
 

 
 

2021 年 7 ⽉ 19 ⽇ 

報道関係各位 
株式会社 FiNC Technologies 

 
ヘルスケア/フィットネスアプリ FiNC にて「FiNC ⼤運動会 WEEK」開催 

〜FiNC MALL タイムセール・FiNC公式 Twitterキャンペーンも同時開催〜 

 
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®」にて「FiNC ⼤運動会 WEEK」を本⽇、2021 年 7 ⽉ 19 ⽇（⽉）より 
開催しております。これに伴い、美と健康に特化したウェルネスセレクトショップ「FiNC MALL」では  

タイムセールを開始し、FiNC 公式 Twitter ではリツイートキャンペーンを開始いたしました。 

 
来る 2021 年 7 ⽉ 23 ⽇（⾦）の「スポーツの⽇」に因んで、FiNC アプリではお客様が楽しく継続して
運動できるイベントを企画いたしました。本イベント「FiNC ⼤運動会 WEEK」では、FiNC アプリ 
ならびに FiNC MALL、FiNC 公式 Twitter にてお得なキャンペーンを開催いたします。 
 
当社は、お客様に健康活動を楽しく続けていただけるようなイベントを今後も企画してまいります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ミッション達成で FiNC ポイント 600pt &クーポンがもらえる！ 
アプリ内イベント「FiNC ⼤運動会 WEEK」  

 
「FiNC ⼤運動会 WEEK」ではアプリ内に設けられているミッションにご参加いただき、全アクションに  
クリアすると、FiNC MALL にてご利⽤いただける FiNC ポイントを合計 600pt プレゼントいたします。 
さらに、「FiNC ウェルネスボール 30%OFF クーポン」が先着順に当たり、クーポンとポイントを併⽤  
することで、最⼤ 50%OFF の価格で FiNC ウェルネスボールをご購⼊いただけます。 
 
◆FiNC ウェルネスボール ¥ 7,990 円 (税込) 
FiNC ウェルネスボールは座ることで、インナーマッスル
だけでなく、腹筋や背筋など体の表⾯の筋⾁をバランス
よく鍛えられ、猫背やぽっこりお腹の予防も期待できま
す。ファブリックな繊維⽣地を使⽤し、デザインもシン
プルでおしゃれ。お部屋のインテリアとして置いてあっ
ても違和感がありません。ただイスに座るよりも、バラ
ンスボールに座っている⽅が毎⽇カロリーを多く消費す
るので、⽇々のダイエット⽣活に繋げたい⽅へもおすす
めです。 
https://store.finc.com/products/126 
 
 
◆イベント概要 
期間：2021 年 7 ⽉ 19 ⽇（⽉）11:00〜2021 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽉）10:59 
アクション⼀覧： 
• 仲間を招待しよう  
• 準備運動をしよう  
• 1 ⽇ 5,000 歩あるこう 
• 栄養補給をしよう  
• スクワットにチャレンジ  
• フィンクちゃんクイズに挑戦  
• 7 ⽇間連続 5,000 歩達成  
• 全 7つのアクション達成につき、「FiNC ウェルネスボール 30%OFF クーポン」を先着 1,000名

様にプレゼント 
ポイント失効⽇時：2021 年 7 ⽉ 31 ⽇（⼟）23:59 



 

 
 

※ 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。 

 
 

お得なタイムセール開催中！ 
「FiNC MALL」フィットネスアイテム特集 

 
美と健康に特化したウェルネスセレクトショップ「FiNC MALL」では、サマーセールを開催中。 

「FiNC ⼤運動会 WEEK」の開催にあわせタイムセールも実施し、お客様の運動をサポートするフィットネス  
⽤品をお求めやすい価格で出品しておりますので、お得なこの機会に是⾮お買い求めください。 
 
期間：2021 年 7 ⽉ 19 ⽇（⽉）〜2021 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽉） 
タイムセール対象商品（タイムセール価格）： 
• ストレッチ⽤ポール 90cm ￥3,480（税込） 
• バランスボール 65cm ￥2,250（税込） 
• FiNCオリジナルヨガマット ￥1,480（税込） 
 
タイムセール会場：https://store.finc.com/articles/10317  
 
 

FiNC 公式 Twitter 
「FiNC ⼤運動会 WEEK 応援キャンペーン フォロー&リツイートで体組成計を当てよう！」 

 



 

 
 

「FiNC ⼤運動会 WEEK」をよりお楽しみいただくために、FiNC 公式 Twitter にて FiNCオリジナル
体組成計が 30名様に当たるキャンペーンを同時開催いたします。 
 
◆FiNC オリジナル体組成計（FiNC SmartScale） 
FiNCオリジナル体組成計は、FiNC アプリと連携することで体重や BMI、
内臓脂肪レベルなど 11項⽬を⾃動で記録することができ、グラフで体重
の変化をご確認いただけます。これまで累計 10万台以上販売しており、
FiNC プライベート商品の中でも⼤⼈気商品の 1つです。ガラス天板のス
タイリッシュなデザインで、ご家庭に 1台あると皆様でご使⽤いただけま
す。 
https://store.finc.com/products/484 
 
◆キャンペーン概要 
期間：2021 年 7 ⽉ 19 ⽇（⽉）11:00〜2021 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽉）10:59 
参加⽅法： 
• @finc_japan をフォロー 
• 「#FiNC ⼤運動会 CP」と記載があるツイートをリツイート 
当選者数：30名様 
 
※ 当選発表は FiNC 公式 Twitter アカウントからダイレクトメッセージよりお知らせいたします。 
※ 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※1 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、1,000万 
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※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。 

ヘルスケア/フィットネスアプリ No.1「FiNC」とは 

 



 

 
 

※1 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 
※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 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、「Empower people to enjoy a healthy life with useful data 」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 東京都千代⽥区神⽥錦町 2丁⽬ 2-1 KANDA SQUARE 11F 
◆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 103名（2021 年 7 ⽉ 1 ⽇時点） 

 
＜提供サービス URL＞ 

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

電話：050-1742-0330（代）Mail：pr@finc.com 
 
 

株式会社 FiNC Technologiesについて 


