
HERBALIFE News
2019年11月号  2019年11月１日（金）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1,210円（税込）、
スーパバイザー以上が8,250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

ひとつ上の健康習慣へ
さわやかな毎日のために
NOフォーミュラ＊がサポートします

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。
＊NOはナイトワークオリジナルの略です。

Niteworks® 
for a Beautiful 
Day to Start

ナイトワークスⓇ

ストック番号：１１５８
標準希望小売価格：１０,９００円
ボリュームポイント：３０.００
内容量：３００g

2020年にハーバライフ・ニュートリションは創立40周年という特別な

年を迎えます。

1980年の創立から40年を経て、人々の生活をよりよいものにすることを

ミッションに、世界90カ国以上に展開するまでに成長いたしました。

これもメンバーの皆さまによる日々の献身的な努力があってこそ成し得る

ことができたことと、ハーバライフ・ニュートリションを代表して深く感謝

申し上げます。

さて、2020年はもう1つ東京でスペシャルなスポーツイベントがあります。

ハーバライフ・ニュートリションがグローバルで応援する世界中の素晴

らしいアスリートが東京に集結し、大きな舞台で活躍する場面を見る

ことができるでしょう。これはハーバライフ・ニュートリションが推奨する

ヘルシーアクティブライフスタイルとそれを実現するコミュニティを

広めていく絶好のチャンスでもあります。

STSやハーバライフデーなどのイベントやミーティングや日々のコミュ

ニケーションを通じて、メンバーの皆さまのエネルギーにいつも感銘を

受けています。そしてその勢いが2020

年のこの40周年というこの素晴らしい

年に向けて、さらにパワーアップする

ことを確信し、これからも社員一丸と

なって皆さまをサポートして参ります。

引き続きご愛顧を賜りますよう、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

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

ハーバライフ・ニュートリションは今年も東京ランフォーザキュアを応援

します。イベントまで少しでも身体を動かすことを習慣にして、当日は

元気に楽しくチーム ハーバライフ全員で日比谷の街を走りましょう！

東京ランフォーザキュア
ウォークフォーライフ2019

ハーバライフ・ニュートリション
創業40周年にあたり

開催日：2019年11月30日（土）

集合場所/
時間

スケジュール

種目/コース

東京ランフォーザキュア
日比谷公園内のハーバライフ ブースにお越しください。

９：００amより受付開始。
※受付スタッフにQRコードが印字されているチケットをご提示ください。

９：００ 受付開始（日比谷公園噴水広場） 
９：３０ イベントスタート
 ラン＆ウォーク 
１３：００ 閉会式

５K ＆10Kラン ／３Kウォーク

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
　ラン・ウォーク終了後、日比谷公園に戻りお食事をお楽しみください。
　※フードトラックでのお食事・ドリンクの販売あり
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【ご注意】
● スケジュールは変更する場合があります。詳細はウィークリーハーバライフ等でご確認下さい。
● ハーバライフ・ニュートリションでのイベント参加申込みの受付は終了しましたが、当日ランフォーザ
キュアファンデーションで当日受付はございます。

● 雨天決行です。雨天の場合は、各自雨具をご用意ください。
● 着替え場所はありませんので、あらかじめ動きやすい格好でお越し下さい。
●日比谷公園噴水広場にクロークエリアを設けておりますが、貴重品は各自で管理し、盗難や紛失
に十分ご注意ください。（主催者及びハーバライフは一切の責任を追いません）

● 日比谷公演噴水広場内で、10台ほどのフードトラックが出店しており、様々なお料理をお楽しみ
いただけます。ご購入いただくお食事とお飲み物の売り上げの一部は乳がん啓発活動の寄付金と
して活用されますので、ふるってご利用ください。

RUN FOR THE CUREについて
ラン・フォー・ザ・キュア・ファンデーション（RFTC：乳がん
早期発見啓発活動推進協議会）は教育・啓発活動、定期
検診の促進および治療を通じ、日本において乳がんが
生命を脅かす疾患ではなくなることを使命とし活動を
しています。 

12：00よりハーバライフの
ブースにお集まりください。
写真撮影を行います。

写真撮影後にラン＆ウォークの
参加賞としてプロテインバーを
プレゼント！ 是非ブースに
お集まりください。

今年はハーバライフ ブースで抽選会もあります！



スポンサーにも左記の
オリジナル コルクコースターセットをプレゼント！

さらに！！
特典２
150 PPV以上
購入で
プレゼント!

特典１
年　間

登録更新料が
無 料 !
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８月１日から 10 月 31 日に渡ってウエルネス チェック 

チャレンジ 10,000 が全国各地で実施され、たくさんの

メンバーの方が積極的に活動した結果、９月下旬には

目標の10,000人を見事達成しました。ウエルネスチェック

チャレンジを実施し、計測人数を達成された方には

オリジナルグッズを順次発送いたしますので、お楽しみ

に！（ロゴ入りパーカーは 12 月上旬から発送予定）

チャレンジは10月末で終了しましたが、今後もたくさんの

方にお声掛けし、ハーバライフ・ニュートリションの輪

を広げましょう。

ウェルカムバック キャンペーン 2019 ニュー メンバー プロモーション

例：2019年10月10日に登録した場合初回

150PPV以上のご注文は同月内の2019年10月31日迄です
※再活動手続後の初回のご注文で、且つ1回に150PPV以上のご注文に限ります。

※ご注文の際は必ずオペレーターに「ウェルカムバック キャンペーン」と

お伝えいただくよう、ダウンラインメンバーへお伝えください。

◆ オンライン注文　jp.MyHerbalife.com
◆ 電話注文　0120-956-253（オプション①）

メンバーサービス 0120-956-253（オプション①）
月曜～金曜 9:00～17:30 （祝日、年末年始は休業）

※電話注文の際は、必ずオペレーターへ「ニューメンバー プロモーション」とお伝え下さい。 
※新規メンバー登録後の初めてのご注文で、且つ１回で150PPV以上のご注文に限ります。

※電話注文の場合、オペレーターに必ず「ニューメンバープロモーション」とお伝えいただくと、

ご注文製品と一緒にお送りします。

※プレゼントはお一人様１回に限ります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※オンライン登録をサポートし、プロモーションを達成された新規メンバーをもつスポンサーに

もオリジナルコルクコースターセットをプレゼントいたします。

※電話注文の場合、オペレーターへ「ウェルカムバック キャンペーン」とお伝えいただくと、

ご注文製品と一緒にお送りします。

※プレゼントはお一人様1回に限ります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※メンバーシップが無効のダウンラインメンバーの個人情報は会社が提供するものでは

ありません。ご自身でご確認ください。

※年間登録更新料とは、メンバーシップ登録をご継続いただくために登録申請書が受理された

期日を基準に1年毎にお支払いただくものです。　　　　　　　　　　　　

年間登録更新料が無料の期間を利用して、
ダウンラインの活動再開をサポートをしましょう！

知らないと損！ 新規メンバーだけのギフトチャンスを
お伝えしましょう！

オリジナル コルク
コースターセット

ウエルネス チェック チャレンジ10000全国で実施、見事10,000人の目標を達成
しました！ おめでとうございます！

対象期間：2019年10月～2019年12月
対 象 者：年間登録更新料をお支払いされていないため、一時的にメン

バーシップ登録が無効の方
内　　容：メンバーシップ登録の再活動手続きをしていただくと、2019年

度分の年間登録更新料を無料にいたします。さらに、再活動
手続きをした「同月内に1回のご注文で150PPV以上」の製品
購入をしていただいた方へ、「オリジナルコルクコースター
セット」をプレゼント！

対 象 者：2019年10月1日～2019年12月31日に
新規メンバー登録をされた方

対象期間：新規メンバー登録日と同月内

内　　容：初めてのご注文で、且つ1回のご注文が150PPV以上の

製品購入をされた方へ「オリジナル コルクコースター

セット」をプレゼント！

詳細については jpMyHerbalife ＞ イベント＆プロモーション ＞ ウエルネスチェックチャレンジページを

ご覧ください。

メジャー スマホリング ロゴ入りパーカー

30人
計測

10人
計測

50人
計測

計測15,322 人達成！（10/23 時点）
期間中にウエルネスチェックを行い、計測人数を達成した方にオリジナルグッズをプレゼント！

ビジネスのヒントハーバライフ・ニュートリションビジネスで大切なこと第７回

今月のおすすめ製品

※標準希望小売価格は消費税８％を含む希望小売価格です。

朝、洗面所の鏡に映った自分の顏にがっかりすることはないですか？

顏についた枕の跡がいつまでも残っていたりと、年齢を感じる日も

あるのではないでしょうか。これは年齢と共に減少するコラーゲン

が原因の一つだといわれています。そこでおすすめなのが、SAコラー

ゲン リニューです。SAコラーゲン リニューには若々しさをサポート

するフィッシュコラーゲンペプチドだけでなく、年齢に左右されない

美しさを保つための成分パフィアやツボクサを始め、たくさんの

美容成分を配合しています。

いつまでもベストな私でいるために、是非毎日の習慣にSAコラー

ゲン リニューを取り入れてみてください。

年齢とともに減少するコラーゲン
毎日のキレイを保つ SAコラーゲン リニュー

SAコラーゲン リニュー
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：3170

※2019年10月24日（木）より、SAコラーゲン リニューはよりお買い求めしやすい価格に
　変更しました。

ハーバライフ・ニュートリションビジネスの基本は、お客さまとメンバーのあなた、そしてアップラインやダウンライン
といったメンバー同士の人間関係です。人と人とのつながり、すなわちコミュニケーションにおいて相手の方を思い
やる気持ちを持ちながら、誠実に向き合うことが重要です。信頼関係を守るためにも法律やルールを守って、誠実に
行動しましょう。

＜ハーバライフ・ニュートリションビジネスについてよくある質問とその答え＞
Q.1 お客さまになっていただきたい方にハーバライフ・ニュートリション製品をご紹介する時、必ずしなければなら
ないことはなんですか？

A.1 あなたがハーバライフ・ニュートリションメンバーであること、氏名、製品をご紹介する目的をお伝えしましょう。
これは法律上の明示義務として定められています。また、お客さまに製品をご購入いただいた時には、領収書の
書面交付と返品方法を必ずご案内しましょう。

Q.２ ハーバライフ・ニュートリション製品とビジネスに興味がある方と初めてお話する際、最初に何を伝えなければ
なりませんか？

A.２あなたがハーバライフ・ニュートリションメンバーであること、氏名、このビジネスが特定商取引に関する法律に
定義される「連鎖販売取引」にあたること、ハーバライフ・ニュートリションをご紹介する目的をお伝えし、概要
書面（ストック番号＃6246）を必ずお渡ししましょう。その際、メンバーになる場合は①特定負担である HMP
（ハーバライフ・メンバー・パック ストック番号H186、H187、5452）の購入と年間登録更新料のお支払いが発生
すること、②クーリングオフについてご説明し、収入や製品についても正しくご理解いただくようにしましょう。
「登録すると安く買えるのよ」などのように、連鎖販売取引であることを告げず、必要な説明を行わないで登録を
促すことは特定商取引法が禁じる「不実の告知」または「重要事項の不告知」であるとして法律違反の処罰対象
となります。

Q.３ ハーバライフ・ニュートリションはネットワークビジネスと聞きましたが、メンバーが守らなければならない法律は
何ですか？

A.３ハーバライフ・ニュートリションのビジネス形態は特定商取引法に定義された「連鎖販売取引」と「通信販売取引」
に該当しますので、特定商取引法に定められた事項を守る必要があります。その他にも製品のご紹介や体験談を
お伝えする時は薬機法、景品表示法、健康増進法に従って正しくビジネス活動を行いましょう。

ツボクサ

パフィア


