
 

 
 

2021 年 9 ⽉ 1 ⽇ 

報道関係各位 
株式会社 FiNC Technologies 

 
【乗るだけ簡単！アプリに⾃動記録】FiNCオリジナル体組成計の販売を拡⼤！ 

〜Amazon・楽天市場・PayPayモール・Yahoo!ショッピング・ 

Qoo10・au PAY マーケット・MAGASEEK・d fashionにて販売開始〜 

 
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、プライベート商品  

「FiNC オリジナル体組成計（FiNC SmartScale）」を Amazon、楽天市場、PayPay モール、Yahoo! 
ショッピング、Qoo10、au PAY マーケット、MAGASEEK、d fashion にて順次販売開始いたします。 
 

 
◆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、1 台あるとご家族の皆様でご使⽤いただくことができます。 



 

 
 

 
 
【商品特徴】 
• 簡単に 1 分で初期設定！11 項⽬測定で⾃分の毎⽇の体調をチェック 
• アプリにデータを⾃動転送！グラフで変化が追える 
• スタイリッシュデザイン 
• 家族みんなで使える 
• 体重は 50g 単位で計測可能 
 
11 項⽬を管理&体重を記録してポイント獲得 
FiNC アプリと連携すれば、体重、BMI、内臓脂肪レベル、体脂肪、⽔分量、⾻格筋、⾻量、タンパク
質、基礎代謝、⾝体年齢、⽪下脂肪の全 11 項⽬を⾃動で記録。さらに、FiNC アプリで体重を記録すると 
ポイントも獲得できます。 
 
初期設定は 1 分で完了！⾃動記録も可能に 
FiNC アプリから bluetooth を使って簡単設定。アプリごとの記録になるため、体組成計はみんなで  

使えるのに、結果を⾒ることができるのは⾃分だけ。便利機能はシェアしてもプライバシーも守りたい⽅  

にもおすすめです。もちろんスマホが近くになくても忘れても体重を測定して確認することが可能。  
また、FiNC アプリでは特許取得の AI を搭載したパーソナルトレーナーが「わたし専属」で毎⽇アドバイス  
をくれます。 
 
スタイリッシュなデザイン 
ガラストップのスタイリッシュデザインなのに、幅 28cm、⾼さ 23cm、厚みも 2.5cm とコンパクト  
サイズだから収納も簡単で、軽いところも愛される理由になっています。 
 
【販売先】 
• FiNC MALL：https://store.finc.com/products/484 
• Amazon：https://www.amazon.co.jp/FiNC-SmartScale-

FiNC%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81FiNC%E
3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BD%93%E7%B5%84%E
6%88%90%E8%A8%88/dp/B07CZ38DWC/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%
BF%E3%82%AB%E3%83% 

• 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sneak/fin-iii-cs20ef-mi/ 
https://item.rakuten.co.jp/sugarltd/fin-iii-cs20ef-mi/ 
https://item.rakuten.co.jp/noel-ange/fin-iii-cs20ef-mi/ 
https://item.rakuten.co.jp/wassup/fin-iii-cs20ef-mi/ 
https://item.rakuten.co.jp/biget/fin-iii-cs20ef-mi/ 



 

 
 

• PayPay モール：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goodslabo/item/fin-iii-cs20ef-mi/ 
• Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sneak/fin-iii-cs20ef-mi.html 
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sugaronlineshop/fin-iii-cs20ef-mi.html 
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goodslabo/fin-iii-cs20ef-mi.html 
https://store.shopping.yahoo.co.jp/biget/fin-iii-cs20ef-mi.html 
• Qoo10：

https://www.qoo10.jp/item/FINC-%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%af-%e4%b
d%93%e7%b5%84%e6%88%90%e8%a8%88-%e4%bd%93%e9%87%8d%e8%a8%88-%e3%83
%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc-
SMARTSCALE/915424515?ga_priority=-1&ga_prdlist=sellergoods 

• au PAY マーケット：https://wowma.jp/item/519400924 
• MAGASEEK：https://www.magaseek.com/product/detail/id_504280668-mc_04U 
• d fashion：https://fashion.dmkt-sp.jp/product/detail/id_504280668-mc_04U 
 
※ 体組成計本体にはデータが保存されません。連携した FiNC アプリ内に保存されます。 
※ 体組成計には体重のみ表⽰されます。体重以外の測定項⽬は、FiNC アプリにて参照ください。 
※ 測定結果の全 11 項⽬は、無料会員プラン含め全プランにて閲覧可能です。 
ご利⽤⽅法：体組成計ユーザーズガイド 
 

 
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、54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 特許 6075905 号、特許 6360547 号、特許 6486541 号、特許 6429840 号、特許 6010719 号、特許 6362651 号、等 
※2 ⽇本国内 App Store / Google Play「ヘルスケア＆フィットネス」カテゴリにおける１年間（2019 年 1 ⽉〜2019 年 12 ⽉）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 

 

ヘルスケア/フィットネスアプリ No.1「FiNC」とは 

 



 

 
 

 
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 101名（2021 年 9 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 


