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キリン「iMUSE（イミューズ）」×「FiNC®」 タイアップ企画 

〜iMUSE を飲んで体調管理をしよう！〜 

 
 
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、

キリンホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：磯崎功典、以下

「キリン」）から発売されている「 iMUSE（イミューズ）」とのタイアップ企画を本日、

2019 年 11 月 15 日（金）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/7GZeGeLTVig 
 
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

サポートするヘルスケア/フィットネス（ダイエット）※1国内 No.1※2「FiNC」は、プラズマ乳酸菌を

使用した「iMUSE」とキレイの実現を応援します。 
 

「iMUSE」は i（私）の中にあるチカラ MUSE（女神）が呼び覚まし、いつまでも強く、輝いた

人生をサポートするキリングループ共同のブランドです。「 iMUSE」にはプラズマ乳酸菌

1,000 億が配合されており、毎日元気に過ごしたい、日々の体調管理をしっかりと行いたいと

いう方にオススメです。皆様の健康を内面からサポートいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
「iMUSE」×「FiNC」 タイアップ企画 概要 

 
今回のタイアップ企画では、FiNC アプリ内に設けられたミッションにクリアすると、

ミッション達成者全員に FiNC ポイントをプレゼントします。 
さらに、期間内にミッションを達成してくれた方の中から抽選で 300 名様に、「キリン iMUSE
レモンと乳酸菌 500ml 6 本」をプレゼントします。 
 
また、Instagram 投稿をしてくれた方へはダブルチャンスとして、抽選で 30 名様に「キリン

iMUSE レモンと乳酸菌 500ml 6 本」と「 iMUSE プロフェッショナル プラズマ乳酸菌+
バリアビタミン C」をプレゼントします。 
 
【期  間】2019 年 11 月 15 日（金）〜2019 年 12 月 14 日（土） 
【参加方法】FiNC アプリ、「ポイント」ページから対象ミッションへ参加できます。 
FiNC アプリは、App Store または Google Play からダウンロードできます。 

 
＜抽選対象となる条件＞ 
・iMUSE レモンと乳酸菌の写真をとってメッセージと一緒にアプリのタイムラインへ投稿 
・FiNC アプリ内の対象ミッションを達成 
 

【賞  品】 
• FiNC アプリ内に設けられたミッションにクリアすると、ミッション達成者全員に FiNC

ポイントをプレゼント。 
• 期間内にミッションを達成してくれた方の中から抽選で 300 名様に、「キリン iMUSE レモンと

乳酸菌 500ml 6 本」をプレゼント。 
• 期間内に Instagram へハッシュタグとメッセージ付けて iMUSE を投稿してくれた方の中

から抽選で 30 名様に「キリン iMUSE レモンと乳酸菌 500ml  6 本」と「 iMUSE
プロフェッショナル プラズマ乳酸菌+バリアビタミン C」をプレゼント 

 
【商品情報】 

https://www.imuse-p.jp/product/ 
 

※ 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。 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

(左上から) 
tsuki : https://www.instagram.com/tsukiyoga/ 
ヨガ講師・パーソナルトレーナー。NY で国際資格を取得し、ライフスタイル含む 
トータルアドバイスを⾏う。 保有資格・JYIA ・RYT200 ・NESTA  PFT 
 
亜⾥沙：https://www.instagram.com/alisa_0302/ 
フィットネストレーナーでありフリーランスでモデルや DJ としても活動中。 
幼少の頃からクラシックバレエ、ダンスに励み、所属ジム（@estetch)では健康的で美しい 
ボディラインメイクが強みのトレー⼆ングが⼈気。 
 
渡辺さやか：https://www.instagram.com/sayaka_0102 
インスタグラマー・モデルとして、普段から美や健康に対してケアを怠らず、スキンケアは 
もちろんボディメイクに⼒を⼊れている。 

 
三和由⾹利：https://www.instagram.com/miwa_yukari/ 
ヨガの世界⼤会にて⽇本⼈初のワールドチャンピオンとなり、ワールドツアーを開催。 
著書を 6 冊発刊する他、テレビや CM 出演など多⽅⾯で活動。ピラティスメソッドの育成 
も⾏う。 
 
Kanaka : https://www.instagram.com/kanakamakeb/?hl=en 
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。 
 
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。 
 
りかる：https://instagram.com/recal.jp/ 
3 歳からバレエ⼀筋の⼈⽣を歩み、パーソナルトレーナー、ヨガ講師、インフルエンサー 
として活動中。 
運動と⾷⽣活や美容などトータルで beautiful life を提案する活動をしている。 
 
福本沙織：https://instagram.com/saoriiinu918?igshid=14ab0gyh3f2a0 
モデル、インフルエンサー。 
講談社 ViVigirl としても⼈気のモデル。神社巡りが趣味の御朱印ガールでもある。 
 
RENA：http://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。 
 
ゆりあ：https://www.instagram.com/yuria_life 
2016 年 1 ⽉ 11 ⽇にダイエットを決意しインスタグラム開設。2017 年夏から本格的にジムで 
筋トレ開始。同年から SSA、NICAJAPAN、NPCJ、DAREA など、ビキニ選⼿として数々 
のコンテスト出場。 



 

 
 

FiNC アンバサダーについて 
 

「FiNC アンバサダー」とは、高いスキル、拡散力、エンゲージメントの高いファンを

備えている健康と美容のスペシャリストです。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、全国に 600 人以上、総フォロワー数にして 2000 万以上を誇る彼女達

ならではの発信をすることで憧れのアンバサダーを模倣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※3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（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、60 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 特許 6075905 号、特許 6360547 号、特許 6486541 号、特許 6429840 号、特許 6010719 号、特許 6362651 号、特許 6069652 号、等 
※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）「FiNC」とは 

©FiNC Technologies Inc. 



 

 
 

「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。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 356 名（2019 年 11 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/竹谷光子 

電話：050-1742-0330（代）Mail: pr@finc.com 

株式会社 FiNC Technologies について 


