
 

 
 

2020 年 4 ⽉ 21 ⽇ 

報道関係各位 
株式会社 FiNC Technologies 

 
900 万ダウンロード突破「FiNC」アプリ⼤幅リニューアル！ 

⾷事記録で三⼤栄養素のほか、ビタミンや⾷物繊維など 15 栄養素⾃動記録が可能に 

併せて⾷事画像解析機能のメニュー数を 400 以上にアップデート 

 
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、900 万  

ダウンロードを突破したヘルスケア/フィットネスアプリ「FiNC®」をご利⽤いただくお客様にとっての  

ユーザビリティ向上を⽬的に⼤幅リニューアルいたしました。 

 
本リニューアルでは、アプリを⽴ち上げると同時にライフログ（歩数・⾷事記録）を確認できるデザイン  

設計へ⾒直し、ダッシュボードのようにその⽇の歩数・おおよその消費カロリーと摂取カロリーを即座
にご確認いただけるとともに、「記録する」「ポイントが貯まる」「FiNC モールでおトクに健康/美容
グッズが購⼊できる」という FiNC アプリの使い⽅をご提案いたします。 
 
 
◆リニューアルの背景 
 
ユーザー調査や FiNC アプリをご利⽤のお客様の声などからアプリの活⽤法を分析した結果、FiNC 
アプリを継続してご利⽤いただいているお客様はライフログを記録されている⽅が数多くいらっしゃい
ました。また、FiNC アプリの歩数、体重、睡眠、⾷事、⽣理などのライフログデータを⼀つのアプリ 
で、⼿間をかけずに記録することができる機能を評価するお声をいただいております。こうした背景を
踏まえ、ユーザビリティ向上を⽬的とした⼤幅リニューアルを⾏う運びとなりました。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

◆リニューアルのポイント 
 
1.ホーム画⾯に歩数、⾷事記録機能を追加 

 
ホーム画⾯のトップに歩数、⾷事記録機能を追加することで、その⽇のおおよその消費カロリーと摂取
カロリーの確認が可能になりました。FiNC アプリを継続してご利⽤いただくためにお客様が必要とする  

情報を⾒やすい箇所に表⽰させるとともに、1 ⽇に貯めることができる残りのポイント数をわかりやすく  

お知らせしております。これにより「記録する」「ポイントが貯まる」「FiNC モールでおトクに健康/
美容グッズが購⼊できる」という FiNC アプリの使い⽅をご提案いたします。 
 
2.⾷事記録で 15 栄養素の⾃動記録が可能に！ 

 
⾷事記録では、従来の三⼤栄養素だけでなくビタミンや⾷物繊維など 15 栄養素※1 の⾃動記録が可能に 

なりました。お客様に⽇々の⾷事を記録していただくことで、カロリーや栄養素のバランスに加え、1 ⽇  

に摂取した各栄養素が「適正」「不⾜」「過剰」の判定により分かりやすいグラフで表⽰されます。  
さらに、⾷事記録することで AI（⼈⼯知能）のフィンクちゃんからカロリーや栄養素、メニュー選びや
⾷べ⽅に関するパーソナライズされたアドバイスもお届けします。 



 

 
 

3.⾷事画像解析機能のメニュー数が 400 以上にアップデート 

 
AI（⼈⼯知能）や深層学習（ディープラーニング）を活⽤することにより、写真を取るだけで⾷事の 
カロリーや栄養素を計算する⾷事画像解析機能で認識できるメニュー数が 400 以上にアップデートいた
しました。これにより、従来よりも⼿間をかけずに数多くのメニューを簡単に記録することが可能に  
なります。 
 
 
また、当社は「FiNC」をお客様に継続してご利⽤いただけるアプリにするため、今後もお客様第⼀優先  

主義を徹底し、お客様の声にお応えできるようなサービス向上を⾏なってまいります。 
 
 
◆FiNC アプリ リニューアル記念 おうち時間応援キャンペーン 
 

FiNC アプリのホーム画⾯リニューアルを記念し、2020 年 4 ⽉ 21 ⽇（⽕）より FiNC 公式 Twitter  
と FiNC アプリ内にておうち時間に役⽴つ豪華商品や FiNC ポイントが当たるキャンペーンを開催いたします。  
 



 

 
 

• Twitter キャンペーン 
 
応募者全員にその場で当選結果がわかる Twitter キャペーンでは、⾃宅でできるトレーニンググッズや
乳酸菌飲料が抽選で当たります。 
 
【期間】2020 年 4 ⽉ 21 ⽇（⽕）15:00〜2020 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦）18:00 
【参加⽅法】 
Step 1： 
FiNC 公式 Twitter アカウント「@finc_japan」をフォローしてください。 
Step 2： 
FiNC 公式アカウントから投稿される、キャンペーン対象の投稿をリツイートしてください。 
 
【賞品】 
A 賞：家トレ応援セット 2 名様 

MBX マッサージボール、FiNC ヨガマット、エクリアスポーツ ハンドル付トレーニング チューブ ソフト  
B 賞：栄養バランス応援セット 10 名様 
「守る働く乳酸菌」PET100ml（6 本セット） 
C 賞：FiNC ポイント 500 ポイント 200 名様  
 
• アプリ内キャンペーン 
 
さらに FiNC アプリ内に設けられたミッションにクリアすると、FiNC ポイントを最⼤ 1000 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 4 ⽉ 21 ⽇（⽕）11:00〜2020 年 5 ⽉ 6 ⽇（⽔）23:59 
【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 1000 ポイント 
 
※ キャンペーンへのご参加は PC または Twitter 公式アプリをダウンロードしてご応募ください。 
※ 応募期間中に RT を取り消された場合は、応募が無効となりますのでご注意ください。 
※ FiNC 公式 Twitter をフォローされてない場合は、応募が無効となりますのでご注意ください。 
※ Twitter の利⽤規約に反する不正なアカウント（架空アカウント、他⼈のなりすましアカウント、同⼀⼈物による複数アカウントなど）を利⽤して応募した
場合も応募が無効となりますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
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、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 炭⽔化物、たんぱく質、脂質、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ビタミン D、ビタミン B1、ビタミン B2、ナイアシン、ビタミン B12、ビタミ
ン C、⾷物繊維、⾷塩相当量 
※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 

 
 
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 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 

 
 


