
 

 
 

2019 年 7 ⽉ 11 ⽇ 
報 道 関 係 各 位 

株式会社 FiNC Technologies 
 

FiNC ブランドアンバサダー 中村アンさん  
ダイエットアプリ NO.1（ヘルスケア/フィットネス）「FiNC」 TVCM に出演！ 

全国のローソンで買える「FiNC GIFT CARD」の発売および 
⽉額サービス「FiNC PLAY」で⾼機能デバイスの新製品「FiNC BAND」サービス開始！ 

 
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、今年 3 ⽉よりスマートフォン 
向けヘルスケアプラットフォームアプリ「FiNC」のブランドアンバサダーに就任した⼥優 中村アンさん  
が出演する TVCM を 2019 年 7 ⽉ 12 ⽇（⾦）から全国（⼀部地域を除く）で放映開始いたします。 
 
また、有料会員向けサービス「FiNC PLAY」において、⾃社開発したウェアラブル端末「FiNC BAND」 
のサービスも開始し、さらに⾝体にいいモノが購⼊できるプリペイドカード「FiNC GIFT CARD」
を全国のローソンで販売を開始することをお知らせいたします。 
 

 
この度、当社は初の全国 TVCM を公開することとなり、2019 年 3 ⽉より FiNC ブランドアンバサダー  

としてご活動していただいている⼥優 中村アンさんにご出演いただきました。中村アンさんは、美ボディ  
の持ち主として多くの⼥性の憧れの的であり、トレーニングや⾷⽣活から成るカラダづくりがとても注⽬  
を集めています。また、「FiNC」アプリ内に「中村アン PLAY BEAUTY コミュニティ」を開設する
など、中村アンさんの美容や健康に関するスペシャルコンテンツを配信するだけでなく、⽬標に向かって 
頑張っているお客様を応援するサポーターとしてご活躍いただいております。 
今回の TVCM は、「FiNC」アプリを使っているお客様がパーソナルトレーナーAI のダイエットサポート  

を受けることでいいカラダを⽬指すことを呼びかけるサポーターとして、ヴィーナス姿で登場する中村アンさん 
が押⼊れの中から突然現れるというインパクトのある TVCM になっております。 
 

 



 

 
 

■「FiNC」新 TVCM 概要 
 

タイトル：FiNC「最近妻が」篇 
放送開始⽇：2019 年 7 ⽉ 12 ⽇（⾦） 
放送エリア：全国（⼀部地域を除く） 
TVCM： https://youtu.be/29gkddfdEts 
メイキング：https://youtu.be/zWb1aolVWKo 
 
 
 

 
Twitter キャンペーン 概要 
 
TVCM 放映を記念して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
いたします。本キャンペーンでは、Twitter の FiNC 公式アカウントをフォロー後、キャンペーン対象ツイート
をリツイートしていただいた⽅の中から抽選で対象商品が必ず当たります。 
 
【期 間】2019 年 7 ⽉ 12 ⽇（⾦）11:00〜7 ⽉ 21 ⽇（⽇）18:00 
【応募⽅法】 
• Twitter にて、FiNC 公式のアカウント@finc_japan をフォローしてください。 
• FiNC 公式アカウントから投稿される、キャンペーン対象ツイートをリツートしてください。 
• 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。 
【賞 品】 
抽選で FiNC オリジナル商品を最⼤ 40 名様、または美容/健康に特化したオンラインショップ「FiNC モール」
で使⽤できる 50%オフクーポン※1 のどちらか必ずもらえます。 
• FiNC オリジナル商品 最⼤ 40 名様 
• FiNC モールで使える 50%オフクーポン（⼀部の商品対象） 
【FiNC 公式アカウント】https://twitter.com/finc_japan 
 
※1 クーポンの利⽤期間は 2019 年 7 ⽉ 31 ⽇（⽔）までになります。 
※ 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にてお知らせいたします。 
※ 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。 
※ FiNC ポイントの取得⽅法は FiNC 公式 Twitter アカウントからダイレクトメッセージにて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）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。 
 

■中村アンさん プロフィール 
 
中村アン（なかむら・あん） 
⽣年⽉⽇：1987 年 9 ⽉ 17 ⽇ 
出⾝地：東京都 
⼥優 
⾼校、⼤学とチアリーディング部に所属し、全国⼤会にも出場。 
⼥性ファッション誌「BAILA」の レギュラーモデルを務める。 
最近では健康的な美 BODY を持つ⼥性として雑誌、ドラマや  
CM などで⼤注⽬されている。 ⼥優として 2018 年に連続 
ドラマ「ラブリラン」で」初の主演を 務め、その後「SUITS/ 
スーツ」「集団左遷‼」など数多くの⼈気作に出演する。 
 



 

 
 

 
 
 

オトクに、より便利に、楽しくさせる 
「FiNC PLAY」について 
 
当社は、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇（⽉）より有料会員向けサービス「FiNC PLAY」を開始し、⾃社開発した

歩数・睡眠・⼼拍などの記録がアプリと⾃動連動するウェアラブル端末「FiNC BAND」の提供を開始
いたしました。FiNC が⼤切にしているお客様の健康管理を「⼿間なく」「ラクに」「楽しく」「安価で」  

「個⼈に最適」なものを届ける 5 つのことに重点をおき、お客様にご満⾜いただけるサービスを⽬指して 
まいります。 

 
 

① 連続利⽤ができる！ 
⾼機能なデバイス「FiNC BAND」 

FiNC アプリに体重や体脂肪率など 11 項⽬を⾃動で記録することができる⾼機能体重計に加え、新たに
追加となりました「FiNC BAND」は、フル充電で約 1 週間の連続利⽤ができ、⼆種類の加速度センサー  

を内蔵、歩数・睡眠・⼼拍の記録が FiNC アプリ内に⾃動で記録することができる⾼機能なデバイスです。  
また、アラーム機能など⽣活に必要な機能も搭載されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

② フィットネス施設等が全国 3,000 店！ 
最⼤級の WELLNESS & BEAUTY クーポン 

コナミスポーツクラブ、ゴールドジム、ホットヨガスタジオ LAVA、りらくるなどの国内最⼤級の店舗数を  

持つフィットネスクラブやヨガスタジオと提携し、全国 3,000 店舗以上の WELLNESS & BEAUTY の
クーポンがご利⽤いただくことができます。提携施設やお得なクーポンはこれからも順次追加予定です。  
 
③ いつでも、どこでもヘルスケア・スペシャリストに相談ができる！ 
医師をはじめ、管理栄養⼠、トレーナーなど多岐にわたるヘルスケアスペシャリストが、アプリ内の  
チャットを通して、いつでもどこでもカラダの悩みについて直接相談することができます。ダイエット 
の相談から筋⼒トレーニングだけでなく、ウォーキングやヒップアップに特化したトレーニングなど  
ユニークでより専⾨的なカテゴリーが約 30 ご⽤意しております。 
 
 

 
④ ⽉額利⽤相当ポイント付与で実質無料！ 
歩数達成・体重記録・睡眠記録・⾷事記録・ログインなどのアクション応じて付与されるポイントが  
無料会員の約 2 倍になります。また、その他のアプリ内で実施するミッションなどに参加することで、 
⽉額料⾦は実質無料で利⽤することが可能です。 
 
 

 
⑤ あなたに合ったアドバイスができるレポート新機能 
歩数・体重・睡眠・⾷事などのライフログを元に、お客様の 1 週間の⾏動をサマリーレポートや結果に
合わせたアドバイスがもらえる新機能です。1 週間の健康⾏動のサマリーが可視化されるだけでなく、 
お客様に最適なコンテンツやサービスなど、AI からアドバイスを提供いたします。こちらの機能により
お客様に合わせたパーソナルサポートをより進化させてまいります。 
※2019 年 7 ⽉末サービス開始予定 

 
⑥ ⾃⾝の健康⾏動を通して寄付ができる機能 
寄付ができる機能とは、歩数達成・体重記録・睡眠記録・⾷事記録・⽣理記録・ログインなどのアクションに  
応じて⾃動で付与される寄付ポイントを、お客様が選択していただいた寄付先へアプリを通して寄付が
できる機能です。国内 10 団体と提携し、当社の CSV 活動において「健康がシェアされていくこと」を、  

FiNC PLAY 会員様が健康活動で取得した寄付ポイントから寄付ができる仕組みを追加してまいります。  
※2019 年 8 ⽉末サービス開始予定 

 
■FiNC BAND 製品概要 



 

 
 

 

健康⾏動で貯まる・使えるヘルスケア経済圏 
「FiNC WELLNESS ECONOMY」について 
 
当社は、⽇々の選択が、より健康で、より便利になり、健康⾏動を通して貯まるポイント経済圏を作る

ことで、お客様のココロとカラダの健康づくりを応援したいと思っております。これらの経済圏を通じて、  

ココロとカラダの健康に繋がるサービスや商品が⽣活の中に溢れた社会を創ることで健康状態を⻑く保ち  
続けることができると私たちは考えており、創業時から掲げる「⼀⽣に⼀度のかけがえのない⼈⽣の  
成功をサポートする」というビジョンの実現に⼀歩近づくと信じております。これからもより多くの  
お客様のココロとカラダの健康作りをサポートするために、ご賛同いただける提携店やパートナーと共に  
「FiNC WELLNESS ECONOMY」を創造してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

差し替え 



 

 
 

FiNC GIFT CARD 
 
 
FiNC GIFT CARD について 
 
「FiNC GIFT CARD」とは、当社オリジナルのヘルスケアに関するプリペイドカードで 2019 年 7 ⽉ 16 ⽇（⽕）

より全国のローソンで販売開始します。FiNC GIFT CARD では、⾼機能体重計またはウェアラブル 
⾼機能デバイスの無料レンタル※2 に加え、専⾨家への相談や、ジムやエステなどで使⽤できる優待サービス 
が使い放題の「FiNC PLAY コース」もしくは美と健康に特化したオンラインショップ「FiNC モール」
で
お買い物ができ、ジムやヨガなどを中⼼とした提携店でご利⽤いただける FiNC ポイントに交換することが
可能な「FiNC POINT コース」からお好きな⽅をご利⽤いただけます。 
 
※2  ご返却の際はお客様負担となります。 

 
■FiNC GIFT CARD 概要  
商品名：FiNC GIFT CARD 
発⾏者：株式会社 FiNC Technologies 
販売チャンネル：全国のローソン店舗 ※順次拡⼤ 

販売予定券種（⾮課税）：1500 円/3000 円/5000 円 
コース内容：①FiNC PLAY コース ②FiNC POINT コース 
カード有効期限：6 ヶ⽉ 
販売開始⽇：2019 年 7 ⽉ 16 ⽇（⽕） 
 

 

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。「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。」というコンセプトのもと、現在 630 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※3・ダイエットアプリ※4 においてダウンロード数  
国内 No.1、App Store のセールスランキングで 1 位※5 を獲得し、「Google Play ベスト オブ 2018」  

ダイエットアプリ NO.1（ヘルスケア/フィットネス）「FiNC」とは 
 



 

 
 

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。 
 
※3 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 年間のダウンロード数（2017 年 11 ⽉〜2018 年 10 ⽉）の合算で
す。/出展：App Annie のデータに基づく当社調べ 
※4 ダウンロード数/ダイエット⽬的の⾷事管理、運動促進、体調管理いずれかの機能を有するアプリにおいて⽇本国内 App Store / Google Play 3 ヶ⽉間
（2019 年 1 ⽉〜2019 年 3 ⽉）の合算です／出典：App Annie 
※5 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 
 

 

 
当社は、「Personalized AI for everyone's 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。薬剤師や管理栄養⼠、理学療法⼠  
やトレーナー等の健康領域の資格保有者、データサイエンティストやエンジニア、遺伝学・栄養学・  
運動学・⼼理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 

株式会社 FiNC Technologies について 



 

 
 

◆代表者 代表取締役 CEO 溝⼝ 勇児 
◆従業員数 312 名（2019 年 7 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/坂本希実 
電話：050-1742-0330（代）Mail: pr@finc.com 

 
 


