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ネスレとファンケルが栄養や健康の問題解決に共同で取り組むプロジェクトを始動

第1弾として「ネスレ ウェルネス アンバサダー」向けカプセル製品を共同開発
10月12日（木）から販売開始。今後も製品・サービスの共同開発を推進
ネスレ日本株式会社（本社：神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 高岡 浩三、以下「ネスレ」）と株式会社ファンケル
（本社：横浜市、代表取締役 社長執行役員 CEO 島田 和幸、以下「ファンケル」）は 、栄養や健康の問題解決に共同で
取り組むプロジェクトを始動します。プロジェクトの第 1 弾として、「ネスレ ウェルネス アンバサダー」向けカプセル製品を
共同開発しました。10 月 12 日（木）から専用 WEB サイトで販売を開始します。
（※「ネスレ ウェルネス アンバサダー」についての詳細は、P4 以降の参考資料をご覧ください。）

【写真（左から）】 「ネスレ ウェルネス抹茶 イエロー」、「ネスレ ウェルネス抹茶 カロリミット®」、「ネスレ ウェルネスラテ “キレイ”な毎日をサポート」

■共同プロジェクトの目的
両社は、世の中の「問題解決＝不の解消」を創業の原点としています。現在の日本の高齢化社会が抱える「健康寿命」
の問題を解決したいという共通の理念のもとで、業界の垣根を越えて共同プロジェクトを始動します。
毎日手軽に「抹茶」で健康習慣を届けるサービス「ネスレ ウェルネス アンバサダー」を展開するネスレと、日本のサプ
リメントのパイオニアとして高い研究開発力と技術力を持つファンケルが、両社の強みを生かしながら、日本の健康寿命
の延伸に貢献することを目的とした製品・サービスを共同で開発してまいります。

◇共同プロジェクト紹介ムービー
https://youtu.be/qlRhVBoq-LU
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■ネスレとファンケルが共同開発した製品のラインアップ
リニューアル製品
□「ネスレ ウェルネス抹茶」 4 種類
・ネスレが 2017 年 3 月より発売している 4 種類の「ネスレ ウェルネス抹茶」をファンケルの監修のもと、製品設計から
見直し、日本人の食事で不足しやすいビタミン・ミネラルの種類と量を適切に配合しました。
・安全で高品質な原材料を厳選して採用し、飲みやすさと味を吟味して毎日美味しく飲めるように改良しました。

新製品
□「ネスレ ウェルネス抹茶 カロリミット®」
・シリーズ累計※4,900 万個以上を販売しているファンケルのロングセラー製品
「カロリミット®」と抹茶を一つのカプセルにしました。
・「カロリミット®」に含まれる成分「ギムネマ酸」や「桑の葉エキス」を配合し、
食べたい気持ちを応援する製品です。
※「大人のカロリミット®」・「カロリミット®」 2017 年 7 月末時点

□「ネスレ ウェルネスラテ」 3 種類
・全粉乳を中心につくったコクと旨みのあるこだわりのミルクカプセルに毎日の健康と美容をサポートする成分を配合
しました。
・“キレイ”な毎日をサポートは、ファンケルの独自成分「HTC®コラーゲン」を 1 カプセルあたり 2,600mg 配合しました。
・“スッキリ”した毎日をサポートは、ミルクではほとんどとることができない、日本人の食事では不足しがちな食物繊維
を 1 カプセルあたり 3.0g 配合しました。
・“イキイキ”した毎日をサポートは、ファンケルの運動系のサプリメント「アミノエナジー」に含まれる成分シトルリン（アミ
ノ酸）や BCAA（分岐鎖アミノ酸：ロイシン、バリン、イソロイシン）を配合しました。

2

製品概要
1 カプセル
あたりの熱量の
熱量
栄養素等
表示基準値
内容量
1 カプセル
(2015)
あたり
[1 日の目安：
2200kcal]に
対する割合

製品名

ネスレ ウェルネス抹茶
ブルー

15 個

36kcal

2%

ネスレ ウェルネス抹茶
グリーン

15 個

32kcal

1%

1 カプセルあたりに含まれる
プラス成分等

販売価格
（税抜、
1 箱あたり）

4 種類のミネラルを配合
カルシウム 196mg、マグネシウム 55mg、鉄 2.0mg、
亜鉛 1.6mg
4 種類のミネラルと 3 種類のビタミンを配合
カルシウム 391mg、マグネシウム 121mg、鉄 3.9mg、
亜鉛 1.6mg、ビタミン A 292μg、ビタミン B1 0.21mg、
ビタミン C 17mg

1,350 円

1,350 円

4 種類のミネラルと 4 種類のビタミンを配合
カルシウム 258mg、マグネシウム 92mg、鉄 3.9mg、
亜鉛 3.3mg、ビタミン A 133μg、ビタミン D 1.9μg、
ビタミン B1 0.21mg、ビタミン B2 0.24mg
4 種類のミネラルと 10 種類のビタミンを配合
カルシウム 391mｇ、マグネシウム 182mg、鉄 5.9mg、
亜鉛 5.1mg、ビタミン A 443μg、ビタミン D 3.8μg、
ビタミン E 1.1mg、ビタミン B1 0.46mg、ビタミン B2 0.53mg、
ナイアシン 2.2mg、ビタミン B6 0.23mg、葉酸 41μg、
パントテン酸 0.83mg、ビタミン C 28mg
ギムネマシルベスタエキス 294mg （総ギムネマ酸 1.7%）、
桑の葉エキス 200mg、鳩龍緑茶エキス 200mg、
インゲン豆エキス 4.8mg

ネスレ ウェルネス抹茶
レッド

15 個

35kcal

2%

ネスレ ウェルネス抹茶
イエロー

15 個

31kcal

1%

ネスレ ウェルネス抹茶
カロリミット®

15 個

39kcal

2%

ネスレ ウェルネスラテ
“キレイ”な毎日をサポート

15 個

65kcal

3%

HTC®コラーゲン（トリペプチド高含有コラーゲンペプチド）
2,600mg、ポリフェノール含有リンゴエキス末 10mg、
ビタミン E 1.0mg、ビタミン C 100mg

1,350 円

ネスレ ウェルネスラテ
“スッキリ”した毎日をサポート

15 個

59kcal

3%

食物繊維 3.0g

1,350 円

3%

シトルリン 2,400mg、
分岐鎖アミノ酸（BCAA）1,000mg
（ロイシン 500mg、バリン 300mg、イソロイシン 200mg）

1,350 円

ネスレ ウェルネスラテ
“イキイキ”した毎日をサポート

15 個

71kcal

1,350 円

1,350 円

1,350 円

※上記は全て、2017 年 10 月 12 日（木）から販売を開始します。
※「ネスレ ウェルネス アンバサダー」の専用サイト（https://nestle.jp/wellness-ambassador/）から、
ご購入いただけます。
※上記製品は全て、コーヒーマシン「ネスカフェ ドルチェ グスト」に対応した専用カプセルです。
以上

【このリリースに関するメディアお問い合わせ先】
ネスレ日本株式会社 メディアリレーションズ室 神戸市中央区御幸通 7-1-15 ネスレハウス 担当：細川・村田
TEL：078-230-7050

FAX：078-230-7108

E- mail：Media.Relations@jp.nestle.com

株式会社ファンケル 社長室 広報グループ 横浜市中区山下町 89-1 担当：三澤・陣内
TEL：045-226-1230

FAX：045-226-1202
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参考資料
「ネスレ ウェルネス アンバサダー」 サービス概要
「ネスレ ウェルネス アンバサダー」は、カラダに大切なビタミン・ミネラルや健康・美容などをサポートするプラス成分が
配合された専用カプセルの中から、簡単な質問に答えて、その日におすすめの製品を毎日手軽に楽しむことができる、
日本で独自に開発したサービスです。このサービスでは、コーヒーマシン「ネスカフェ ドルチェ グスト」を無料で使用する
ことができ、家庭や職場に「抹茶」で新しい健康習慣をお届けします。
◆「ネスレ ウェルネス アンバサダー」専用サイト： https://nestle.jp/wellness-ambassador/

■申込手順
以下のサイトから申し込み、専用カプセル「ネスレ ウェルネス抹茶」または
「ネスレ ウェルネスラテ」の定期購入など一定の条件を満たすと、
「ネスカフェ ドルチェ グスト」を無料で使用することができます。
（※お申込みにはネスレ会員登録が必要です。）

https://nestle.jp/wellness-ambassador/
「ネスカフェ ドルチェ グスト」

■自分におすすめの商品や栄養をアドバイスしてくれる「食事アシスタント」ツール
・ウェブサイトで簡単チェック
簡単な質問で毎日の食事内容やその日の気分を振り返る「食事チェック※1」
と、普段の生活習慣を振り返る「生活習慣チェック※2」の 2 つの方法から、
おすすめの「ネスレ ウェルネス抹茶」と「ネスレ ウェルネスラテ」を提案します。
いずれも以下のサイトから無料で利用できます。

https://nestle.jp/wellness-ambassador/food-check/
※1：「食事チェック」では、ウェルネス抹茶「ブルー」「グリーン」「レッド」「イエロー」「カロリミット®」の 5 種類と、ウェルネスラテ「“キレイ”な毎日をサポート」
「“スッキリ”した毎日をサポート」「“イキイキ”した毎日をサポート」の 3 種類、計 8 種類から提案します。
※2：「生活習慣チェック」では、ウェルネス抹茶「ブルー」「グリーン」「レッド」「イエロー」「カロリミット®」、ウェルネスラテ「“キレイ”な毎日をサポート」
「“スッキリ”した毎日をサポート」「“イキイキ”した毎日をサポート」の 8 種類と、ウェルネス抹茶「イチョウ葉エキス&MCT プラス」「グルコサミン プラス」
「植物ステロール プラス」の 3 種類、計 11 種類から提案します。
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・1 日分の食事を記録する「食事分析」
1 日分の食事を記録してデータを送信することで、自分に合った「ネスレ ウェルネス抹茶」や「ネスレ ウェルネスラテ」
を提案するほか※3、食事スコア、ダイエットアドバイスやレシピなどのよりパーソナライズされた情報も提供します。

https://nestle.jp/wellness-ambassador/camera-app-introduction.html
※3：「食事分析」では、ウェルネス抹茶「ブルー」「グリーン」「レッド」「イエロー」「カロリミット®」の 5 種類と、ウェルネスラテ「“キレイ”な毎日をサポート」
「“スッキリ”した毎日をサポート」「“イキイキ”した毎日をサポート」の 3 種類、計 8 種類から提案します。

■その他のサービス
・脳エクササイズ「ブレイン HQ」
科学的に証明された世界トップクラスの脳トレーニングで情報処理能力や記憶力を
鍛えるサービス「ブレイン HQ」も無料で使用できます。※4

https://nestle.jp/wellness-ambassador/brain-hq-introduction.html
※4：5 種類の脳エクササイズと 5 つの目的別コース（約 70 レベルのエクササイズ）をご利用いただけます。

5

