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「届け！FiNC のエアおにぎり」開催レポート
約 1 万⾷以上の給⾷をアフリカ・アジアの⼦どもたちに寄付
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、
世界の⾷料問題の解決に取り組む特定⾮営利活動法⼈ TABLE FOR TWO International (東京都
港区、代表理事：安東迪⼦、以下「TFT」)が開催する「おにぎりアクション 2019」に賛同し、
2019 年 10 ⽉ 7 ⽇（⽉）〜2019 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）の 45 ⽇間で当社オリジナル企画「届け！
FiNC のエアおにぎり」※1 を共催したところ、13,450 ⾷の給⾷を TFT を通して、アフリカ・アジ
アの⼦どもたちに寄付することをお知らせいたします。

「届け！FiNC のエアおにぎり」は、「おにぎりアクション 2019」に賛同した当社が、⽇本の健康を
世界の⼦どもたちの健康につなげたいという想いから始めた取り組みです。エアおにぎりやおにぎりの
画像、ヨガのポーズでおにぎりのカタチをつくるなど、おにぎりにまつわる写真を SNS でハッシュタグ
[#エアおにぎり #OnigiriAction]を付けて Twitter・Instagram・Facebook・FiNC アプリで
投稿すると、1 回の投稿につき 5 ⾷分の給⾷がアフリカ・アジアの⼦どもたちに届きます※3。
今回の「届け！FiNC のエアおにぎり」では多くの⽅にご協⼒いただき、当社からは 13,450 ⾷の
給⾷を TFT を通して、⼦どもたちに寄付いたします。ご協⼒いただきました皆様、誠にありがとう
ございました。
今後も当社事業を活かして社会貢献を⾏い、世界の⼈々の健康をサポートしてまいります。

■おにぎりアクション 2019 とは
世界の⾷料問題の解決に取り組む特定⾮営利活動法⼈ TABLE FOR TWO International が主催する
ソーシャルアクションです。おにぎりにまつわる写真に #OnigiriAction を付けて SNS または
特設サイトに投稿すると、協賛企業が寄付し、TABLE FOR TWO を通じてアフリカ・アジアの
⼦どもたちに給⾷ 5 ⾷が届く仕組みです。今回 2019 年 10 ⽉ 7 ⽇（⽉）〜2019 年 11 ⽉ 20 ⽇（⽔）の
45 ⽇間実施し、期間中に合計 295,398 枚のおにぎり写真が投稿され、その結果、およそ 8,000 ⼈の
⼦どもたちに 1 年分の給⾷（約 160 万⾷分）を届けることができます。
URL：https://onigiri-action.com/
▶おにぎりアクション 2019 報告レポート
ヘルスケア/フィットネス（ダイエット）「FiNC」とは
FiNC アプリは、特許 ※4 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 800 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） ※5
においてダウンロード数国内 No.1 ※ 6 、App Store のセールスランキングで 1 位 ※ 7 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。
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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 開発途上国の飢餓と先進国の肥満や⽣活習慣病の解消に同時に取り組む特定⾮営利活動法⼈ TABLE FOR TWO International が開催する「おにぎりアクシ ョン 2019」
の⼀環で開催しております。
※2 指定 SNS に、全ての指定ハッシュタグがついた投稿を FiNC Technologies からの寄付対象としています。
※3 アフリカ・アジアの給⾷ 5 ⾷分に相当する寄付(100 円)をいたします。寄付額は全て FiNC Technologies が負担いたします。
※4 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
※5 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。
※6 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
※7 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

「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、「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
◆所在地
◆設⽴
◆代表者
◆従業員数

株式会社 FiNC Technologies
東京都千代⽥区有楽町 1 丁⽬ 12-1 新有楽町ビル 5F
2012 年 4 ⽉ 11 ⽇
代表取締役 CEO 溝⼝ 勇児
367 名（2019 年 12 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/
l 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

