
 

 
 

2019 年 10 ⽉ 29 ⽇ 

報道関係各位 
株式会社 FiNC Technologies 

 
 ⽇本テレビ系 カラダ WEEK とヘルスケア／ダイエットアプリ「FiNC®」がコラボ 

⽇本全国の参加者と累計 100 億歩を⽬指す「億 WALK」を開催！ 

カラダ WEEK と連動した新 TVCM を 11 ⽉ 2 ⽇（⼟）より放送開始 

 
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、⽇本テレビ 
放送網株式会社（東京都港区東新橋⼀丁⽬ 6-1、代表取締役社⻑執⾏役員：⼩杉 善信、以下「⽇本テレビ」）が  
2019 年 11 ⽉ 4 ⽇（⽉）〜2019 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽇）に開催する健康キャンペーン「カラダ WEEK」と  
コラボレーションし、ヘルスケア／ダイエットアプリ「FiNC」から参加できる「億 WALK」を開催  
いたします。さらに、2019 年 11 ⽉ 2 ⽇（⼟）より「カラダ WEEK」開始に先駆けて新 TVCM を⽇本
テレビ系列で放送を開始いたします。 

 
 「ニッポンを元気に！健康に！」を合⾔葉にスタートした「カラダ WEEK」は今年で 5 年⽬を迎え、 
⽇本テレビを代表する秋のイベントです。今年度は「すごいよ！カラダって」をテーマに、健康・美容 
・⾷⽣活・運動・医療など様々な切り⼝で”カラダ”をテーマにした内容を放送することで、視聴者の皆様が 

”カラダ”について考え、カラダを⾒直す「きっかけ」となる 1 週間にしていただけたらという思いで 
開催されます。 



 

 
 

 
今年度は新たな試みとして、ヘルスケア/フィットネス（ダイエット）※1 のカテゴリで国内ダウンロード数 

No.1※2 の「FiNC」とコラボレーションした⽬⽟企画「億 WALK」を実施いたします。「FiNC」は  
「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。」をコンセプトに、歩数、体重、睡眠、⾷事などの記録を 
することができ、特許を取得した AI（⼈⼯知能）が⽣活習慣や悩みを分析して⼀⼈ひとりに最適な 
アドバイスを提供するヘルスケアプラットフォームアプリです。 

 
「億 WALK」は⽇本中のイベント参加者と協⼒して、参加者の合計歩数で 100 億歩を⽬指す企画と

なっております。「FiNC」アプリ内に開設された「カラダ WEEK」公式チャットルームから参加する  

ことができ、⽇本テレビ系全国アナウンサーや著名⼈の歩数ランキングをご覧いただくことができます。 
さらに、アプリ以外にも「Going!Sports&News」や「ZIP!」をはじめとした「カラダ WEEK」に参加 
する⼈気番組のデータ放送で総歩数をご確認いただけます。また、本企画にご参加いただいた⽅全員に 

300 ポイント※3 をプレゼントいたします。ポイントはウェルネスセレクトショップ「FiNC モール」で 

ご利⽤いただけます。 
 
 
◆「億 WALK」参加⽅法 
 
初めて「FiNC」にご登録いただくお客様 
1. App Store/Google Play から「FiNC」をダウンロード 
2. 登録画⾯内の招待コード⼊⼒フォームより「カラダ WEEK」と⼊⼒ 
3. 「億 WALK」への参加となり、FiNC ポイントを 300 ポイントゲット！ 
 
既に「FiNC」をご利⽤いただいているお客様 
1. 「FiNC」を開いていただき、ホーム画⾯の Top にある「カラダ WEEK」のバナーをタップ 
2. 特設ページ上にある「イベントに参加する」をタップ 
3. 「億 WALK」への参加となり、FiNC ポイントを 300 ポイントゲット！ 
 

  

まずは FiNC をダウンロード！ 
 

     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 

 
 



 

 
 

◆新 TVCM の放映 
 
⽇テレ系「カラダ WEEK」とのコラボレーションを記念し、⼈気動画クリエイターや FiNC アンバサダ
ーが出演する新 TVCM を 2019 年 11 ⽉ 2 ⽇（⼟）から放送開始いたします。 
 

 
 
タ イ ト ル：FiNC「億 WALK」篇 
放 送 開 始 ⽇：2019 年 11 ⽉ 2 ⽇（⼟） 
放 送 エ リ ア：⽇本テレビ系列 全国（⼀部地域を除く） 
主な提供番組：11 ⽉ 4 ⽇（⽉）23:00-24:09 「news zero」 

11 ⽉ 5 ⽇（⽕）21:00-21:54 「ザ！世界仰天ニュース」 
11 ⽉ 7 ⽇（⽊）19:00-20:54 「ぐるぐるナインティナイン」 
11 ⽉ 9 ⽇（⼟）23:55-25:05 「Going!Sports&News」 

出 演 者：動画クリエイター  関根理紗 
動画クリエイター あやなん 
動画クリエイター のが 
FiNC オフィシャルサポーター／モテクリエイター ゆうこす 
FiNC オフィシャルサポーター（FiNC 所属）／ボディメイクトレーナー ⽥上舞⼦ 
FiNC オフィシャルサポーター（FiNC 所属）／ビューティシェイプトレーナー 渋⾕ゆり  

  



 

 
 

 
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、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（ダイエット）※1 においてダウンロード数 

国内 No.1※2、App Store のセールスランキングで 1 位※4 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、58 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 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「ヘルスケア/フィットネス（ダイエ
ット）」としています。 
※2 ⽇本国内 App store＆Google Play 1 年間（2018 年 10 ⽉〜2019 年 9 ⽉）のダウンロード数の合算です。／出典：App Annie 
※3 ポイントの利⽤期間は 2019 年 11 ⽉末までになります。FiNC モールでお買い物の際に、1 ポイント=1 円でご利⽤いただけます。 
※4 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 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 

  

ヘルスケア/フィットネス（ダイエット）アプリ No.1「FiNC」とは 
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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。管理栄養⼠や理学療法⼠、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 354 名（2019 年 10 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 U：https://u.finc.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 


