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報道関係各位 
株式会社 FiNC Technologies 

 
「FiNC」ミッション企画 with「ロリエ スリムガード」 
〜「ロリエ スリムガード」でナプキンストレス※1 フリーに過ごそう〜 

 
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、スマート
フォン向けヘルスケアプラットフォーム「FiNC®」にて、花王「ロリエ スリムガード」とのタイアップ
企画を本⽇、2020 年 5 ⽉ 25 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※2「FiNC」は、「ロリエ スリムガード」と⼥性の健康とキレイ  
の実現を応援します。 
 
「ロリエ スリムガード」の特⻑は、独⾃のストレス※1 フリー設計。⽣理期間中もいつも通りに過ごせる
⼯夫がたくさんあります。 
・しなやかにフィットしてからだの形あわせてぴたっ。多い⽇もモレ不安なしへ。 
・極薄 1mm 吸収体でつけていること忘れそう♪ ゴワつきなしへ。 
・ドッと出ても瞬間さらさら〜♪ ベタつきなしへ。 
・全⾯通気性シート採⽤！ムレなしへ。 
ナプキンストレス※1 を軽減させ、あなたがいつも通りの⽇常を過ごせるようにサポートしてくれる  
「ロリエ スリムガード」をぜひお試しください。 
 
※1 ⽣理期間のナプキンによるゴワつき、ベタつき、ムレの不快感のこと 

 
花王「ロリエ スリムガード」公式サイト：https://www.kao.co.jp/laurier/slim/ 
 
 
 
 



 

 
 

 
花王「ロリエ スリムガード」×FiNC タイアップ企画 概要 
  

今回のタイアップ企画では、独⾃のストレス※1 フリー設計採⽤の「ロリエ スリムガード」の魅⼒に迫り
ます。また、FiNC アプリ内に設けられたアクションにクリアすると FiNC ポイントを 60 ポイント 
プレゼントいたします。FiNC ポイントはウェルネスセレクトショップ「FiNC モール」で 1 ポイント 
=1 円相当でご使⽤いただけます。 
 
【期 間】2020 年 5 ⽉ 25 ⽇（⽉）〜2020 年 6 ⽉ 23 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】FiNC ポイント 60 ポイント（各アクション達成で 20 ポイント） 
 
※ FiNC ポイントは、FiNC モールでのご注⽂⾦額(税込)の最⼤ 20%までご利⽤可能です。 
 

 



 

 
 

 
 
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。 
 
 
 
 

（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。 
 
まいまい：https://www.instagram.com/dh_mai_mai/ 
⻭科衛⽣⼠、インフルエンサー。 ゴルフ・トレーニング・愛⽝・美容など毎⽇の健康的なライ
フスタイルを Instagram であげている。 
 
能美黎⼦：https://www.instagram.com/reikonohmi/ 
社⻑秘書をしている傍ら、コスメコンシェルジュの資格を⽣かし美容を中⼼に雑誌、メディアに
出演。温泉ソムリエやメディカルハーブコーディネーター、フルマラソン、華道など健康と美の
追求を得意とする。 
 
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。 
 
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。 
 
和希詩織：http://www.instagram.com/kazukishiori/ 
インスタグラマー、モデルとして活動。SNS でファッション・美容情報を得意とする。⼤⼿化粧
品ブランド等の広告にも出演。  
 
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。 
 
阿川⿇美：https://www.instagram.com/asamichi922/ 
元レースクイーン。現在はママモデルとして活躍中。保有資格 ⼩笠原流礼法、⾷⽣活アドバイ
ザー、添加物マイスター、離乳⾷、幼児⾷アドバイザー 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
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、900 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※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。 
 
 
※2 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 
※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 

 
 
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。 
 

ヘルスケア/フィットネスアプリ No.1「FiNC」とは 

 

株式会社 FiNC Technologies について 



 

 
 

◆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 197 名（2020 年 5 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 

 
 


