
生活者に､企業に､健康管理の未来を提案する

遺伝子解析サービスを活用した
健康サポート事業のご提案

○健康リスクの｢⾒える｣化

○｢未病｣からの健康管理の向上

○健康不安ストレスの低減

○社員の健康福利、健康経営･企業防衛の強化

○健康ビジネスにおける顧客サービスの向上

○健保財政健全化への寄与

法⼈の

利⽤メリット

個⼈の

利⽤メリット

簡単な唾液検査により遺伝⼦型を解析する「遺伝⼦解析サービス」。ビッグデータを元に

体質特性、疾病リスクなど詳細な健康リスク情報を提供し、⼀度の検査で⼀⽣変わるこ

とのない基本特性データが得られることから、これからの健康管理・予防医学を⼤きく

変えるものとして、今⼤きな注⽬を集めています。

２０１９年の世界の市場規模は１３億ドルでしたが、今後２０２６年までに４９６億ドルと急

成⻑が予想されています。⽇本では2019 年の利⽤率はまだ１％以下で市場導⼊が始まっ

たばかりですが、今後急速に普及が進み２０２２年までに 7.9％、950 万⼈規模まで浸透

拡⼤が予想されています。

個⼈にとっては、健康リスクの⾒える化によって健康管理の⾰新と不安の低減を図る情報

サービスとして。法⼈にとっては健康経営の推進、企業防衛、社員の健康増進・福利厚

⽣の向上に向けたキー施策の⼀つとして。それぞれのお客様に応じた魅⼒やゆたかなメリ

ットをご提案でき、喜ばれるサービスです。

健康の未来を大きく変える、注目の新サービスです。

本格的な普及はこれから。今後急成長が期待されます。

個人から法人まで。幅広い健康関連ニーズに応えます。
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遺伝⼦と⽣活データの
両⾯から疾病リスクを判定

500項⽬にわたる詳細な
がん･疾病･体質関連情報を提供

唾液を送るだけの簡単検査
スピーディな結果報告

今､急速な普及が始まろうとしている「遺伝⼦解析サービス」。

これまでの健康管理、疾病対策の概念を⼤きく変え、個⼈の⽣活･⼈⽣から、企業の健康経営、

また健康に関連する幅広いビジネス分野にいたるまで、社会に⼤きなインパクトを⽣み出そうとしています。

この将来性豊かなサービスを、皆さんの顧客、ビジネスネットワークに向けて提案してみませんか。

⼤きなビジネスチャンスに⼩さなリスクでチャレンジできる、販売会員プログラムをご⽤意しています。

■導入をおすすめする 3つのポイント
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“人生100 年” 時代のライフ･プランニングを、健康経営企業の

遺伝的要因と環境的要因の

両方を分析

最新研究とビッグデータに

裏付けされた科学的アプローチ

がん

30 項 ⽬

胃がん／⼤腸がん／肺がん 乳

がん／前立腺がん／肝臓がん

腎臓がん／すい臓がん／食道がん

⼦宮頸がん／甲状腺がん

急性白血病...等

⼀般疾患

196項⽬

2型糖尿病／肥満／脂質異常症

高血圧／心筋梗塞／脳出血 脳

梗塞／認知症／統合失調症 う

つ病／アルツハイマー病 間接

リウマチ...等

体質

274 項 ⽬

内臓脂肪／リバウンド／下半身肥満

肌の弾⼒／過食症／色素沈着

男性型脱毛症／心肺持久⼒／

筋⼒発達／ビタミン／

アルコール代謝／不眠症...等

モバイル、PC、冊⼦で、いつでも、

どこでも簡単に分析結果を閲覧

ISO9001（品質マネジメントシステム）認証、ラボ情報管理システム(LIMS)*

導⼊ ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）認証

ジェノプランが提供する遺伝⼦解析サービスは、

主要な競合サービスの中で、検査性能､スピード､価格、

いずれの⾯でも高いアドバンテージを誇っています。

唾液を採取して

送るだけの簡単な検査

ジェノプランジャパン株式会社

Genoplan Japan Inc.

所在地 本社：福岡市西区九⼤新町 4-1福岡市産学連携交流センター221  

東京支社：東京都港区六本木 7ｰ7ｰ7Tri-Seven Roppongi 8F

創 立 2015 年 4 月10 ⽇ 資

本金 10,000 万円

株 主 Genoplan Inc. (U.S.A.)

Genoplan 遺伝子解析サービス

500
分析項⽬は業界最多

SARSコロナウイルス感染
症 関連項⽬もサポート

業界最多

500 項⽬を分析

検査所要期間は 国

内最速 10 営業⽇

最安値を可能とする

BtoBtoC モデル

ジェノプランの Asian Screening Array Chip は、

⽇本⼈を含むアジア⼈の分析に最適化

国際標準の品質とセキュリティにより、

信頼性の高いサービスを提供



◎各業界における活用･提案事例

健康リスクの｢⾒える｣化

◎⽣活改善 (食事･運動 )

◎予防医療

◎保険の充実･最適化

不安ストレス
の低減

保険代理店

税理士･社労士･コンサルタント

健康保険組合

美容業界

健康食品

フィットネス

スポーツ関連

医療機関

健診センター

薬局

鍼灸院、整骨院等

EAP機関

◎顧客サービス強化の⼀環として提供。商品コンサルの機会づくりに

◎顧問先の健康経営推進策の⼀環として推奨

◎希望する被保険者への提供支援により、疾病予防推進、医療費削減に

◎健康美をサポートする基礎情報として顧客に推奨、カウンセリング強化に

◎食を通じた健康管理のための基礎データとして顧客に推奨

◎体質に応じた健康管理、食事管理をサポートする基礎データとして顧客に推奨

◎スポーツクラブやチームなどで導⼊し、健康管理に活⽤

◎患者への⽣活指導の⼀助として推奨、新⽣児の健康管理支援に ( 産科 )

◎健康診断、⼈間ドックのオプションメニューとして提供

◎健康関連商材として顧客に提供、薬・サプリ等のカウンセリングの強化に

◎健康リスクデータを元にした施術、カウンセリングへの活⽤

◎顧客の健康経営サポートメニューの⼀つとして

一度で一生

ずっと最新

⼀度の検査で、⼀⽣活⽤できる自分の体の基礎データが得られる

データの蓄積により更新・追加される情報を、随時 WEB で提供

◎ 注意事項
本遺伝⼦検査は医療行為に該当しないものであり、検査結果は診断ではなく、医師の診断内容や処方箋に置き換わるものではありません。現在医師の

診療を受けている、もしくは将来的に医師もしくは専門家の診療を受けた場合には、医師・専門家の指導を優先してください。また、本サービスは遺

伝⼦解析結果およびアンケート結果を基にして Genoplan 社独自のアルゴリズムにより算出したものであり、医療情報等は含みませんので予めご了

承 ください。本遺伝⼦検査結果に示される病気の発症リスクや体質の情報は、個⼈のリスクを示すものではなく、特定の塩基配列に関する統計的な

確率 を相対的な数字として表したものであり、特定の塩基配列を持つ集団の平均的な傾向及びリスクです。

自身のリスクを知り､ 「未病｣からの対策強化で大きな安心を

未病からの

リスク対策

を充実

活
用
メ
リ
ッ
ト
①

企業側の
メリット

◎欠勤、けが等のリスク減少

◎⽣産性､ロイヤリティの向上

◎ヘルスケアコストの削減

◎経営層等キーマンの健康リスク管理

従業員の
メリット

◎早期発⾒・早期予防

◎ポジティブな健康習慣の獲得

◎健康に関わるストレス＆コスト低減

◎QOL( クオリティ･オブ･ライフ ) 向上

次世代型健康経営プログラムの推進に向けたコア施策に

幅広い分野に販売取扱が拡がっています

活
用
メ
リ
ッ
ト
②

※企業は、個⼈情報を含まない組織分析データを活⽤。

ヘルス･マネジメントを、《遺伝子解析》が大きく前進させます。



５つのメリット

販売会員制度の概要

最⼩のコストでスタート

在庫リスクを抑制

1

2

3 販売⽤ツールを無償提供

ノウハウ満載の実践販売研修

最新サポート情報を随時発信

高額な登録料、ライセンス料等は無し。

初期費⽤を最⼩限に抑え、安心してスタートできます。

仕⼊単位は１２個から。販売状況を⾒ながら発注でき、

⼤きな在庫を抱え込むことはありません。

顧客コミュニケーション⽤の販促ツールを無償で

提供します。（⼀部有料のツールも有ります）

弊社ならではの販売ノウハウ、実践的なトーク、

スキルが満載の販売研修を⽤意しています。

新しい販売ノウハウ情報、成功事例などの、

販促関連サポート情報を随時発信・共有します。

〇検査キット仕⼊価格

〇検査キット販売価格

〇⼊会金･更新料 (１年更新 )

〇月会費

〇販売研修費 ( ⼊会時必須 )

ご契約条件により応談

貴社にて自由設定（参考：メーカー希望⼩売価格 29,800 円）

８,０００円（１会員当たり。１営業拠点毎に１会員とする）

３,０００円（１会員当たり。従業員数、拠点数により別途調整）

１名様 １３,０００円（原則 Web 研修・２時間）

※５名様以上の場合は訪問研修も可（旅費別途）

◎価格はいずれも税別です。

申込書提出

（会員規約の承諾）

販売研修受講

（原則Web利⽤）
販売開始

初期費⽤のお支払い

⼊会金･販売研修費･月会費(２カ月分）

検査キット代金 (初回 12個分）

ご利⽤の流れ

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Genoplan 遺伝子解析サービス 販売会員制度

Genoplan 遺伝子解析サービスの取り扱いメリットを最大限に生かせる、

セブンスターズコンサルティング ( 株 ) 独自の販売プログラムです。

◎詳しい説明をご希望の方は、お気軽にお問合せください。訪問または ZOOM 等 Webリモート方式でも可能です。

＜遺伝⼦検査キット取り扱い企業＞

セブンスターズコンサルティング株式会社 ジェノプラン販売事業部

東京都港区芝 4丁⽬ 6 番 16号ライオンズ三⽥ 801号 〒108－0014 TEL 03－6459－4965  URL 

https://sevenstars-consulting.com/  E-mail info.ssc@seven-stars.co.jp

4

5

mailto:info.ssc@seven-stars.co.jp

