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UCC コーヒーアカデミー東京校にて
「コーヒーセミナー 〜コーヒー成分がもたらす美容・ダイエット効果とは〜
supported by UCC 上島珈琲」を開催！
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：溝⼝勇児、以下「当社」）は、UCC 上島珈琲
株式会社（本社：兵庫県神⼾市中央区、代表取締役社⻑：朝⽥⽂彦、以下「UCC」）が販売している
「UCC カフェリズム」とコラボレーションし、2019 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽊）にコーヒーの美容効果などコーヒーの
新しい価値づくりを⽬的とした「コーヒーセミナー 〜コーヒー成分がもたらす美容・ダイエット効果とは〜
supported by UCC 上島珈琲」を実施しました。

セミナーの前半では、コーヒーの可能性を最⼤限に追求する独⾃の研究開発施設「イノベーションセンター」
の岩井和也⽒によるカフェインやポリフェノールといった、コーヒーの成分の美容・ダイエット効果などの
新たな魅⼒を伝える講義を実施しました。そして後半では、UCC コーヒーアカデミー専任講師・ジャパン
ハンドドリップチャンピオンシップ 2014 年優勝者である⼟井克朗⽒からコーヒーの基礎知識や美味しい
淹れ⽅、さらにこの夏にぴったりのアレンジレシピの紹介や実践もあり、充実したセミナーとなりました。
コーヒーセミナーの参加者からは、「セミナーでは、美味しいコーヒーの淹れ⽅や、コーヒーを使った
アレンジドリンクの作り⽅も習ったりして、座学あり体験ありで楽しい時間を過ごせました。」「もともと
コーヒーが好きで飲んでるのに、嬉しい効果があるからさらに好きになっちゃう」といった声もありました。

UCC 上島珈琲×FiNC キャンペーン 概要
今回のセミナー実施を記念して、キャンペーン期間中にコーヒーアカデミー神⼾校/東京校で開催される
セミナー参加し、FiNC アプリをご提⽰いただくと、「カフェリズム ドリップコーヒー アソートパック 12P」
を先着 20 名様にプレゼントいたします。

【期間】2019 年 8 ⽉ 1 ⽇（⽊）〜8 ⽉ 31 ⽇（⼟）
【場所】
UCC コーヒーアカデミー神⼾校
•
UCC 神⼾本社：兵庫県神⼾市中央区港島中町 7 丁⽬ 7-7
•
UCC コーヒー博物館：兵庫県神⼾市中央区港島中町 6 丁⽬ 6-2
UCC コーヒーアカデミー東京校
•
東京都港区新橋 6 丁⽬ 1-11 Daiwa 御成⾨ビル UCC 東京本部 1F 東京校メインルーム
【お申し込み先】https://www.ucc.co.jp/academy/
【特典】カフェリズム ドリップコーヒー アソートパック 12P 先着 20 名様

UCC は、コーヒーが持つ健康・美容効果に注⽬し、“1 ⽇ 3 杯のコーヒー”の飲⽤習慣を提案しています。
「UCC カフェリズム」は、コーヒーの機能性成分として知られる、カフェインやポリフェノールに着⽬
して開発した、飲⽤シーンや気分に合わせて選ぶことができるコーヒー製品です。
＜ブレンド＞
◆シャキッと気分：カフェイン多め(20％アップ) ※1
すっきりとした苦みと深いコクが特⻑。気分を切り替えたい時に。⽬覚めのひと時にオススメ。
◆うるおい気分：ポリフェノール多め(50％アップ) ※1
なめらかでやさしい味わいが特⻑。⾷事中にもコーヒーを楽しみたい時やポリフェノールを⼿軽に
とりたい時にオススメ。
◆ゆったり気分：カフェインひかえめ(15％オフ) ※1
あまい⾹りとバランスの良い味わいが特⻑。寝る前のひと時に。リラックスしたい時にオススメ。
※1 ⽇本へ輸⼊されているコーヒーの中で、輸⼊量が⼀番多いブラジル産アラビカコーヒーとの⽐較⼀杯抽出型ドリップ製品：1 杯分（8g）を熱湯（140 ㏄）で
抽出した場合（UCC 調べ）

今回のキャンペーンを盛り上げる FiNC アンバサダー

春⼭明⾥
薬剤師であるからこそ痛感した、「病気になる前の栄養と⾷事」の重要
性。家庭で⼯夫できる栄養・費⽤・時間・美味しさを実現できる⾷事提
案をより広く⾏うために、⼣⾷の栄養分析を２年間続けたり、様々な調
理法や提供⽅法を⼯夫して SNS で約 10 万⼈のフォロワーに向けて積極
的に情報発信を⾏っている。

Instagram: https://www.instagram.com/akarispmt/

明平祐美
会社経営をしながら、モデルをはじめ美容の仕事を中⼼に活動している
インフルエンサー。 トレーニングや⾷を通して「美しい⼥性の⾝体づく
り」について発信するなど、マルチに活躍している。

Instagram: https://www.instagram.com/yumiakihira0521/

⼩松あや
「健康も美容も、もっともっと」をモットーに、医療従事者（看護師）
としての知識を⽣かしながら、⽇常に取り⼊れやすい健康的かつビュー
ティーライフのコツを SNS やブログを通じて発信しています。

Instagram: https://www.instagram.com/i_am_ayakomatsu/

chika
1 年で 10kg，体脂肪 10%落としたダイエッター。ウェディングを主とし
たモデル活動にくわえ、インフルエンサーとして活動中。

Instagram: https://www.instagram.com/chika_loves/

Remi
妊娠中に⾷の⼤切さに気づき、添加物マイスターや薬膳マイスターの資
格を取得。⽇常⽣活において、息⼦ 2 ⼈のお弁当とおやつを毎⽇⼿作り
している。商品 PR として T-Fal プロモショーンビデオ出演や⽇テレポ
シュレちゃん出演をはじめ幅広く活動中。

Instagram: https://www.instagram.com/cccekaa/

ダイエットアプリ NO.1（ヘルスケア/フィットネス）
「FiNC」とは

FiNC アプリは、特許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、現在 630 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」カテゴリ※2・ダイエットアプリ※3 においてダウンロード数
国内 No.1、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、53 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。
また著名なモデル・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。
※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 年間のダウンロード数（2017 年 11 ⽉〜2018 年 10 ⽉）の合算です。
/出展：App Annie のデータに基づく当社調べ
※3 ダウンロード数/ダイエット⽬的の⾷事管理、運動促進、体調管理いずれかの機能を有するアプリにおいて⽇本国内 App Store / Google Play 3 ヶ⽉間
（2019 年 1 ⽉〜2019 年 3 ⽉）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」カテゴリにおける直近 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。薬剤師や管理栄養⼠、理学療法⼠
やトレーナー等の健康領域の資格保有者、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 溝⼝ 勇児
323 名（2019 年 8 ⽉ 1 ⽇現在/グループ会社・アルバイト・インターン含む）

＜提供サービス URL＞
•
FiNC アプリ：https://finc.com/
•
FiNC プレミアム：https://ow.finc.com/finc_premium/
•
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 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：⼸削和美/坂本希実
電話：050-1742-0330（代）Mail: pr@finc.com

