
HERBALIFE News
2019年８月号  2019年８月１日（木）発行   ハーバライフ・オブ・ジャパン株式会社  〒107-8546 東京都港区赤坂2-9-11　本紙はハーバライフ・メンバーを対象に発行されている情報紙です。  

▶▶▶ 本紙に掲載されている情報の詳細は、①ウィークリー・ハーバライフまたは、②jp.MyHerbalife.comをご覧いただくか、③メンバー・サービスまでお問い合わせください。◀◀◀

メンバーシップ年間登録更新料について

登録に関する重要事項

ご注文・お問い合わせ情報 ハーバライフ・オブ・ジャパンについて

ハーバライフ・オブ・ジャパン株式会社
代表取締役社長 ポール・モリ　
〒107-8546  東京都港区赤坂2-9-11

メンバー・サービス 
 （月曜日～金曜日 9：00～17：30）

　 0120-956 -253（オプション②）
ハーバライフお客様相談室
 （月曜日～金曜日 9：00～17：30）

　 0120-012-871
取扱い製品
栄養補助食品、化粧品、日用雑貨
ハーバライフ･ニュートリション・メンバーになるには
メンバーになるには、下記の２点を行ってください。
●ハーバライフ・メンバー・パック（HMP）
　［6,048円（税込）］または［6,134円（税込）］を
購入すること。
●ハーバライフ・ニュートリションにメンバー登録
　申請を行うこと。

ハーバライフ・ニュートリション・メンバーシップの
有効期限
メンバーシップの有効期限は、メンバー登録申請後、
ハーバライフ・ニュートリションが承認した日付から
１年間です。資格を継続するためには年間登録更新料
として、メンバーは1,188円（税込）、スーパバイザーは
8,100円（税込）を１年ごとに支払わなければなりません。
なお、スーパバイザーおよびプロデューサーの権利を
継続するためには、年間登録更新料のお支払いのほかに
再認定の条件を達成する必要があります。

製品について
弊社の栄養補助食品は食品であり、特定の疾病に対
する効果効能を保証するものではありません。食物アレ
ルギーのある方、妊娠中の方、授乳中の方、薬を服用中
の方および通院中の方は、摂取する前に医師にご相談
ください。お召し上がりの際は、製品ラベルに記載の
１日あたりの使用目安量および注意事項をよくご確認
ください。食生活は主食、主菜、副菜を基本に、バランス
のよい食事を心掛けましょう。

■ オンライン注文（24時間受付）

jp.MyHerbalife.com

■ メンバー・サービス

　0120-956-253 
　● オプション

①電話注文

②お問い合わせ

③英語ライン

　● 営業時間

月曜日～金曜日 ９：00～17：30

祝日、年末年始は休業

　● 海外からのお問い合わせ

＋81-3-5549-0330

オンライン・アカウントを作成される方は、jp.MyHerbalife.comのログイン画面の
「ログイン、またはアカウント作成」より作成いただけます。

◆ 新規メンバー：
オンラインで登録 → ご登録時に設定できます。
郵送で登録 → jp.MyHerbalife.comのログイン
画面より設定できます。

◆既存メンバー：（オンライン・アカウント未登録の方）
jp.MyHerbalife.comのログイン画面より設定
できます。

情報入手方法

■ ハーバライフ・オブ・ジャパン 公式サイト
Herbalife.co.jp

■ メンバー専用サイト（PC/モバイル）
jp.MyHerbalife.com

■ ウィークリー・ハーバライフ
毎週木曜日にハーバライフより配信される
メールマガジン。
＜登録方法＞
インターネット：jp.MyHerbalife.com 

■ フェイスブック（日本専用）
シェイクレシピ、ビデオ、栄養や運動など
健康情報を楽しんでいただけます。

Facebook.com/HerbalifeJP

■ ハーバライフ24公式サイト

Herbalifehal.com/jp-JP/
ハーバライフ24製品の情報やヘルシー
アクティブライフスタイルについての
情報を楽しんでいただけます。

メンバー登録と資格や特典をご継続いただくために、１年ごとにメンバーシップ年間登録更新料のお支払いが必要
です。更新月が近づきましたら、メンバー・サービスにてお支払いをお願いいたします。詳しくは、規約書「メンバー登
録 05 メンバーシップの有効期限と登録更新」をご一読ください。
登録更新日は、ハーバライフ・ニュートリションが申請書を受理した日となり、更新料は、メンバーが1,188円（税込）、
スーパバイザー以上が8,100円（税込）です。登録更新日を過ぎてもお支払いの確認ができない場合、更新料の未払
い分をお支払いいただくまで登録が一時的に無効になります。お支払いいただくことで復帰はできますが、自分のダ
ウンラインと会員としての特典を喪失します。メンバーシップの失効、特典の喪失に関しては、ハーバライフ・ニュート
リションの裁量のもと行われます。
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jp.MyHerbalife.comは「Eメールアドレス」と「パスワード」でログインいただけます。

jp.MyHerbalife.comのログイン変更について

製品はお支払方法により下記入金締切

時間のスケジュールにて出荷手配を

予定しております。なお、オンライン

注文につきましても下記配送スケ

ジュールに準じます。

月曜日や休み明けの午前中など曜日や時間帯によってお電話がつながり

にくい場合がございます。

下記のつながりやすいお時間帯にお掛けいただくか、24時間ご利用可能な

オンライン・ショッピングをご利用いただきますよう、お願いいたします。

上記の混雑状況は過去の実績をもとに作成したものです。

「つながりやすい」とご案内している時間帯であっても、日々の

混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。ご不明な点は、メンバー・サービス

（0120-956-253 オプション②)にお問い合わせください。

※上記の案内は配送の目安です。出荷日および配達日の確約はできかねます。
また、交通事情や出荷状況により前後する場合がございますのであらかじめ
ご了承ください。

夏季休業および配送スケジュールのご案内
～夏期休業前の最終出荷は８月９日（金）です～

メンバー・サービス混雑予想カレンダー

銀 行 振 込

８/９ 
13:00 迄に
ご入金

郵 便 振 替

８/９ 13:00 
迄に受領書
ファックス送信

ハーバライフペイメント

８/９ 
12:00 迄に
ご入金

クレジットカード

８/９ 
13:00 迄に
ご決済

８/９ （金）

出荷希望日
支払方法

８/９（金）

８/10（土） ～ ８/15（木）

８/16（金）

通常営業

休　　業

通常営業

９時台
10時台 
11時台 
12時台 
13時台 
14時台 
15時台 
16時台 
17時台  

月 火 水 木 金

つながりやすい やや混雑 非常に混雑

jp.MyHerbalife.com

今月のおすすめ製品

夏も本番。暑い日が続きますが、毎日クーラーの下にいると知らず知ら

ずのうちに身体が冷えて、本来持っている身体の健康力を下げてしま

います。そんな時におすすめなのが、トリプル ヘルス ドリンクです。

ドリンクに入っているプロポリスはミツバチの巣に特有の防御物質、

ローヤルゼリーは女王蜂だけが食べられる脅威の生命力の源、アガリ

クスは健康維持をサポートする成分が含まれていると言われています。

是非、この夏にトリプルヘルスドリンクで健康力をアップして元気に夏

をのりきってください。

標準希望小売価格：5,698円
ボリューム・ポイント：20.00
ストック番号：0080
内容量：50ml × 10本／箱

標準希望小売価格：6,126円

ボリューム・ポイント：20.00

ストック番号：1486

内容量：500g

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

夏の身体を元気にする
「トリプル ヘルス ドリンク」を

プロポリスエキス

3,000mg
ローヤルゼリー 

1,000mg
アガリクスエキス

300mg

トリプル ヘルス ドリンク

自然の３つのパワーをふんだんに配合
体に本来備わる「健康力」をサポート

数量限定のミントチョコレートフレーバーが今年も登場しました。
爽やかなミントフレーバーにサクサクのクッキークラムが楽しい食感。
クールな大人の甘さでいつもと違ったスペシャルなシェイクを。

数量限定
好評販売中
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ベトナムインドネシア タ イフィリピン

牛乳と卵

シンガポール

紅茶とオートミール

日 本

牛乳とトースト

韓 国

水と白米

オーストラリア

水とフルーツ

マレーシア

紅茶と卵

SOY
MILK

台 湾

豆乳と卵

SOY
MILK

香 港

豆乳とシリアル

18%
いいえ

はい

<５分

9%6%

> 30 分

アジア・パシフィックの消費者は朝食に何を食べているのでしょうか？
ハーバライフ・ニュートリション アジア・パシフィック健康的な朝食に関する調査 2019
2019年３月に11カ国 - オーストラリア、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、
台湾、タイ、ベトナムの5,500人を対象に実施しました。

ベトナム マレーシア

シンガポール

台 湾 タ イ

オーストラリア

フィリピン

卵とコーヒー

韓 国

卵と牛乳

日 本

トーストとコーヒー

71%
家

10%
仕事場

MENU

11%
飲食店 移動中

6% 2%
その他

おいしさ 経済性

44%47%

24

簡便さ

67%

インドネシア香 港

卵と紅茶

普段食べている朝食 普段食べている朝食を選択する理由

普段朝食を食べている場所

健康的な朝食だと思う食品と飲料の組み合わせ

健康的な朝食を摂りたいと思うか 健康的な朝食を摂るのに障害となるもの 健康的な朝食を摂るのに使う時間

ビジネスのヒント

メンバーコンプライアンスからのお知らせ
～ モバイルアプリ iLearn ～

第４回

楽しみながらハーバライフビジネスに必要なルールや知識を学べるモバイル
アプリ iLern が登場！ 会話形式のクイズに答えて自分のレベルを測定、キャン
ペーン情報のアクセス特典やレベルアップでアプリのバッジも獲得できます。

82%

18%

62%
時間がない

31%
手に入れづらい

23%
５～10分

26%
10～15分

18%
20～30分

18%
15～20分

31%
やることが多く、努力がいる

アプリをダウンロードするには… jp.MyHerbal i fe .comの
ログインIDとパスワードで
ログイン

Herbalife Nutrition iLearn

Google PlayストアおよびApp Storeから
「Herbalife Nutrition iLearn」で検索、もしくは
読み取りコードをスキャンしてダウンロード！

ちょっとした空き時間に
コンテンツを

お楽しみいただけます！

１ ２

ご不明な点は、
メンバー・サービス

（0120-956-253 オプション②）
にお問い合わせください。

健康的な朝食を摂っていますか？

日本の伝統的な食事は健康的だと言われてきましたが、最近では欧米をはじめ
様々な国の料理が食卓に並ぶようになりました。また、朝食はパンとコーヒーで
済ます人も多く、特に日本人の若い世代では朝食を食べない人が増えてきて
います。日本の消費者の多くは家や職場近くのコンビニやカフェ、お惣菜屋な
ど至る所に幅広い食品の選択肢があるのですが、長期的な健康のための適
正な食品を朝食に選べているのでしょうか？

もしあなたがいつも朝食に菓子パンやおにぎり、インスタントスープだけで
済ませているなら、１日の最初の食事に適切な食事を選択したいと思うかも
しれません。また、5,500人を対象に行った「ハーバライフ・ニュートリション ア
ジア・パシフィック健康的な朝食に関する調査 2019」では日本人 500人の
うちコーヒー（68%）と紅茶（42％）が朝食に飲むことが最も多い飲料だというこ
とがわかりました。

菓子パンとコーヒーのような朝食の組み合わせが精製された炭水化物や
砂糖、脂質を多く含むだけでなく、血糖値を急激に上げる原因となっています。

健康的な朝食で１日のチャージをしましょう
朝食を摂ることが１日元気に過ごすためのエネルギーをチャージするのに
とても重要であると同時に、１日の最初の食事としてより効果的に働く朝食
を構成する栄養素がとても大切になってきます。

「健康的な朝食に関する調査2019」によると、普段食べている朝食として31％の
日本人がトーストとコーヒーの組み合わせを選びました。この朝食の組み合わせ
はたんぱく質と食物繊維が少なく、そのコーヒーが砂糖入りの場合、トースト
と合わせて精製された糖質の摂取が多くなってしまいます。

この結果をみると、日本人の消費者は朝食を構成する理想的な栄養素をあまり
理解しておらず、より良い朝食を選ぶ必要があるでしょう。朝食を変えること
自体はシンプルですが、健康的な朝食を摂ることの利点は次のように広範囲に
及びます。

●次の食事やおやつまでエネルギーを保ちます。
バランスの良い食事は持続的にエネルギーをもたらします。たんぱく質を
含んだ食品は空腹感を満たし、食物繊維の多い食品は満腹感を与えます。

●身体と脳にエネルギーを補給します。
朝は身体のエネルギータンクが空っぽになっています。朝食に適切な食品を
食べることで、筋肉と脳が正常に働くためのエネルギーを供給します。

●血糖値の急上昇と急下降を防ぎ、空腹感を減らします。
たんぱく質と健康的な糖質、適切な食物繊維、ビタミン、ミネラルを含むバラ
ンスのとれた食事は、身体全体に持続的なエネルギーを供給し、甘いものや
他の不健康な食品を欲する原因となる血糖値の急上昇と急降下を防いでく
れます。

●１日を通して健康的な食品の選択をサポートします。
よく朝食を抜く人は１日中甘い物や脂っこい物を食べたい衝動が続くこと

調査結果によってわかったこと
１）80％以上の人が誰もが朝食の重要性を理解し、健康的な朝食を摂りたいと思っている
２）朝食では、健康や栄養価よりも、「簡便であること」が優先されてしまう（67％）
３）健康的な朝食を摂ることの障害となっていることは：時間不足（62％）、手間（31％）、めんどう（31％）

「時間も手間もかからず、簡単に出来、美味しく
健康な朝食」が求められています。

パスワード

ハーバライフ・
ニュートリション
独自調査
結果発表！

を経験したことがあるで
しょう。しかし朝食を食べ
ると甘い物への欲求が劇的
に減ります。朝食に適切な
炭水化物、ビタミン、ミネラルと
たんぱく質が含まれていれば、
更に塩辛いものや脂っこい食品へ
の欲求も減る傾向があります。そのため適切な食品を朝食に摂ると１日中不
健康な食品への欲求を減らし、健康的な食品を選択できるようになるのです。

さらに、健康的な朝食をルーティーンにするためのこつをご紹介します。

●15分早く起きる
10人中６人（57%）の日本人は時間不足が健康的な朝食を摂る障害となって
いることが調査でわかったように、毎朝15分早く起きることで、炭水化物、
たんぱく質、脂質、食物繊維、ビタミン、ミネラルのバランスが取れた朝食を
準備することができるでしょう。

● 少量で軽いものからスタートする
調査によると、日本人の 26％は毎日健康的な朝食を摂るために必要な作業
が多く、努力がいると回答しています。日々のルーティーンに健康的な朝食を
取り入れるための大きなステップを踏む代わりに、栄養素が詰まっていて簡単
に消化できる食べ物を少量食べるといった簡単なものから健康的な朝食を
摂る習慣を始めてみてはいかがでしょうか？手始めにたんぱく質、脂質、炭水
化物と基本的なビタミンとミネラルをバランス良く含んだプロテインシェイク
や固ゆで卵とパン、フルーツを摂ってみましょう。

● たんぱく質を摂る
１日の最初の食事に適切な量のたんぱく質を摂ることは、筋肉の健康を保つ
のに必要な栄養素を確保するだけでなく、１日を通してより健康的な食品を
選択するのに役立ちます。また、満腹感をより持続させることによって1日の
摂取カロリーを少なくすることができ、結果として体重を維持できるのです。

健康的な朝食を摂ることは長期的にたくさんの良い結果をもたらすでしょ
う。朝食により健康的な食品と飲料を選択するという小さなステップから始め
ることが大切なのです。そうすることで、毎日健康的な朝食で１日を始めるとい
う習慣を長期的に身に付けることができるでしょう。

ハーバライフ・ニュートリション・アドバイザリー・ボード
ヂェンユー・チェン博士

ヂェンユー・チェン博士は現在、香港中文大学の食品
栄養科学プログラム主任教授と大学院の生命科学学
部長を務めています。また、世界中の栄養学、科学、健康
の分野で活躍するエキスパートから構成されたハーバ
ライフ・ニュートリション・アドバイザリー・ボード
（NAB）のメンバーです。2019年のアジア・パシフィック 
ウエルネス ツアーでは日本の特別スピーカーとして来日
しました。
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