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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

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。

ハーバライフ新聞 Vol.100   2019年７月号
※無断転載および複写を禁じます。 MGG-0968-190701-065SD-01

HERBALIFE News July 2019

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

※詳細のスケジュール等はウィークリー・ハーバライフ等でご確認ください。
※数量限定のため、プレゼントがなくなり次第第１弾は終了します。
※標準希望小売価格は消費税８％を含む希望小売価格です。

製品名

ヘルシーブレックファストセット ： F1 ストロベリー / ハーバルティー オリジナル / アロエドリンク グレープ味

ヘルシーブレックファストセット ： F1 チョコレート /ハーバルティー アップルカモミール / アロエドリンク グレープ味

ヘルシーブレックファストセット ： F1 トロピカル フルーツ / ハーバルティー レモン / アロエドリンク マンゴー味

VP

７９．９０

標準希望
小売価格

￥１７，０９９

451Z

ストック番号

425Z

450Z

2020年ジャパン・スペクタキュラー 開催決定！
国内最大のイベントが2020年もやってくる！ 全国のハーバライフ・ニュートリション・

メンバーが一同に集結します。 今からスケジュールを調整して、是非ご参加ください。

開催日：2020年２月８日（土）・９日（日）　場所：パシフィコ横浜 メインホール
※チケット発売日、スピーカー情報などのお知らせはjp.myherbalife.comにてお知らせいたします。

ハーバライフ・ニュートリションでは、グローバルな銀行との取引契約締結に伴い、
各国が現在開設している口座の見直しを行うこととなりました。ハーバライフ・
オブ・ジャパン株式会社でもこの見直しに伴い、ゆうちょ銀行の振込口座を
2019年９月30日をもちまして閉鎖し、製品代金のお支払いにご利用いただく
ことができなくなります。2019年10月1日以降は、郵便局から製品代金をお支払い
になられる場合、ゆうちょPay-easy（ペイジー）をご利用くださいますようお願い
申し上げます。

ゆうちょPay-easy（ペイジー）をご利用の際は、お振込み手数料が発生します。製品
代金のお支払い時にご負担をお願いしたく、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

朝、目が覚めて一番に何を取っていますか？
一晩眠って空っぽになった後の身体に
いきなり糖質たっぷりのジュースや缶コー
ヒーなどを飲んでいませんか？実は一般的
に市販されているコーヒー飲料には大さじ
２杯弱（約16g）に相当する砂糖が含まれ
ています。空っぽの身体はびっくりしてしま
うでしょう。
そこでおすすめなのが、朝の一杯にハー
バル アロエ ドリンクです。１杯あたり５
kcal以下で糖質・脂質ゼロです。朝の目
覚めの一杯に、朝食と一緒にお試しくだ
さい。

ハーバル アロエ ドリンク
自然の恵みで内側からきれいに
● 一晩眠った後の乾いた身体に水分補給を
● 糖質・脂質ゼロ
●１杯あたり５kcal以下
● すっきり快調に

尚、三菱UFJ銀行、コンビニエンス・ストア、ネットバンキングは引き続きご利用
いただけます。また、各種クレジット・カード（ VISA 、 マスター・カード、 JCB 、 
アメリカン・エキスプレス）につきましては、手数料無料でご利用いただけます。

※収入をお受け取りになられる指定振込先金融機関口座は、引き続き郵便局でも
ご指定いただけます。

ゆうちょ銀行振込口座閉鎖のお知らせ今月のおすすめ製品

毎朝の健康的な水分補給に、
ハーバル アロエ ドリンク

７月下旬
開始予定

2020 SPECTACULAR
FEBRUARY • JAPAN

フレーバー

マンゴー味

グレープ味

ストック番号

1065

1610

内容量

473ml

ボリューム・ポイント

24.95

標準希望小売価格

4,401円

ゆうちょPay-easy（ペイジー）の振込手数料表

ヘルシーブレックファストセットをいずれか１つ購入でハーバライフ・ニュー
トリションロゴ入りグリーンシェイカーと夏にぴったりのイエロークリアバッグを
プレゼント！

450Z

451Z

パーフェクトな１日の始まりは朝食から
今日から３ステップのヘルシーな朝食を始めましょう！

ヘルシーブレックファスト キャンペーン 第１弾

425Z

１～８９１円

８９２～１,８８０円

１,８８１～２,８６９円

２,８７０～９,８３７円

９,８３８～２９,７８３円

２９,７８４～９９,７２９円

９９,７３０～１４９,７６５円

１４９,６７６～２９９,２７０円

２９９,２７１～９９９,１３５円

１０８円

１１９円

１３０円

１６２円

２１６円

２７０円

３２４円

{ （製品代金等 －１５０,０００） × 
０．２５％＋３００ } × 消費税

８６４円

製品代金 郵便局ATM
（キャッシュ・カードをご利用の場合）

郵便局ATM
（現金をご利用の場合）

ATMおよびゆうちょ
ダイレクトでは、一般収
納機関へ現金でのお支
払いの場合、１０万円を
超えるお取引のお振込
みはできません。

イエロー
クリアバッグ ハーバライフ・

ニュートリション
ロゴ入り
グリーンシェイカー
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フォーミュラ1 プロテイン ドリンク ミックス

 ミントチョコレート 
発売プロモーション

みなさん、こんにちは。メンバー・コンプライアンス部です。

３回目からは第１回で取り上げたハーバライフ・ニュートリションのビジネスに関わる基本の

法律をそれぞれ詳しく見ていきましょう。今回はメンバー登録したら独立事業主として必ず守ら

なければならない法律についての１つ「特定商取引法（特商法）」についてです。

【特定商取引法（特商法）】

ハーバライフ・ニュートリションのビジネスは連鎖販売取引※にあたり、特商法の定めるルールの

適用を受けます。その中でも氏名などの明示についてご説明します。

氏名などの明示（第 33条の２）

連鎖販売取引（リクルート）を行うときには、その勧誘に先立って、相手の方に次のような事項を

明らかにしなければなりません。

１．自分の氏名、ハーバライフ・ニュートリションのメンバーであること

２．メンバーへの登録を勧めることが目的であること

３．製品の種類、登録料の負担について

※連鎖販売取引とは

製品を購入して、それを再販する者にボーナスなどの特定利益が得られるとして、登録料などを支

払って会員になるなどの販売システム。

ビジネスのヒント

特定商取引法とは？
第３回

Formula1 Mint Chocolate

今年の夏も大人のミントで、颯爽と
フォーミュラ1 ミントチョコレートを３本お買い上げごとに
「ハーバライフ・ニュートリション ロゴ入りミントシェイカー」を
プレゼント！

フォーミュラ1 
ミントチョコレート３本

ハーバライフ・ニュートリション
ロゴ入り ミントシェイカー

標準希望小売価格：18,378円
ボリューム・ポイント：60VP　
セット内容： フォーミュラ1 ミントチョコレート３本、

ハーバライフ・ニュートリションロゴ入りミントシェイカー、
ミニレシピブック 

■プロモーション概要
フォーミュラ1 ミントチョコレートを３本お買い上げごとにハーバライフ・ニュートリション ロゴ入り

ミントシェイカー１つとミニレシピブック１冊をプレゼント。 数量限定のプロモーションです。ご注文

はお早めに！

■ご注文方法
オンライン：jpMyHerbalife.com 電話：0120-956-253 オプション①

■ご注意
•詳細のスケジュール等はウィークリー・ハーバライフ等でご確認ください。

• 数量限定につき、販売予定数量に達し次第終了となります。

• 標準希望小売価格は消費税８％を含む希望小売価格です。

2019年
６月21～23日
日 程

エクストラバガンザ in 香港 開催レポート

ハーバライフ・メンバー・パック（HMP）フレーバー変更のお知らせ
７月８日（月）９時より、チョコレート味が入ったHMPの販売が開始となります。また、それに伴いフォー

ミュラ１バニラ味が入ったHMPの販売が終了し、ストック番号も変更となります。尚、価格の変更はござい

ません。大人気のチョコレート味のHMPをぜひご活用ください。

ストック番号 製品名／詳細 スケジュール

H186

H187

フォーミュラ１チョコレート味入りHMP ―　オリジナルバッグ

フォーミュラ１チョコレート味入りHMP ―　ハーバライフ スキンバッグ

７月８日（月）
９時販売開始

ストック番号 製品名／詳細 スケジュール

6825

H924

フォーミュラ１バニラ味入りHMP ―　オリジナルバッグ

フォーミュラ１バニラ味入りHMP ―　ハーバライフ スキンバッグ

７月８日（月）
９時までで
販売終了

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

【販売開始】　標準希望小売価格：6,048円

【販売終了】

７月下旬
発売予定

ハーバライフ・ニュートリション、アジア最大のイベント『エクストラバガンザ2019』、アジア・パシ

フィック地域の14カ国から約18,500人のメンバーが集い、大盛況のうちに開催されました。

北アジアと東南アジアのハーバライフ・メンバーが集い、各ブースでの交流やリーダーシップトレー

ニングなど、このイベントでなければ得られない貴重な洞察と体験を共有しました。20日～21日の

両日に渡って会場は各国からのハーバライフ・メンバーの熱気に満ち、「世界を、より健康に、ハッピー

に」というハーバライフ・ニュートリションのミッションの実現に向けてさらなる確信を強めました。

ハーバライフ・
ニュートリションの
ディストリビューターを
していて、その製品の
話をしたいの。




