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FiNC 監修 Nintendo Switch ⽤ソフト「FiNC HOME FiT」

発売記念キャンペーンを FiNC アプリで開催！
〜抽選で 3 名様に「FiNC HOME FiT」をプレゼント〜
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、ヘルスケア/
フィットネスアプリ「FiNC®」が監修を⾏い、株式会社ポケット（本社：東京都杉並区、代表：堀内 光、
以下「ポケット」）から本⽇発売される Nintendo Switch™向けソフト「FiNC HOME FiT」（フィンク
ホームフィット）の発売記念キャンペーンを 2020 年 10 ⽉ 29 ⽇（⽊）より FiNC アプリにて
開始いたします。

「FiNC HOME FiT」は、ヘルスケア/フィットネスカテゴリーにおいて国内ダウンロード数 No.1※1 アプリの
「FiNC」監修のもと、ボクシングや空⼿、ムエタイやカンフーなどの様々な格闘技の動きをベースに、脂肪
燃焼効果の⾼い有酸素運動と全⾝の筋⼒をバランスよく鍛えるためのトレーニングを組み合わせて開発された
フィットネスゲームです。
“⾃宅でしっかり、フィットネス。“というコンセプトに基づき、昨今の外出⾃粛や⻑引くリモートワーク
による運動不⾜の解消やダイエット、スポーツジムに⾏きたくても⾏けない⼈のための⾃宅トレーニング
（宅トレ）に最適なプログラムを全 60 コース収録しています。是⾮ご⾃宅でお楽しみください。

発売記念キャンペーン 概要
今回のキャンペーンでは、FiNC アプリ内に設けられたミッションをクリアすると FiNC ポイントを 40
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 MALL」で
1 ポイント=1 円相当でご使⽤いただけます。

さらに、FiNC アプリ内の対象記事を⾒て、コメントをしていただいた⽅の中から抽選で 3 名様に
「FiNC HOME FiT」をプレゼントいたします。
【期間】2020 年 10 ⽉ 29 ⽇（⽊）〜2020 年 11 ⽉ 27 ⽇（⾦）
【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】
l FiNC ポイント 40 ポイント
l 「FiNC HOME FiT」3 名様
※ 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。
※ 「FiNC HOME FiT」のプレゼントには、Nintendo Switch 本体は含まれません。

商品概要
タイトル名：FiNC HOME FiT（フィンクホームフィット）
発売⽇/配信⽇：2020 年 10 ⽉ 29 ⽇(⽊)
販売形態：パッケージ版/ダウンロード版
ジャンル：フィットネス/トレーニング
価格：5,500 円（税別）
対応端末：Nintendo Switch
CERO：A（全年齢対象）
プレイ⼈数：1 ⼈
プレイモード：TV モード/テーブルモード
対応⾔語：⽇本語
コピーライト：©2020 Pocket ©FiNC Technologies Inc.
公式サイト：https://www.pckt.co.jp/homefit
【紹介イメージ画像】

ヘルスケア/フィットネスアプリ No.1「FiNC」とは
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、950 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、55 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。
※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

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
◆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 南野 充則
164 名（2020 年 10 ⽉ 1 ⽇現在）

＜提供サービス URL＞
● FiNC アプリ：https://finc.com
● FiNC MALL：https://mall.finc.com
● FiNC for BUSINESS：https://corporate.finc.com/business
● 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。
※ Nintendo SwitchTM は任天堂の商標です。
※ 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

