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ウェルネスセレクトショップ「FiNC MALL」がリニューアルオープン 

〜最⼤ 72% OFF！リニューアルオープンセールを開催中〜 
 
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、「カラダにいい」  

をコンセプトに専⾨家⽬線で健康づくりをサポートする商品・サービスを集めたウェルネスセレクト  
ショップ「FiNC MALL」を⼤幅リニューアルし、本⽇よりオープンいたしました。さらに、最⼤ 72%
オフでおトクにお買い物をしていただけるリニューアルオープセールを、2020 年 6 ⽉ 3 ⽇（⽔）より
開始いたします。 

 
FiNC MALL はヘルスケア/フィットネスアプリ「FiNC®」で歩数や⾷事記録を⾏い、貯めた FiNC ポイント  

を 1 ポイント=1 円相当※1 で利⽤し、美容・健康に役⽴つ商品を購⼊することができる FiNC アプリ連動 

のウェルネスセレクトショップです。FiNC ポイントは歩数や⾷事、体重、睡眠、⽣理などのライフログ  
の記録や、FiNC アプリ内で開催されているミッション企画やイベントに参加することで毎⽉最⼤ 1500
ポイントまで貯めることができます。 

この度のリニューアルでは、お客様にとっての利便性を⾼めるために検索機能の向上や、商品選択をサポート  
するようなデザイン改修を⾏いました。当社は今後もお客様が FiNC アプリで健康活動を⾏うことで、 

「楽しく・続けられる」健康⽣活づくりに役⽴てていただけるような商品・サービスを提供してまいります。  
 
 
※1 FiNC ポイントは、FiNC MALL でのご注⽂⾦額(税込)の最⼤ 20%までご利⽤可能です。 



 

 
 

 
 
リニューアルオープンセール 概要 
 

FiNC MALL のリニューアルオープンを記念し、特別価格で FiNC の専⾨家が監修・セレクトした商品
をお買い求めいただけるおトクなセールを開催いたします。 
 
【期間】2020 年 6 ⽉ 3 ⽇（⽔）〜2020 年 6 ⽉ 30 ⽇（⽕） 
【⼀部セール対象商品 ご案内】 
 

商品名：FiNC オリジナル体組成計 （FiNC SmartScale） 
価格：【72% OFF】2,980 円 （税込）※ポイント 20%利⽤で 596 円お得 
商品説明： 
アプリに⾃動転送！ 
11 項⽬測定 FiNC オリジナル体組成計 
体重は 50g 単位で計測可能！ 
bluetooth でアプリに簡単記録できるガラス天板のスタイリッシュ体組成計 
 
 
商品名：ROZEBE エンリッチフェイスマスク 30 枚⼊り 
価格：【20% OFF】1,302 円 （税込）※ポイント 20%利⽤で 260 円お得 
商品説明：⼤⼈の肌⼒を⽬覚めさせる注⽬の美容成分「幹細胞」を配合し、年齢による
悩み肌に徹底的に対応。その他 30 種類の天然由来植物成分、ヒアルロン酸、コラーゲ
ン、シルク、セラミドを配合しています。 また、ローズオイルとゼラニウムオイルの 2
種類のアロマをブレンドすることで⼼⾝ともに輝きを与え、リラックス効果もありま
す。天然コットンの繊維が、含んだ美容液成分を肌の隅々にまで⾏き渡らせます。肌ざ
わりはソフトに肌ストレスのないフェイスマスクです。 
 

 
商品名：イオンプルレソニック 
価格：【53％OFF】4,400 円 （税込）※ポイント 20%利⽤で 880 円お得 
商品説明： 
約 500 万回/分の振動ができます。 
超⾳波トリートメント 
超⾳波トリートメント+イオンクレンジング機能 
超⾳波トリートメント+イオントリートメント機能 
と 3 つの機能を搭載した超⾳波イオン美顔器です。 

 
リニューアルオープンセールはこちら：https://store.finc.com/articles/478 
 



 

 
 

 
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、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※3、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、56 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 MALL 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。 
 
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 
 

 
※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 / 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 
※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 
 
 

 
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 213 名（2020 年 6 ⽉ 1 ⽇現在） 

 
＜提供サービス URL＞ 

● FiNC アプリ：https://finc.com/ 
● FiNC MALL： https://store.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 

 
 


