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森永製菓「ｉｎゼリー」×FiNC 4 ヶ⽉連続プレゼントキャンペーンを開催！ 

〜ｉｎゼリーで美味しく⼩腹を満たして、いきいきと過ごそう〜 

 
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：南野 充則、以下「当社」）は、森永製菓
株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：太⽥ 栄⼆郎、以下「森永製菓」）が販売している  
「ｉｎゼリー」とコラボレーションし、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 4 ヶ⽉連続プレゼントキャンペーンを開催いたします。第⼀弾は本⽇、2020 年 4 ⽉ 6 ⽇（⽉） 
より開始いたします。 

 
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/フィットネスアプリ国内 No.1※1「FiNC」は、ゼリー飲料のトップブランド「ｉｎゼリー」  
と⼥性の健康とキレイの実現を応援します。  
 
「ｉｎゼリー マルチミネラル」は不⾜しがちな 5 種類のミネラル（鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム） 
が⼿軽に摂れるグレープ味の美味しいゼリーです。1 ⽇に必要なミネラルの 1/3（※マグネシウム以外）
が補給できるので、レバーが苦⼿な⽅や⼤⾖製品が不⾜しがちな⽅に⼿軽な鉄分補給としてご活⽤  
いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
森永製菓「ｉｎゼリー」×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ｉｎゼリー【公式】のチャットから配信されるアンケートに  

お答えいただいた⽅の中から抽選で 20 名様に「ｉｎゼリー マルチミネラル 6 個」をプレゼントいたします。  
 
 
【期 間】2020 年 4 ⽉ 6 ⽇（⽉）〜2020 年 5 ⽉ 5 ⽇（⽕） 
【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】「ｉｎゼリー マルチミネラル 6 個」 
【商品情報】https://www.morinaga.co.jp/in/jelly/mineral.html 
 
※ 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。 
 
 

 



 

 
 

 

 

（左から） 
RENA：https://www.instagram.com/rena_flare/  
ダンス歴 20 年以上。Vocal&dance デュオ「Flare」としてメジャーデビューしメディア出演多
数。現在ダンススクール REP Performance Stage を 2 校経営し、ダンス、フィットネスの指
導に当たる。 
 
YUKIE：https://www.instagram.com/yukieeeee19  
フィットネストレーナー。産後はじめたランニングをきっかけにフルマラソン、100km ウルト
ラマラソン 筋トレ、キックボクシング、ヨガを楽しむアクティブなスポーツママ。 
 
⼤⾕朋⼦：https://www.instagram.com/tomoko_ohtani/  
anan 総研や美的クラブで読者モデルやサロンモデルとして活躍。５歳の男の⼦のママでもあ
り、ママだからこそこだわりたい美容ファッションについて⾼い感度の情報を発信中。 
 
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。ヨガやピラティスの育成にも携わる。 
 
鈴⽊莉紗：https://www.instagram.com/suzuki__lisa/ 
加圧インストラクター。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 秒。 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」が
ある。 
 
⻄野沙瑛：https://www.instagram.com/sae_golf/ 
ゴルフインスタグラマーとしてゴルフの魅⼒を広げるために、⾃らゴルフコンペも主催するなど
精⼒的に活動。ゴルフウェアブランド【STELLASPIN(ステラスピン )】のプロデュースもして
いる。ベストスコア 84。 
 
saho：https://www.instagram.com/saho_s_run/ 
⼩学校から陸上競技を始め、⾼校時インターハイ・⽇本 Jr 選⼿権優勝。実業団チームで競技を
続ける。 引退後は、ランニングアドバイザーとして活動中。 
 
武⽥奈津美：https://www.instagram.com/_natsumitakeda_/ 
インフルエンサー。GDO ゴルフアンバサダーオーディションにて関東グランプリを受賞後、ゴ
ルフ媒体や釣り番組などアクティブ分野を中⼼に活動中。 
 



 

 
 

 
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※2 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、850 万 
ダウンロードを突破いたしました。さらに、ヘルスケア/フィットネスにおいてダウンロード数国内  
No.1※1、App Store のセールスランキングで 1 位※3 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 ⽇本国内 App Store / Google Play「ヘルスケア（健康）/フィットネス」カテゴリにおける 1 年間（2019 年 1 ⽉〜12 ⽉）のダウンロード数の合算です／
出典：App Annie 
※2 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 
※3 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 
 

 

ヘルスケア/フィットネスアプリ No.1「FiNC」とは 

 



 

 
 

 
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等の健康領域の資格保有者、 

トレーナー、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 南野 充則 
◆従業員数 198 名（2020 年 4 ⽉ 1 ⽇現在） 

 
＜提供サービス URL＞ 

● FiNC アプリ：https://finc.com/ 
● 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/⾏⽊/坂本 
電話：050-1742-0330（代）Mail: pr@finc.com 

 
 

株式会社 FiNC Technologies について 


