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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
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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。

ハーバライフ新聞 Vol.99   2019年６月号
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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

梅雨の晴れ間は要注意！
熱中症対策には
CR7ドライブを！

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

● 価  格

発売日、プロモーションの詳細はウィークリー・ハーバライフ等でご確認ください。

小数点以下の金額が本社システムの都合により、繰り上げ若しくは繰り下げられ、数円単位で製品金額が変わる場合
がありますので、予めご了承ください。

※標準希望小売価格は消費税８％を含む希望小売価格です。

ご 注 意
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運動中に失われた電解質と水分を効率よく補給。
熱中症対策にも。

標準希望小売価格：5,667円
ボリューム・ポイント：24.90

ストック番号：1463

６月には全国的に梅雨入りし、じめじめと雨の日が続きます。この時期

から熱中症患者が増え始め、梅雨の合間の晴れの日には特に熱中症の

予防が大切です。この時期はまだ身体が暑さに慣れておらず、上手に

汗をかくことができずに体温をうまくコントロールできません。

そのため、梅雨の時期からのどが渇いていなくても、意識的にこまめに

水分をとるようにしましょう。特にスポーツドリンクなどの電解質や

糖分を含む飲料は水分が身体へスムーズに吸収されます。ハーバ

ライフ24  CR7 ドライブには電解質と糖分が含まれ、効率のよい水分

補給をサポートします。日々の熱中症対策に是非CR7 ドライブを活用

しましょう。

子ども、高齢者、屋外で働く方、高温の環境で働く方、運動する方

品質保持のため、６月３日（月）～９月30日（月）の期間中プロテイン

バーはクール便にてお届けいたします。本期間中はプロテインバー

はオンラインでのご注文は中止となり、電話注文でのみ承りますので

恐れ入りますがご了承ください。

また、ご注文のボリューム・ポイントに応じた割引率をご利用いただく

にあたり、お電話でご注文の際に必ずその旨をお知らせ下さい。ご申

告がない場合は、正しい割引率の計算ができない場合があります。

【クール宅配便でのお届けについて】
● 対象製品：プロテインバー（バニラアーモンド、シトラスレモン）

● クール便による注文期間：

　 夏季期間（ご注文日：６月３日（月）～９月30日（月））

● 配送料：1口  1,500円（税込）
※１注文ごとにプロテインバーのみ
　 10 箱までご注文いただけます。
　他の製品とは別送となります。

● 注文方法：電話注文のみ

　 0120-956 -253

プロテインバー夏季期間の配送方法について

クール宅配便による
注文期間：
　６月３日（月）
　　～９月30日（月）

配送料：1,500円（税込）

こんな人は特にこまめな水分補給が必要です！

今月のおすすめ製品 お知らせ

６月下旬
発売予定

モイスチャライジング シャンプー
ストック番号：2564 
内容量：250ml 

発売と同時にステキなバッグがもらえる
プロモーションを実施予定。お楽しみに！

モイスチャライジング コンディショナー
ストック番号：2565 
内容量：250ml 

ご注文はお電話で！
（オンライン注文不可）

待望のハーバル アロエ モイスチャライジング
シャンプー＆コンディショナー新発売！！

フレッシュグリーンの香り
植物性の保湿成分配合でうるおってしなやかな髪へ

出典：消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/）
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みなさん、こんにちは。メンバー・コンプライアンス部です。

２回目はハーバライフ・ニュートリションのビジネスを広げるのに欠か

せないスポンサリング活動についてです。スポンサリング活動における

基本のルールを身につけて正しくビジネスを行いましょう。

基本ルール

① アポイントをとるときは目的をはっきり伝えましょう。
アポイントの際に守らなければならないルールがあります。それは相手

の方に必ず事前に必要な情報を伝え、相手の同意を得ることです。

たとえば、「食事をしない？」や「フィットネスサークルに参加しない？」な

どはNGです。「ハーバライフ・ニュートリションの製品を紹介したい」な

どと目的をはっきり伝えましょう。

「目的を告げない勧誘」は特定商取引法で禁止されています。

②相手を不安にさせる行為は「威圧・困惑」として禁止行為
にあたります。

製品やビジネスへの想いが強すぎて、相手を困惑させては信頼関係は

築けません。たくさんの仲間で取り囲んだり、長時間引き留めたりする行

為は特定商取引法「威圧・困惑」の禁止行為に当たります。常に相手の

立場にたち、相手を尊重しましょう。

今回で第 10 回を迎えるアジア・パシフィック・ウエルネスツアーは

５月18日（土）東京及び福岡サテライト会場、５月19日（日）名古屋

で行われ、合計700名以上の方にご来場いただきました。食品および

栄養科学のエキスパートとして第一線で活躍されているチェン博士

より、ハーバライフ・ニュートリションの栄養哲学、健康的な朝食に

ついて、調査データや具体的な例を織り交ぜながらわかりやすく

解説してくださいました。来場されたメンバーやゲストの方々は熱心

にノートをとりながら、ここだけでしか聞くことができないチェン

博士の話に熱心に耳を傾けていました。

１. ハーバライフ・ニュートリションの栄養哲学
● 栄養哲学の３つの柱：バランスのとれた栄養、ヘルシー  アクティブ

ライフスタイル、一人ひとりにあったプログラム

● バランスのとれた栄養は「９+１」の要素で構成。

「９」とは、摂取エネルギーに対して炭水化物40%、脂質30％以下

（その内飽和脂肪 10%以下、オメガ３適量）、たんぱく質 30％以

下、食物繊維 25g、水分補給、そしてアクティブライフスタイルと

休養。

「１」は健康的な飲み物としてティーをとること。

● バランスの良い栄養がもたらす効果 : 理想的な体重、健康的な

肌、関節、脳と心臓、腸内環境など様々な効果をもたらす。

● 栄養摂取量はバランスがキー。多すぎても少なすぎてもNG。

● １日３食バランスの取れた栄養素を摂取することで慢性疾患を

予防できる。

２.なぜ３回の食事が必要なのか？
● 人間が食事をとるメカニズムに「視床下部」が大きく関わっている。

● 視床下部は腸、胃、脂肪細胞、すい臓などと連絡を取り合い、食事

を取るという行動をコントロールする。

● １日３食とることで、視床下部とこれらの臓器の連携がうまく

取れるようになる。

● 視床下部と各臓器との「対話」は５～10 分の時間差があるため、

１回の食事量は 70％（腹８分目）が良い。

● 満腹度 100％の食事 ＝ 「食べ過ぎ」を意味する。

３. 健康的な朝食とは？
● アジア・パシフィック地域で実施された朝食に関するアンケート

より、日本人で毎日朝食を取っているのは、たったの 57％。

アジア・パシフィック 
ウエルネスツアー 2019レポート

５月18日（土）  ベルサール飯田橋駅前、福岡サテライト会場東  京

特別ゲストスピーカー

名古屋５月19日（日）  デザインホール

WELLNESS TOUR
     2019

世界のトップリーダーからハーバライフ・ニュートリション・ビジネスを学ぶ準備はできましたか？
このアジア最大のイベントを活用して、ビジネスに弾みをつけましょう。

アジェンダ　 ※詳細のアジェンダはjp.myHerbalife.co.jpでご確認ください。

2019年６月21～23日

いよいよエクストラバガンザ in 香港 開催！

イベント日程

スペシャルゲストスピーカー

ジョナサン・ ロドリゲス＆
イザベル・ルイズ  
 （チェアマンズ・クラブ）

ルイジ・グラットン博士  
 M.D., M.P.H. 副社長

ジョン・アグノビ 
 プレジデント
兼チーフ・ヘルス＆
ニュートリション・オフィサー

③ メンバー登録、注文手続きは本人が行いましょう。
ハーバライフ・ニュートリションのビジネスについて理解してもらった

上で、登録や発注は必ず本人にご手続きをしてもらいましょう。親切

心から代わりに手続きしてしまうと、後 ト々ラブルの原因になります。契約

後もお互いに良好な関係を保つためには、相手の方が十分に理解し、

納得をした上でビジネスを始めることが大切です。

④栄養補助食品や化粧品は医薬品医療機器等法を守って
販売しましょう。

栄養補助食品はあくまで食品で薬ではありません。医薬品のような効果・

効能を伝えることは医薬品医療機器等法で禁止されています。

例えば、「がんが治った」「疲れがとれる」など病気の治療や治癒、体の不

調の改善を示すような表現、「免疫力を高める」「血液がさらさらになる」

など身体の機能が改善するような表現は禁止されています。

⑤ソーシャルメディア、ネット広告などによる不特定多数に向
けた勧誘や広告・宣伝は禁止されています。

フェイスブックやツイッター、インスタグラム、ブログなどの勧誘や宣伝は

これにあたります。また、ソーシャルメディアを通じて知り合った方にハー

バライフ・ニュートリションのビジネスや製品を紹介する場合にも、必ず

事前に目的を伝えましょう。

ビジネスのヒント

● 毎日朝食を取らない理由として「食べる時間がない64％」「空腹を

感じない41％」「朝食作りは手間がかかる18%」「ダイエット中で

朝食を抜くのが一番簡単だから９%」がある。

● 厚生労働省による朝食の欠食率は、男性 15.0％、女性 10.2％。

男女ともに 20 代で最高で男性 30.6％、女性 23.6％。

● 理想的な１日の食事の量の摂り方は、朝食：昼食：夕食＝３：４：３
● 健康的な朝食は、高たんぱくでカロリー控えめ、食物繊維と

水分がしっかりと含まれているものがよい。

● たんぱく質の摂り方は、筋合成を円滑に行うために各食事で

同じぐらいの量（20g 以上）を摂るようにする。アンバランスに

朝昼少なく、夜多く摂取するのはあまりよくない。

● 朝の水分補給はとても重要。それは私たちの体は一晩で 450ml

の水分を失い、脱水状態になるから。

● 朝の水分補給は消化管の準備をし、腸内環境を整える。

● ハーバライフ・ニュートリションがおすすめするのは朝食の「３杯」

▷ １杯目「ハーバル アロエ コンセントレート」 ：アロエベラと
カミツレ花エキスが配合されている。健康的な水分補給に。

▷ ２杯目「フォーミュラ 1 プロテイン ドリンク ミックス」：１杯
あたりカロリーは90kcalで、たんぱく質９g、10種類のビタミン・

ミネラル、食物繊維を含む。低 GI 食品。毎日フレーバーを

変えて楽しむことができる。

▷ ３杯目「ハーバル ティー コンセントレート」：１杯あたり４～
７kcal で、緑茶エキス、紅茶エキス、カルダモン種子エキス、

ハイビスカスの花をバランスよく配合。活力のある１日の

スタートに。

この３杯は、忙しい朝に手軽にとれる健康的な朝食としておすすめ

である。

講演キーノート
ヂェンユー・チェン博士（香港栄養大学 生命科学研究科 学部長）

ヂェンユー・チェン博士（香港栄養大学 生命科学研究科 学部長）

食品及び栄養科学の専門家から学ぶハーバライフ・ニュートリションの栄養哲学とヘルシーブレックファスト

スポンサリングでやってはいけないことを
知っておきましょう！

第２回

チケットは好評につき完売しました。
当日券はございませんのでご了承ください。

６月20日（木）
2：00PM - 7：00PM

６月21（金）
8：00AM - 7：00PM

６月22日（土）
7：30AM - 5：30PM

６月23日（日）
8：00AM - 5：00PM

プレジデント・チーム レジストレーション
エキスポ ／グッズ販売 ／ 製品販売 ／ HNF

ジェネラル レジストレーション

ジェネラル トレーニング

シェイクバー

プレジデント・チーム 
フレッシュスタート ブレックファスト

フューチャー・チェアマンズ・クラブ・
フォーラム／フレッシュスタート 
ブレックファスト／ランチョン

プレジデント・チーム ミーティング

達成者パーティー
ニュートリション・クラブ セッションリーダシップトレーニング＆レジストレーション

 マイケル・ジョンソン 
 チェアマン兼CEO 


