
 

 
 

2019 年 5 ⽉ 21 ⽇ 
報道関係各位 

株式会社 FiNC Technologies 
「GirlsAward 2019 SPRING/SUMMER」に FiNC が登場！ 

FiNC が夏を応援！応募者全員に当たる Twitter リツイートキャンペーンを開催！ 
〜「PLAY BEAUTY.」もうひとりで我慢するキレイの時代じゃない〜 

 
予防ヘルスケア×AI テクノロジー（⼈⼯知能）に特化したヘルステックベンチャー株式会社 FiNC Technologies

（本社：東京都千代⽥区、代表取締役 CEO：溝⼝勇児、以下「当社」）は、2019 年 5 ⽉ 18 ⽇（⼟）
幕張メッセ国際展⽰場にて開催された⽇本最⼤級のファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward
2019 SPRING/SUMMER」に登場し、FiNC のブランドアンバサダーである中村アンさんを起⽤した
新コミュニティ「中村アン PLAY BEAUTY コミュニティ」サービスを発表しました。 
さらに今回は、Twitter リツイートキャンペーンを 2019 年 5 ⽉ 18 ⽇（⼟）から 5 ⽉ 26 ⽇（⽇）

まで実施します。 

 
 
「GirlsAward 2019 SPRING/SUMMER」内で⾏われた「FiNC ステージ」では、「⼀緒にキレイに
なれる」というコンセプトで FiNC アプリの紹介を⾏い、「コミュニティ」機能を使ったサービス
について説明しました。「コミュニティ」機能とは、ダイエットしたい、キレイになりたい…同じ
⽬的を持っている FiNC のお客様と直接チャットができる機能です。 
また、2019 年 3 ⽉に当社のブランドアンバサダーに就任した中村アンさんがステージに登場し、
「中村アン PLAY BEAUTY コミュニティ」についても紹介させていただきました。同じ志を持った
仲間と活動することでやる気が出る・意識が⾼くなる・楽しく継続できる等のモチベーションをあ
げながらコミュニティの活性化を実現します。 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

＜FiNC が夏を応援！応募者全員に当たる Twitter リツイートキャンペーン＞ 

 
■キャンペーン概要 
応募者全員にその場で当選結果がわかる Twitter リツイートキャンペーンを実施します。 
キャンペーン期間中は毎⽇応募（リツイート）ができます。 
対象：応募者全員 
応募：FiNC 公式 Twitter のキャンペーン投稿をリツイートする 
賞品：抽選で FiNC オリジナル体組成計もしくはダイエット応援グッズ 50%オフクーポンの対象商品の
どちらか必ずもらえます 
 
■キャンペーン期間 
2019 年 5 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜 5 ⽉ 26 ⽇（⽇） 
 
■プレゼント賞品 
・FiNC オリジナル体組成計【50 台】 
・ダイエット応援グッズ 50%オフクーポン 
 
【クーポン対象商品⼀覧】 
・FiNC オリジナル体組成計 
・FiNC ウェルネスボール （バランスボール） 
・ファスティングドリンク 
・ミルキースムージー 
・FiNC プレミアムベジクレンズスムージー 
・FiNC プレミアムマキベリー（サプリメント：ポリフェノールで美容サポート） 
・ファットバーン（サプリメント：脂肪燃焼させるサポート） 
・デトキシー（サプリメント：乱れた⾷⽣活のサポート） 
 
■応募⽅法 
Step 1: 
FiNC 公式 Twitter アカウント「@finc_japan」をフォローしてください。 
Step 2: 
FiNC 公式アカウントから投稿される、キャンペーン投稿をリツイートしてください。 
Step 3: 
リツイート時にリプライで当選結果をお知らせいたします。 
 



 

 
 

▼FiNC 公式アカウント 
https://twitter.com/finc_japan?lang=en 
 
 
注意事項 
※配送に関する当選者へのご連絡は FiNC 公式 Twitter アカウントからダイレクトメッセージよりお知らせいたします。 
※クーポンの利⽤期間は 2019 年 6 ⽉ 12 ⽇までになります。 
※キャンペーンへのご参加は PC または Twitter 公式アプリをダウンロードしてご応募ください。 
※クーポンコードはダイレクトメッセージよりお知らせいたします。 
※応募期間中にリツイートを取り消された場合は、応募が無効となりますのでご注意ください。 
※FiNC 公式 Twitter をフォローされてない場合は、応募が無効となりますのでご注意ください。 
※Twitter の利⽤規約に反する不正なアカウント（架空アカウント、他⼈のなりすましアカウント、同⼀⼈物による複数アカウントなど）を利⽤して応募した場合も
応募が無効となりますのでご注意ください。 
 

 
＜FiNC アプリとは＞ 
FiNC アプリは、特許を取得したパーソナルトレーナーAI（⼈⼯知能）を内蔵したヘルスケアプラットフォーム
アプリです。「Personal AI for everyoneʼs wellness」というミッションのもと、現在 500 万ダウンロードを
突破いたしました。さらに、「ヘルスケア/フィットネス」カテゴリにおいてダウンロード数 国内
No.1※1、App Store のセールスランキングで１位※2 を獲得し、「Google Play ベスト オブ 2018」では
「⾃⼰改善部⾨」において⼤賞を受賞いたしました。また、当社はヘルスケア分野における⼈⼯知能に
関連した技術で、53 件の特許を取得しております。 

 
アプリをダウンロードして、スマートフォンを持ち歩くだけで毎⽇の歩数が貯まり、体重・睡眠時間・
⾷事といったライフログの記録や、歩数に応じて、FiNC モールで使⽤できるポイントが付与されます。
また著名なモデル・アスリート・トレーナー・栄養⼠といった専⾨家が発信するエクササイズ・
ストレッチ・ヘルシーレシピ・ヨガといった動画コンテンツや、20 万件もの⾷品データベースをはじめ、
様々な栄養及び運動プログラムを内蔵し、パーソナルトレーナーAI が、ユーザーひとり⼀⼈の興味や
悩みにあったメニューを厳選してお届けいたします。ひとりではなかなか続けられない⽅でも、
楽しみながら続けることができるアプリになっています。 
 

※1 ⽇本国内 App Store/ Google Play「ヘルスケア&フィットネス」カテゴリにおける 1 年間（2017 年 11 ⽉〜2018 年 10 ⽉）の合算です。/出典：App Annie のデー
タに基づく当社調べ 
※2 ⽇本国内 App Store「ヘルスケア＆フィットネス」カテゴリにおける直近 1 年間のセールス。（2017 年 12 ⽉〜2018 年 11 ⽉）／出典：App Annie のデータに基づ
く当社調べ 

 
 
「FiNC」アプリのダウンロードはこちら 

ダウンロード：無料 
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fincapp&hl=ja 
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/finc/id965626396?mt=8 
 

 
 
 



 

 
 

＜株式会社 FiNC Technologies について＞ 
当社は、「Personal AI for everyoneʼs wellness」をミッションに掲げる予防ヘルスケア×テクノロ
ジー（⼈⼯知能）に特化したヘルステックベンチャーです。医師や薬剤師、栄養⼠やトレーナー等
の予防領域の専⾨家と、データサイエンティストやエンジニア、遺伝⼦や⽣物学などのライフサイ
エンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。 
 
 

◆会社名 株式会社 FiNC Technologies 
◆所在地 東京都千代⽥区有楽町 1 丁⽬ 12-1 新有楽町ビル 5F 
◆設⽴ 2012 年 4 ⽉ 11 ⽇ 
◆代表者 代表取締役 CEO 溝⼝ 勇児 
◆従業員数 302 名（2019 年 5 ⽉ 1 ⽇現在/グループ会社・アルバイト・インターン含む） 

 
 
＜提供サービス URL＞ 

● FiNC アプリ：https://finc.com/ 
● FiNC プレミアム：https://ow.finc.com/finc_premium/ 
● FiNC モール：https://mall.finc.com/ 
● FiNC ダイエット家庭教師：https://dietcoach.finc.com/ 
● FiNC for BUSINESS：https://corporate.finc.com/business/ 
● FiNC Fit：http://fincfit.com/ 

 
 
※ FiNC の名称・ロゴは、⽇本国およびその他の国における株式会社 FiNC Technologies の登録商標または商標です。 
※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 
※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更
となる場合があります。 
 
 

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞ 
株式会社 FiNC Technologies 担当：⼸削和美/⽵⾕光⼦ 

電話：050-1742-0330（代）Mail: pr@finc.com 


