
1



■ポイント
・PHARMANEXアプリは「普段の食事に不足している栄養素を補う」という観点から、ライフパック
／ライフパック ナノ EX（以下ライフパック）の魅力を、新規の方に分かりやすく伝えていただくた
めに開発しました。
・同アプリは、新規の方に興味を持っていただくためのポイントを多数用意しています。新規の方
のライフスタイルや、価値観をヒアリングするためのツールとしても、ご利用いただけます。
・同アプリの内容を理解していく過程で、ご自身がライフパックを伝える際のポイントが分かり、ビ
ジネスに必要な知識を深めるのに役立ちます。

■注意事項
・グループ内でロールプレイを行うなど、内容をしっかりと把握したうえで、ご利用ください。

・ライフパックは栄養補助食品です。食事から摂りきれない栄養素を補給するという説明は可能
ですが、医薬品のような、効能・効果は伝えることはできません。
関連法規、ビジネスマナーを遵守して、同アプリをご利用ください。

・現在通院中で薬を飲んでいる方には、かならず主治医に成分を伝え、了承を取ったうえで、ラ
イフパックを摂取するようお伝えください。

・「ライフパックだけ取っていれば大丈夫」などといった説明ではなく、お客様の人生がトータルで
改善できるようなアドバイスをして、お客様の人生をより良い方向に導いてください。
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■ポイント
・「ハピネス」「ビューティー」「パワー」をタップすると、ライフパックの魅力を伝えるための動画が
再生できます。
また、この動画を最大限活用するために、下記のサイトも合わせてご利用ください。ライフパック
を伝えるために役立つ情報が多数掲載されています。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/info/lifepak_m.html

・「食事チェック」は、ライフパックを新規の方に勧める際に注意すべき、関連法規を踏まえたコン
テンツと流れで構成されています。ライフパックを勧めるのはあまり得意ではない、という方は、
ぜひ「食事チェック」をご利用ください。

・「栄養情報」「ライフパック」「ご注文はこちら」については、19ページ以降で説明します。
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■ポイント
・「食事チェック」をタップすると、性別と年代を選ぶ画面が表示されます。
・性別は該当するボタンをタップしてください。
・年代は、バーを自分に当てはまる年代までスライドさせてください。
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■ポイント
・昨日のメニューなど、特定の日のメニューを聞くのではなく、普段よく食べる１食分のメニューを、
朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、間食ごとに選んでいただきましょう。
・当てはまるようなメニューがない場合は、下記をお試しください。

・素材で考える
（例）お弁当なら「ごはん」と「肉野菜炒め」、豚を使った鍋料理なら「生姜焼き」「野菜の煮物」な
ど、類似の素材が含まれる料理を選択する
・量を調節する
（例）ご飯を小盛りで1日2回食べているなら、ご飯は1食のみに入れる。
大盛りで食べるなら、ご飯を2杯入れる。

・メニューを入れ替える
（例）朝食に食べた果物が朝食にはなく間食にあれば、間食で選択する

※2016年2月から、ハンバーガーやフライド ポテトなどのファスト フード、ビールや焼酎などのア
ルコールなどが新たにメニューへ加わりました。
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■ポイント
・厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」 で提示しているデータを活用しています。

■注意事項
ファーマネックス アプリは、楽しみながら食生活の現状を把握していただき、健康についての意
識を高めていただく目的でつくられているため、食事を１日分に限定しています。
現在のおおよその食生活を振り返る目安のひとつとして、ご活用ください。
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■ポイント
・レーダー チャートは、あなたが選択したメニューに含まれるとされる栄養素の量が、厚生労働
省の「日本人の食事摂取基準」にある各栄養素の推奨量と比較して、どの程度摂取できている
のかを示すものです。栄養素の実数値ではなく、推奨量に対する割合で表示しています。

・推奨量とは、摂取不足の回避を目的として、ほとんどの人が充足する量です。推奨量を設定す
るための科学的根拠が十分に得られない場合は「目安量」とされます。目安量以上を摂取して
いる場合は不足のリスクはほとんどありません。

・2016年2月から、選択したメニューに含まれるとされる摂取カロリーが表示されるようになりまし
た。成人の目安となる摂取カロリーは、1,800〜2,200kcalと言われています。
※摂取カロリーに関する、より細かな情報は、下記の「日本人の食事摂取基準（2015年版）＞エ
ネルギー」の73ページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000083871.pdf

※ビタミン13種類（ビタミンA、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、
ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチン）
※ミネラル13種類（ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガ
ン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン）
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■ポイント
・各栄養素をタップすると、「主な働き」「不足」「過剰」についての情報が得られます。
・「炭水化物が不足すると、筋肉が少なくなる」などの情報は、なぜそういったことが起こるのかを
しっかりと理解しましょう。
・各栄養素の不足や過剰について、心当たりがないかをヒアリングしてみましょう。

・ヒアリングをもとに、適切な説明ができると、お客様からの信頼が高まり、長期的な関係の構築
につながります。

・ビタミンは13種類（※1）、ミネラルは13種類（※）の平均を算出しています。そのため選んだメ
ニューに特定のビタミン・ミネラルだけが豊富な食物が入っていると、食事チェックをしたご本人
の実感よりも、ビタミン・ミネラルが多く表示される可能性があります。ビタミン、ミネラルの摂取
状況の詳細は、「主要栄養素」を確認してください。
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■ポイント
・個別のビタミン5種類、ミネラル2種類とオメガ3系脂肪酸について、推奨量と比較して選んだメ
ニューにどの程度含まれているのかが、割合で表示されます。
・一口にビタミン、ミネラルといっても、摂取状況にはこれだけのばらつきがあることがわかります。
・このアプリの仕組み上、より多くのメニューを選ぶと、すべての栄養素が十分に含まれているよ
うに見えることがあります。しかし、メニューを多く選ぶことは、食べすぎやカロリー過剰となる場
合がありますので、「5大栄養素画面」の摂取カロリーも合わせてチェックしましょう。

・各栄養素をタップすると、「主な働き」「欠乏症」「多く含む食品」についての情報が得られます。
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■ポイント
・各栄養素をタップすると、「主な働き」「欠乏症」「多く含む食品」についての情報が得られます。
・各栄養素の欠乏症や多く含む食品について、心当たりがないかをヒアリングしてみましょう。

・ヒアリングをもとに、適切な説明ができると、お客様からの信頼が高まり、長期的な関係の構築
につながります。

・右下の「ライフパック」をタップすると、8種類の栄養素の推奨量と比べた不足分を食事で補った
場合の、平均的な食材代が表示されます。

■注意点
この画面に記載した「欠乏症」は、各栄養素が不足したときに起きる一般的な状態を、各栄養素
の必要性を理解していただく参考として、記載しました。
欠乏症欄に記載した具体的な症状がある場合は、栄養以外に原因がある可能性もあるので、
医師への相談をお勧めしてください。
また、この後の画面で紹介されるライフパックは、栄養補助食品です。
ライフパックを伝える際に、食事から摂りきれない栄養素を補給するという説明は可能ですが、
「ライフパックを摂取することで、これらの欠乏症が改善される」といった、医薬品のような、効
能・効果を伝える説明はできません。
関連法規、ビジネスマナーを遵守して、同アプリをご利用ください。
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■ポイント
・まずは、画面左上の「男性推奨量」「女性推奨量」を相手の性別に合わせてタップしてください。
・濃いグレーのチャートは「あなたの栄養摂取状況」を、ブルーの線は「各栄養素の推奨量」を表
しています。そのギャップが、各栄養素を食事で摂った場合の金額の根拠になります。
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■ポイント
・各栄養素をタップすると、「多く含む食品」と「食材に換算すると」という２つの情報が表示されま
す。
・「食材に換算すると」は、推奨量とのギャップを食物で埋める場合に、どれぐらいの量の食材が
必要で、金額がいくらくらいになるのかを示したものです。
（例）ビタミンCが推奨量を満たすには100追加が必要で、イチゴには20のビタミンCが入っている
場合、イチゴは5個必要

・選択した食事だけで推奨量に達している栄養素に関しては、必要量も金額も０で表示されます。

・これらのデータは「食品成分分析」「第６次改定日本人の栄養所要量」などを参考しています。

■注意事項
・ライフパック（ライフパック ナノ EX）に含まれている栄養成分を、食材に換算したものではあり
ませんので、ご注意ください。
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■ポイント
・右側の「推奨量への不足分を食事で補うと」に出ている金額は、8種類の栄養素すべてを食事
で摂った場合の金額です。
・これはあくまでも食材（素材）の金額で、料理に換算した金額ではありません。外食の場合、さ
らに多くの金額が必要になる場合があります。
・同アプリでは分かりやすさを重視し、栄養素を8種類に絞り込んでいますが、健康を維持するた
めに必要な栄養素は、この8種類だけではありません（※ビタミンとミネラルだけで26種類）。
・厚生労働省が作成した「健康づくりのための食生活指針」によると、健康を維持するために必
要な栄養素を摂取するためには、1日30食品(1日30品目)が目安とされています。
・薄いグレーのチャートは、「あなたとライフパック」をタップすると表示されます。あなたが選択し
た食事メニューにライフパックを加えることで、各栄養素が推奨量に対して、どの程度摂取でき
るようになるのかを表しています。
・「あなたとライフパック ナノ EX」をタップすると、薄いグリーンのチャートが表示されます。あな
たが選択した食事メニューにライフパックを加えることで、各栄養素が推奨量に対して、どの程
度摂取できるようになるのかを表しています。ライフパックとの違いは、「オメガ3系脂肪酸」の有
無です。
・このチャートを使って、普段の食事にライフパックを追加した時に、栄養素がどう変化するかを
イメージしてもらいましょう。
・画面右下の「ライフパック（1日2パック）なら336円」をタップすると、ライフパックの詳細説明ペー
ジに移動します。

※ビタミン13種類（ビタミンA、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、
ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチン）
※ミネラル13種類（ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガ
ン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン）
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■ポイント
・「摂取量への不足分を食事で補うと」「ライフパック（ 1日2パック）」をタップすると、ニュー スキ
ン カタログや公式ウェブサイトのライフパック ページに掲載されている情報が表示されます（「あ
なたとライフパック ナノ EX」を選んだ場合は、ライフパック ナノ EX情報）。

・主要栄養素のチャートに含まれていない、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸、
葉酸、ナイアシン、マグネシウムなどについては、ライフパックへいかに多くの栄養素が含まれ
ているのかを説明するためにご利用ください。

・左の4つのボタンをタップすると、「栄養成分リスト」「特徴」「価格」「健康寿命」が表示されます。
いずれもニュースキン カタログや公式ウェブサイトに準じた内容ですので、ライフパックに関し
ては、カタログがなくてもこのアプリだけで説明ができます。
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■ポイント
・この栄養成分リストを使って、8種類の栄養成分以外にも健康を維持するために必要な、多く
の栄養成分が含まれていることを説明してください。

・カタログでは表形式になっている栄養成分リストを、LifePak含有量（1日分）（以下、含有量）と、
18〜29歳の成人男性1日分の推奨量（以下、推奨量）をグラフで表現したものです。

・含有量が推奨量より多い成分は、推奨量より多く摂取しても、健康に影響がないとされる成分
（※）です。

・推奨量が含有量より多い成分は、特定の疾患を持っている方が多く摂取すると、稀に健康に
影響があるとされる成分です。そのため、平均的な日本人の食生活にライフパックを加えること
で、適正な量になるように配合しています。

※各栄養素には、過剰症の有無、排出のしやすさなど、さまざまな特性があります。

例えば鉄などは、推奨量と過剰となる量の差が少なく、推奨量より多い量がライフパックに入っ
ていると、健康に影響する可能性が高まってしまう成分です。
その一方、例えばビタミンEには、過剰に摂りすぎるリスクはほとんどなく、食事摂取基準におけ
る目安量の100倍ぐらいまでとっても、健康に影響はないと言われています。

ライフパックは、このような各栄養素の特性と、日本人の食習慣を考慮して、摂りすぎによる問
題が起こりやすい栄養素は、食事での摂取量と合計して適切な量になるように、配合量を調整
しています。
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■ポイント
・カタログに記載されている「ライフパック」の特徴をまとめたものです。

・同アプリ内では、このページにしか掲載されていない、ライフパックの優位性を伝える情報があ
ります。

・ライフパックでは「植物性栄養成分」と「6Sプロセス」が、優位性を伝えるための情報です。
・ライフパックナノ EXでは「ナノ化された脂溶性栄養成分」「植物性栄養成分」「6Sプロセス」が、
優位性を伝えるための情報です。
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■ポイント
・「健康寿命」をタップすると、健康寿命についての解説が表示されます。
・「健康寿命」という言葉は、現時点では日本人の４割程度が知っているだけで、認知度はまだ
まだ高くありません。
・ここに書かれていることの意味をしっかりと理解し、健康で生き生きとした人生を歩むためには、
食生活の見直しが重要であることをお客様に理解していただきましょう。
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■ポイント
・ライフパックを購入したい場合は、左下の「メニューに戻る」からメニュー画面に戻り、「ご注文
はこちら」から、プリファード カスタマー登録と製品購入を進めてください。
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■ポイント
・食事チェックが終わり、新たにチェックをする場合は、DATAリセットをタップし、選んだメニュー
を消去してください。

19



■ポイント
・「栄養情報」は、ライフパック／ライフパック ナノ EXを伝えることに慣れている方に、ご利用い
ただきたい機能です。

・日本人の栄養摂取状況から、ライフパックの説明を開始したい方は、この機能を選択してくださ
い。
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■ポイント
・「日本の女性平均」をタップすると、該当する年代・性別における、各種栄養素の平均的な摂取
状況が、ピンクの網がけで表示されます。

・「日本女性の推奨量」をタップすると、該当する年代・性別における、各種栄養素の推奨量が、
ピンク線の枠で表示されます。

・「日本の男性平均」と「日本男性の推奨量」を加えた、4つのチャートを同時に表させることもで
きます。
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■ポイント
・「ライフパック」も、すでにライフパック／ライフパック ナノ EXを伝えることに慣れている方に、ご
利用いただきたい機能です。

・ライフパックとライフパックナノの魅力を、直接伝えたい方は、この機能を選択してください。
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■ポイント
・「男性とライフパック」「女性とライフパック」「男性とライフパック ナノ EX」「女性とライフパック ナ
ノ EX」の４つのボタンが選べます。

・「女性とライフパック」を選択した場合の、グラフの内容は、下記のとおりです。
女性平均 ：ピンク塗りつぶし
女性推奨量 ：ピンク枠線
女性平均とライフパック：薄グレー塗りつぶし

・そのほか３ボタンについては、判例をご確認ください。

・男性、女性とも、40代の平均データを利用しています。

■注意事項
「食材に換算すると」は、推奨量とのギャップを食物で埋める場合に、どれぐらいの量の食材が
必要で、金額がいくらくらいになるのかを示したものです。
ライフパック（ライフパック ナノ EX）に含まれている栄養成分を、食材に換算したものではありま
せんので、ご注意ください。
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■ポイント
・「注文はこちら」をタップすると、プリファードカスタマー登録とライフパックの購入が行えます。
・すでに登録済みの方は、この機能をご利用いただくことはできません。
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■ポイント
・同アプリでは、プリファードカスタマー登録と、ライフパックの購入を、一連のプロセスで完結さ
せることができます。
・シンプルなプロセスですので、お客様にストレスなく、登録と購入をしていただくことが可能です。
・ADPと通常注文が選択できますが、通常注文の場合、税込15,000円以上の購入で、送料が無
料になります。
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■回答

・右側の「推奨量への不足分を食事で補うと」に出ている金額は、8種類の栄養素すべてを足し
合わせた金額ですが、これはあくまでも食材（素材）の金額で、料理として換算した金額ではあり
ません。外食の場合、さらに多くの金額がかかる可能性が高いことをお伝えください。
なお厚生労働省が作成した「健康づくりのための食生活指針」によると、健康を維持するために
必要な栄養素を摂取するためには、1日30食品(1日30品目)が目安とされています。

・同アプリでは分かりやすさを重視し、栄養素を8種類に絞り込んでいますが、健康を維持するた
めに必要な栄養素は、この8種類だけではありません（※ビタミンとミネラルだけで26種類）。
「栄養成分」ボタンや「特徴」ボタンを活用し、8種類以外にも、植物性栄養成分を含む12種類の
栄養成分が含まれて、かつ6Sプロセスで管理されていて、1日あたり336円という強みをお伝えく
ださい。
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■回答
・27ページの回答をご確認ください。
・またライフパックナノ EXには、ライフパックには含まれていない「オメガ3系脂肪酸」と「ナノ化さ
れた脂溶性栄養成分」という、大きな特徴があります。
ライフパックとの価格差の説明にもご利用ください。
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■回答

・鉄分など一部栄養素は、特定の疾患を持っている方が過剰に摂取すると、稀に健康に影響が
あるとされる成分です。

ライフパックはできるだけ多くの方に愛用していただけるよう、このようなリスクを防ぐため、日本
人の平均的な食生活に加えてライフパックを摂取した場合に、推奨量レベルになるよう、配合量
を調整しています。
日本人の食習慣と、安全性に配慮した設計であることを説明してください。
なお病気の方は、ライフパックのご利用前に、必ず医師にご相談ください。
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■回答
推奨量は、栄養素の不足によって健康維持が困難になることを防ぐための一般的な基準です。

また、ライフパックは各栄養素の特性（過剰症の有無、排出のしやすさなど）を考慮して配合され
ています。
ビタミンC、ビタミンB群などの水溶性ビタミンは、多く摂取しても体外に排出やすいので、多めに
配合しています。

また一部脂溶性ビタミンやミネラルなど、特定の疾患を持っている方が過剰に摂取すると、稀に
健康に影響があるとされる成分は、日本人の平均的な食生活でライフパックを摂取した場合に
推奨量レベルとなるよう、配合量を調整しています。
日本人の食習慣と、安全性を配慮した設計であることを説明してください。
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■回答
「ニューラーニング栄養と健康に関するヒント」をご活用ください。

「ニューラーニング栄養と健康に関するヒント」は、知っておきたい健康と栄養の知識が、イラス
トや写真、グラフでわかりやすく理解できるように工夫しました。
キーワードや見出しを眺めるだけでもイメージがつかみやすい内容になっています。

（全体の内容）
・健康と栄養に役立つ12のトピック
・栄養についてのQ&A

・5大栄養素や話題の栄養成分について

12のトピックは、皆さんが関心のあるトピックを厳選しました。
栄養バランスから始まり、生活習慣病、腸の健康、紫外線ケアなど、各2ページの見開きで、１つ
のテーマを展開しています。

ご自分の健康のために、そして、栄養や健康のことを分かりやすくお伝えするときにお役立てく
ださい。
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