
 

 
 

2019 年 8 ⽉ 27 ⽇ 

報道関係各位 
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世界 No.1※1 の天然炭酸⽔「ゲロルシュタイナー」×FiNC タイアップ企画 

〜動画を⾒てゲロルシュタイナーを当てよう！〜 
 

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、ポッカサッポロ フード&ビバレッジ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社⻑：  
岩⽥ 義浩、以下「ポッカサッポロ 」）より販売している、天然炭酸⽔で売上世界 No.1※1 の   
「ゲロルシュタイナー」とのタイアップ企画を 2019 年 8 ⽉ 27 ⽇（⽕）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」にて開始いたします。 

FiNC RELEASE TV：https://youtu.be/ntdpN88Td6c 
 

この度、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、⼀⼈ひとりの健康・美容
をサポートするダイエットアプリ※2 国内 No.1※3（ヘルスケア/フィットネス）「FiNC」と、天然
炭酸⽔ブランドカテゴリーにおいて売上世界 No.1 の「ゲロルシュタイナー」はコラボレーションし、  
⼥性のキレイの実現を応援します。 

「ゲロルシュタイナー」は、ドイツの⻄部に位置するアイフェル⾼地の町ゲロルシュタインで  
採⽔された、カルシウムやマグネシウム等の天然ミネラルがバランスよく含まれる⾼硬度 1310mg/L
の天然炭酸⽔です。天然の炭酸含有で硬⽔特有の飲みにくさがなく、きめ細やかでスッキリ美味しく 
味わえることができます。また、⾷事のお供に、朝の⼀杯やスポーツ後の⽔分補給、疲れた時の 
気分転換、シロップやお酒にプラスして爽やかな刺激を楽しむなど様々な飲み⽅で幅広い世代  
の⽅に楽しんでいただけます。 



 

 
 

※1 Total global volumes taken from GlobalData’s Annual Global Soft Drinks report published in 2018 
※2 App Store「ヘルスケア／フィットネス」カテゴリおよび Google Play「健康&フィットネス」カテゴリでのアプリを「ダイエットアプリ」としていま
す。 
※3 ⽇本国内 App Store & Google Play 1 年間（2018 年 6 ⽉〜2019 年 5 ⽉）のダウンロード数の合算です。／出典：App Annie 
 

           
「ゲロルシュタイナー」×FiNC タイアップ企画 概要  

 
今回のタイアップ企画では、FiNC アプリ内のミッションを達成した⽅の中から抽選で 30 名様に

「ゲロルシュタイナー500ml×24 本」をプレゼントいたします。 
 

【期  間】2019 年 8 ⽉ 27 ⽇（⽕）〜2019 年 9 ⽉ 25 ⽇（⽔） 
【参加⽅法】FiNC アプリ内から参加できます。FiNC アプリは、App Store または Google Play
からダウンロードできます。 
【賞  品】抽選で 30 名様に「ゲロルシュタイナー500ml×24 本」 
【商品情報】https://www.pokkasapporo-fb.jp/gerol/ 

 
※ 当選はお⼀⼈様 1 回限りとさせていただきます。 
※ 当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 
※ ご当選者の住所、転居先不明などにより賞品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。 

 
 
Twitter キャンペーン 概要 
 

今回のタイアップ企画では、応募者全員にその場で当選結果が分かる Twitter リツイート   
キャンペーンも実施いたします。 
 
【期間】2019 年 8 ⽉ 27 ⽇（⽕）11:00〜2019 年 8 ⽉ 30 ⽇（⾦）18:00 
【応募⽅法】 
l FiNC 公式の Twitter アカウント @finc_japan をフォローしてください。 
l 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。 
l 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「ゲロルシュタイナー500ml×24 本」を 30 名様、もしくは FiNC モールで 
使える「ゲロルシュタイナー1 ケース 800 円 OFF クーポン」のどちらかが必ずもらえます。 
【FiNC 公式アカウント】https://twitter.com/finc_japan?lang=en 

 
 
※ 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。 
※ クーポンコードは 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。 
※ クーポンの利⽤期間は 2019 年 9 ⽉ 16 ⽇（⽉）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。 
※ 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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

（左上から） 
・⻄林さき：http://instagram.com/sakiyoga1206/ 
ヨガインストラクター。今の⽇常を+α 快適にするツールとして全世代に向けヨガを発信中。福祉業界や
教育機関でヨガを広めることを⽬指している。ミスワールド 2018 ⽇本ミスヨガ受賞。 
・kanaka：https://www.instagram.com/kanakamakeb/ 
しなやかで軸の通った⾝体を作る姿勢改善コンディショニングピラティスを指導。緩めると鍛えるをバ
ランスよくし、インナーを使える⾝体づくりを指導のテーマとしている。 
・新⽥仁美：https://www.instagram.com/itominty/ 
美脚美姿勢インストラクター。⽇々の意識・⾻格の⼟台を整えることに特化し、なるべく動かない運動
法・⽇々の意識で変える美姿勢ダイエットを提案。著書「猫背が治り⼩顔になる コトコト運動」 
・鈴⽊莉紗：https://www.instagram.com/suzuki__lisa/ 
⾛歴 1 年半でサブスリーを達成。フルマラソン⾃⼰ベスト 2 時間 39 分 57(東京マラソン 2016、⽇本⼈
⼥⼦ 7 位)。著書に「1 ⽇ 10 分も⾛れなかった私がフルマラソンで 3 時間を切るためにしたこと」 
・RENA：https://www.instagram.com/rena_flare/ 
ダンス歴 20 年。数度の LA 留学の後、Vocal&dance duo「Flare」を結成しメディア出演多数。ダン
ススクール REP Performance Stage を 2 校経営。 
・Miki：https://www.instagram.com/sweetpea_miki/ 
ヨガのインストラクター資格を持つカメラマン「ヨガフォトグラファー」として、ヨガ・フィットネス
系のイベント撮影やプロフィール写真撮影を主に活動中。 
・MIHO：https://www.instagram.com/mip0000/  
1 児のママ、専業主婦でありながらトライアスロンに挑戦するママトライアスリート。家庭とのバラン
スを保ちながらどこまでやれるか？を⽇々課題で探りながらトレーニングするのを楽しんでいる。 
・SAHO：https://www.instagram.com/saho_yoga/ 
全国からヨガインストラクターが学びにくる実⼒派ヨガ講師。⾃⾝が開催するヨガの WS は 1 ⽇で 50
名満員御礼になる。NLP マスターコーチ の資格所有。 

 



 

 
 

 
FiNC アンバサダーについて 
 

「FiNC アンバサダー」とは、健康と美容のスペシャリストです。⾼いスキル、拡散⼒、エンゲージメント
の⾼いファンを備えています。主に、美容系、フィットネス系、料理系、というカテゴリーに分か れ、 
彼⼥達ならではの発信をすることで憧れのアンバサダーを⽬指したいと思うフォロワーが⾃分を  
重ね、広く世に影響を与えて活動をしています。 
 

 
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 700 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※4・ダイエット  

アプリ※5 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※6 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、57 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。 
 
 
※4 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 
※5 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 
※6 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 
 

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



 

 
 

「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、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 
◆代表者    代表取締役 CEO 溝⼝ 勇児 
◆従業員数 323 名（2019 年 8 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＞ 

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

株式会社 FiNC Technologies について 


