
予防 × ヘルスケア × テクノロジーに特化したヘルステックベンチャー

第26回 インターネット消費者取引連絡会 説明資料
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【会社概要】

人の行動を変え、健康を実現する
ウェルネスカンパニー

看護師、医師、薬剤師、トレーナー、栄養士、研究者、エンジ
ニア等で構成されたプロフェッショナル集団

設立：2012/04
所在地：東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル５階

資本金：2,241百万円
従業員：230名

（正社員177名、インターン等53名、国籍数20カ国、2017年8月末現在）

【経営陣】
経営陣：秋元征紘（社外取締役：元ナイキジャパン社長） 成松 淳（社外取締役 : 元クックパッ

ドCFO） 吉田行宏（社外取締役：元ガリバー専務取締役）他

小泉泰郎
代表取締役副社長CFO兼CIO

南野充則
取締役CTO

溝口勇児
代表取締役社長CEO

乗松文夫
代表取締役副社長CAO兼CWO

野林徳行
取締役CMO

小島かおり
取締役CISO

小高功嗣
取締役CSO
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VISION
Serve people for the precious life
一生に一度のかけがえのない人生の成功をサポートする

A personal coach for your wellness
すべての人にパーソナルコーチを

A Be Visionary
with Compassion
and Mindfulness
for Customers’ Smile

MISSION

VALUE

これらの理念はFiNCスタッフ全員の目標であり、スタッフ一人
ひとりがこの実現のために日々本気で働いています。

医療費の高騰、少子高齢化、人口減少等、こうした事象の解決を目指した予防領域に特化したモバ
イルヘルスベンチャーです。

FiNCが目指す世界観とは



サービスのご紹介
ヘルスケアプラットフォームアプリ

FiNCアプリを中心に
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FiNCアプリとは
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TRYコンテンツとは

FiNCアプリ内に収録されているヘルスケアコンテンツ群
「コンテンツを見た人が、ちょっとやってみたくなる、試したくなる」

ヘルスケア専門家やモデルなどのイン
フルエンサーへの依頼や自社スタイジ
オでコンテンツ制作

トレーナー、管理栄養士、薬剤師等の専門ス
タッフが編集

様々なヘル
スケア・ライ
フスタイル
に関するコ
ンテンツを
アプリ内に
収録
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DATA SOLUTION

専門家の
知見やコンテンツ

独自の検査、評価
解析技術やシステム

AI関連特許出願状況

10件取得、74件出願済み

圧倒的な
技術力とスピード

“すべての人にパーソナルコーチを”



FiNCの取り組み
for Customer’s smile
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内部統制委員会・委員長
（チーフ・アドミニストレーション・オフィサーCAO）

内部統制員会 / コンプライアンス・セキュリティーアドバイザリーボード

アドバイザリーボード
（弁護士・サイバーセキュリティ専門家）

CRM
情報

システム
法務

ライフ
サイエンス

各事業部 CRM
情報

システム
法務

ライフ
サイエンス

for Customer’s smile

個人情報保護体制 / ISMSマネージメントシステム

個人情報保護管理責任者
（CISO）

個人情報
教育責任者

入退管理
責任者

情報
システム
管理者

部門
管理者

苦情相談
責任者

文書管理
責任者

特定個人情
報等事務取
扱責任者

適正・安全なサービス提供に向けた体制
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、目的検討を行うため、内部統制員会を設置。FiNCのコンプライアンス、セキュリティだけではなく、サービス向上、インシデント対応に関して、４半期に一回、外部有識者の方々に評価やアドバイスをいただき、内部統制員会と連携して、社内改善につなげている。



お客さまへの対応について

お問い合わせサポート体制

for Customer’s smile

対応チャンネル：メール/アプリ内チャット/電話でのお問い合わせ対応
対応人数 ：管理栄養士を含めた10名の専任スタッフ
対応時間 ：平日・土曜日：9:00〜18:00

CRMの取り組み –NPS※評価業界No.1を目指す-

お客様の声をもとにアプリを含むサービ
スの改善

お客様満足度の評価の測定
正しいスキル設定のためのCS研修
応対品質・売上相関調査
 BOT化（AI）による工数削減（対応の自

動化）
監視対応、不正行為者対応 ※Net Promoter Scoreの略 ユーザーが企業に対してどのくらいのロイヤリティ

があるかを定量的に測定できる指標11



③ TRYコンテンツリリース

② チェック

FiNCアンバサダー
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ライフフィットネスレシピ ビューティ シェイプ クール レストラン

カテゴリ責任者

ライフサイエンス（必須）

法務（必須） 法務（必須）

ライフサイエンス（必要に応じ）

① コンテンツ作成 社内専門家スタッフ

ライフサイエンス&法務によるダブルチェック体制

コンテンツのチェック体制 –其の１ 事前チェック-



ライフサイエンス部とは -クオリティチェック-

村上 真
ライフサイエンス部長

慶応義塾大学経済学部経済学科卒

1986年に日本興業銀行（現みずほ銀
入行し1990年より日本株式運用を担
筑波大学大学院人間総合科学研究科ス
ポーツ健康システム・マネジメント専
トレスマネジメントを研究し2014年修
取得

宮崎 亜紀子
データサイエンティスト

東京大学大学院理学系研究科修士課程
(遺伝統計学専攻)修了

日立コンサルティングにて、豪州の都市開
発事業や、医療機器メーカーのデータ利
活用による業務改善計画に従事後、FiNC
に参画。遺伝子検査サービスの構築の
他、ライフログのデータ分析立案と分析基
盤の構築を担当

Xing Zhang
データサイエンティスト / Ph.D.

北京大学 予防医学学士
清華大学 疫学・生物統計学修士

来日後は国立政策研究大学院大学(行政
学博士)で学び、医療政策学と医療経済
学の分野において豊富な専門知識を持つ
エキスパート。北京オリンピックの医療
保障に携わるなど大型プロジェクトでの
豊富な経験を有する

飯塚 陽子

東京大学医学部医学科卒業
東京大学大学院医学系研究科博士課程修了

東京大学医学部附属病院
糖尿病・代謝内科 特任講師 医学博士
経済産業省 国際医療交流調査研究事業
(Medical Excellence Japan)委員

梶原 侑馬
理学療法士

国際医療福祉大学大学院
理学療法学分野修了(保健医療学)

大学附属病院にてリハビリテーション
に関する臨床経験を積む傍ら腰痛や姿
勢バランス・筋硬度等の研究に従事。
人工筋肉を用いたウェアラブルロボッ
トの開発に携わり厚労省や経産省、各
県と身体評価や解析を中心とした実証
実験等にも取り組む

唐 小和

東京大学 医学系研究科修士課程修了
(保健学)

東京大学在学中は、JPHC(多目的コ
ホート研究)における、食生活と癌や
生活習慣病のリスクについて研究。
国際保健政策分野で、各国の医療現
状と保健政策に関わる活動に活躍

田中 喜代次

筑波大学大学院教授(教育学博士)
筑波大学人間総合科学研究科スポーツ医学専攻
筑波大学大学院博士課程修了(教育学博士)
アメリカスポーツ医学会評議員
ISAPA(加齢と身体活動に関する国際学会)理事
筑波大学発研究成果活用ベンチャー企業
株式会社ＴＨＦ 代表取締役社長

武藤 真祐

東京大学医学部卒業

大学卒業後、循環器内科医として三井記念病院に
勤務し、宮内庁で天皇皇后両陛下の侍医と

医療法人社団鉄祐会祐ホームクリニック理事長
一般社団法人高齢先進国モデル構想会議理事長
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事長
日本循環器学会専門医、医学博士
INSEAD Executive MBA

メンバー 顧問
上田美雪
薬剤師

千葉大学大学院医学薬学府卒(薬学修
士)、マギル大学大学院経営学修士

日・欧の製薬会社でそれぞれ海外、国
内での臨床試験体制構築に参画すると
ともに、皮膚科領域及び脳梗塞におけ
る新薬の開発において開発戦略作成や
臨床試験の立案・実行・報告書の作成
までの一連の業務に従事

13



コンテンツのチェック体制 -其の2-事後チェック
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監視パトロール体制を確立 -Moderationガイドライン作成（一部抜粋）
事前チェックできなかったSNS機能や通報事項のチェックを含む

項目 概要 説明 掲載ページ

Moderation基準

 以下の５つの基準を定義
 著作権
 名誉毀損
 薬機法違反
 商用利用
 わいせつ・暴力・出会い

 著作権：文章・写真等の無許可使用
 名誉毀損：侮辱的な文章の掲載行為
 薬機法違反：科学的根拠を欠く内容の投稿
 商用利用：宣伝・告知・勧誘等を目的とする投稿
 わいせつ・暴力・出会い

6ページ
7ページ

アカウント停止基準  非公開（3日間〜1ヶ月）
 アカウント停止（ban）

 著作権、名誉毀損、薬機法違反、商用利用に関して
は、初回は改善状況を見ながら、非公開又はアカウ
ント停止とする

 わいせつ・暴力・出会いは初回違反からアカウント
停止とする

8ページ
9ページ

パトロール基準  CRMや社員にて監視・報告  社員が発見した場合、専用チャットにて報告を行う 10ページ

アプローチ方針
 一般ユーザー、アンバサダー、
顧問（知人）などによって対応
確認（契約・利用規約確認）

 一般ユーザーはCRM側で判断
 アンバサダーはアンバサダー室から報告、法務で対

応
11ページ
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