけない場合は、当選を無効といたします。 

 

【賞品について】 

・賞品は事前の告知なく、変更する場合がございます。 

 

その他応募規約に関しては「あすけん」アプリ内お知らせをご確認ください。 

 

<参考資料> 

AI 食事管理アプリ「あすけん」 

「あすけん」は、ダイエットや健康に関心を持つ国内会員数 700 万人（海外含め 730 万人）(※1)を超える国内

No.1 の AI 食事管理アプリです。(※2)  10 万以上のメニューからの食事登録や、写真を撮って画像解析による

メニュー登録をすることが可能で、カロリーだけでなく 14 種類の栄養素バランスも瞬時に表示されます。AI 栄

養士からの食事内容や食生活のアドバイスも毎日見ることができ、次の食事で何を食べればよいのかがわかる

ため、食事の選択力が身につき食生活の改善に役立ちます。「革新的な優れたサービス」への内閣総理大臣表彰

制度である第 3 回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞しました。   

公式ウェブサイト：https://www.asken.jp 

※1 2022 年 4 月現在の累計会員数 

※2 日本国内 AppStore と Google Play の「ヘルスケア（健康）/フィットネス」カテゴリにおけ

る、2021 年 1 月～12 月のダウンロード数および収益の合算（data.ai 調べ） 

 

＜会社概要＞ 

株式会社 asken 

株式会社 asken は、栄養学の知見と AI をかけあわせ「ひとびとの明日を、今日より健康にする」ことをミッシ

ョンに、下記の事業を展開しています。 

・国内個人向けサービス：国内最大級 AI 食事管理アプリ「あすけん」の開発・運営 

・医療機関向けサービス：病院での栄養指導の一助として、あすけんの食事記録と管理者向けシステムの提供 

・法人向けサービス：企業の従業員の食生活改善、市民の健康増進などを目的とした、あすけんの団体向け利用 

・海外個人向けサービス：北米でのスマホアプリ「Asken Diet」の開発・運営。 

社名：株式会社 asken 

代表者：代表取締役社長 中島 洋 

設立：2007 年 10 月 1 日 

所在地：〒163-1442  東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号  東京オペラシティタワー42F 

コーポレートサイト：https://www.asken.inc 

株主： 株式会社グリーンハウス(100%出資)  https://www.greenhouse.co.jp                        以上 

https://www.asken.jp/
https://www.asken.inc/
https://www.greenhouse.co.jp/

