
卸売価格一覧  2019年10月1日改訂版

ストック
番号

品名 VP 製品価格 収益価格 標準小売価格
メンバー
割引価格

25%

シニア・コンサルタント
割引価格

35%

サクセス・ビルダー
プロデューサー

割引価格
42%

スーパバイザー
割引価格

50%

0356 フォーミュラ1 プレーン 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

0118 フォーミュラ1 バニラ 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

0119 フォーミュラ1 チョコレート 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

0120 フォーミュラ1 ストロベリー 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

0123 フォーミュラ1 トロピカルフルーツ 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

1029 フォーミュラ1 クッキー＆クリーム 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

1634 フォーミュラ1 オレンジ クリーム 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

1486 フォーミュラ1 ミントチョコレート 20.00 ¥5,621 ¥5,253 ¥6,126 ¥4,710 ¥4,142 ¥3,746 ¥3,292

3114 フォーミュラ２
ハーバルブレンドアドバンス 9.00 ¥2,568 ¥2,400 ¥2,799 ¥2,151 ¥1,892 ¥1,710 ¥1,503

3122 フォーミュラ３
ビタミン・ミネラルアドバンス 10.00 ¥2,689 ¥2,513 ¥2,931 ¥2,254 ¥1,982 ¥1,793 ¥1,576

0077 トータル スリム 32.95 ¥8,762 ¥8,189 ¥9,550 ¥7,341 ¥6,457 ¥5,838 ¥5,130

0242 パフォーマンス プロテイン パウダー 17.95 ¥3,650 ¥3,411 ¥3,978 ¥3,058 ¥2,689 ¥2,431 ¥2,138

0258 プロテインバー
バニラアーモンド味 14本入/箱 7.70 ¥2,343 ¥1,314 ¥2,554 ¥2,200 ¥2,057 ¥1,958 ¥1,844

0260 プロテインバー
シトラスレモン味 14本入/箱 7.70 ¥2,343 ¥1,314 ¥2,554 ¥2,200 ¥2,057 ¥1,958 ¥1,844

0106 ハーバル ティー コンセントレート
オリジナル 34.95 ¥6,028 ¥5,634 ¥6,570 ¥5,051 ¥4,442 ¥4,017 ¥3,530

0188 ハーバル ティー コンセントレート
レモン 34.95 ¥6,028 ¥5,634 ¥6,570 ¥5,051 ¥4,442 ¥4,017 ¥3,530

基本アイテム　※軽減税率（８％）対象品目です

ウエイトマネージメント　※軽減税率（８％）対象品目です

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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0759 ハーバル ティー コンセントレート
アップルカモミール 34.95 ¥6,028 ¥5,634 ¥6,570 ¥5,051 ¥4,442 ¥4,017 ¥3,530

0762 ハーバル ティー コンセントレート
ハニー ジンジャー51g 19.95 ¥3,447 ¥3,222 ¥3,757 ¥2,889 ¥2,540 ¥2,297 ¥2,018

0103 ファイバーボンド 15.75 ¥5,488 ¥5,129 ¥5,982 ¥4,598 ¥4,044 ¥3,657 ¥3,214

0111 セルロス 15.75 ¥5,015 ¥4,687 ¥5,466 ¥4,202 ¥3,697 ¥3,341 ¥2,938

0080 トリプル ヘルス ドリンク 10本/箱 20.00 ¥5,227 ¥4,652 ¥5,698 ¥4,443 ¥3,941 ¥3,589 ¥3,187

0100 トリシールドプラス 35.50 ¥9,621 ¥8,992 ¥10,486 ¥8,061 ¥7,090 ¥6,410 ¥5,633

1158 ナイトワークス 30.00 ¥10,000 ¥9,346 ¥10,900 ¥8,379 ¥7,369 ¥6,663 ¥5,855

0065 ハーバライフライン 25.75 ¥7,676 ¥7,174 ¥8,366 ¥6,432 ¥5,656 ¥5,114 ¥4,494

4290 ライフサポートセット（トリシール
ド、ナイトワークス、ライフライン） 91.25 ¥27,297 ¥25,512 ¥29,755 ¥22,872 ¥20,117 ¥18,188 ¥15,984

0555 【欠品中】ハーバフレックス アドバン
ス 20.90 ¥6,402 ¥5,983 ¥6,978 ¥5,364 ¥4,718 ¥4,266 ¥3,750

0174 エクストラカル 10.25 ¥2,248 ¥2,101 ¥2,450 ¥1,884 ¥1,657 ¥1,498 ¥1,317

3170 SA コラーゲン リニュー 10本/箱 25.50 ¥7,715 ¥7,210 ¥8,409 ¥6,465 ¥5,686 ¥5,141 ¥4,518

1394 ハーバルガーデン 27.40 ¥7,284 ¥6,808 ¥7,940 ¥6,104 ¥5,368 ¥4,854 ¥4,266

1065 ハーバルアロエドリンク　マンゴー味 24.95 ¥4,037 ¥3,654 ¥4,401 ¥3,416 ¥3,021 ¥2,744 ¥2,429

1610 ハーバルアロエドリンク　グレープ味 24.95 ¥4,037 ¥3,654 ¥4,401 ¥3,416 ¥3,021 ¥2,744 ¥2,429

1829 シンプル　プロバイオティクス 20.45 ¥5,353 ¥5,003 ¥5,835 ¥4,485 ¥3,945 ¥3,567 ¥3,135

2864 アクティブファイバーコンプレックス
（ふじりんご味） 22.95 ¥6,613 ¥6,180 ¥7,209 ¥5,541 ¥4,874 ¥4,406 ¥3,873

ターゲットニュートリション　※軽減税率（８％）対象品目です

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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0124 エヌ・アール・ジー 14.15 ¥4,651 ¥4,347 ¥5,069 ¥3,896 ¥3,427 ¥3,098 ¥2,723

1412 フォーミュラ１ スポーツ 41.60 ¥9,200 ¥8,406 ¥10,028 ¥7,762 ¥6,854 ¥6,218 ¥5,492

1459 リビルト ストレングス 54.75 ¥9,800 ¥8,696 ¥10,682 ¥8,336 ¥7,396 ¥6,740 ¥5,988

1463 CR7 ドライブ 24.90 ¥5,200 ¥4,554 ¥5,667 ¥4,440 ¥3,947 ¥3,603 ¥3,210

0765 SKIN モイスチャー リッチ クレンザー
洗顔料 16.75 ¥4,051 ¥3,786 ¥4,498 ¥3,457 ¥3,040 ¥2,749 ¥2,416

0766 SKIN ポリシッング シトラス クレンザー
洗顔料 16.75 ¥4,051 ¥3,786 ¥4,498 ¥3,457 ¥3,040 ¥2,749 ¥2,416

0767 SKIN スキン コンディショニング トナー
化粧水　50ml 12.70 ¥3,072 ¥2,871 ¥3,411 ¥2,621 ¥2,305 ¥2,084 ¥1,832

0891 SKIN スキン コンディショニング トナー
化粧水　150ml 32.30 ¥7,834 ¥7,321 ¥8,698 ¥6,684 ¥5,879 ¥5,314 ¥4,671

0768 SKIN エッセンシャルセラム　美容液 37.70 ¥9,116 ¥8,520 ¥10,121 ¥7,779 ¥6,842 ¥6,186 ¥5,436

0769 SKIN デイリーグロウ モイスチャライ
ザー 保湿クリーム（朝昼用） 28.40 ¥6,868 ¥6,419 ¥7,625 ¥5,859 ¥5,153 ¥4,659 ¥4,095

0899 SKIN プロテクティブ モイスチャライ
ザー SPF 30/PA+++ 日中用乳液 28.40 ¥6,868 ¥6,419 ¥7,625 ¥5,859 ¥5,153 ¥4,659 ¥4,095

0774 SKIN リプレニッシング ナイトクリーム
保湿クリーム（夜用） 28.40 ¥6,868 ¥6,419 ¥7,625 ¥5,859 ¥5,153 ¥4,659 ¥4,095

0770 SKIN ファーミング アイジェル 目元用
ジェル（朝昼用） 26.35 ¥6,372 ¥5,955 ¥7,074 ¥5,436 ¥4,782 ¥4,323 ¥3,799

0771 SKIN ハイドレイティング アイクリーム
目元用クリーム（夜用） 26.35 ¥6,372 ¥5,955 ¥7,074 ¥5,436 ¥4,782 ¥4,323 ¥3,799

0772 SKIN インスタント リビール ベリースク
ラブ スクラブ洗顔 13.10 ¥3,168 ¥2,961 ¥3,517 ¥2,703 ¥2,377 ¥2,149 ¥1,889

0773 SKIN ピュリファイング ミントクレイマ
スク クレイマスク 14.20 ¥3,435 ¥3,210 ¥3,814 ¥2,932 ¥2,579 ¥2,331 ¥2,048

エナジー＆フィットネス　※軽減税率（８％）対象品目です

パーソナルケア

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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1492 SKIN ベーシックセット
普通～乾燥肌用 （4製品） 86.25 ¥20,859 ¥19,495 ¥23,158 ¥17,797 ¥15,653 ¥14,151 ¥12,436

1496 SKIN ベーシックセット
普通～脂性肌用 （4製品） 86.25 ¥20,859 ¥19,495 ¥23,158 ¥17,797 ¥15,653 ¥14,151 ¥12,436

1494 SKIN アルティメット・セット
普通～乾燥肌用　（9製品） 203.95 ¥49,322 ¥46,096 ¥54,759 ¥42,083 ¥37,012 ¥33,463 ¥29,406

1498 SKIN アルティメット・セット
普通～脂性肌用　（9製品） 203.95 ¥49,322 ¥46,096 ¥54,759 ¥42,083 ¥37,012 ¥33,463 ¥29,406

3091 SKIN メンズ・ビギナー・セット
普通～脂性肌用　（3製品） 57.85 ¥13,991 ¥13,076 ¥15,533 ¥11,937 ¥10,498 ¥9,492 ¥8,341

0493 エブリデイ スージング
ボディー ウォッシュ 全身用洗浄料 12.95 ¥2,634 ¥2,462 ¥2,924 ¥2,246 ¥1,975 ¥1,786 ¥1,569

0379 エブリデイ スージングジェル
保湿スキンジェル 9.00 ¥1,719 ¥1,607 ¥1,909 ¥1,467 ¥1,291 ¥1,166 ¥1,026

0378 エブリデイ スージング
ハンド＆ボディローション 9.00 ¥1,719 ¥1,607 ¥1,909 ¥1,467 ¥1,291 ¥1,166 ¥1,026

2564 モイスチャライジング シャンプー 8.30 ¥1,816 ¥1,697 ¥2,016 ¥1,551 ¥1,364 ¥1,233 ¥1,084

2565 モイスチャライジング コンディショ
ナー 8.30 ¥1,816 ¥1,697 ¥2,016 ¥1,551 ¥1,364 ¥1,233 ¥1,084

299A タブレット・ボックス (小)
透明グリーン 10個 1.15 ¥1,653 ¥1,545 ¥1,835

305A タブレット・ボックス (中)
透明グリーン 5個 1.05 ¥882 ¥824 ¥979

8779 タブレット・ボックス (長）
透明グリーン 5個 1.50 ¥2,865 ¥2,678 ¥3,182

8780 タブレット・ボックス (特大)
透明グリーン 1個 1.05 ¥1,212 ¥1,133 ¥1,345

314A タブレット・クラッシャー
直径5cm　高さ8.2cm 0.45 ¥358 ¥335 ¥397

706A フォーミュラ１ 携帯用ケース 1個 0.10 ¥104 ¥97 ¥115

302A フォーミュラ１ 携帯用ケース 10個 0.90 ¥992 ¥927 ¥1,101

プロモート製品

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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8168 フォーミュラ１ 携帯容器  5個 0.75 ¥717 ¥670 ¥797

295A シェーカー1個 0.33 ¥273 ¥255 ¥303

296A シェーカー5個セット 1.65 ¥1,323 ¥1,236 ¥1,468

384A H24　シェーカー1個 1.50 ¥1,100 ¥1,027 ¥1,221

297A 計量スプーン 10本 1.20 ¥1,102 ¥1,030 ¥1,223

311A メジャー・テープ  10本 0.75 ¥507 ¥474 ¥564

G611 ハーバライフ テディベア（スポーツ） 1.90 ¥1,706 ¥1,594 ¥1,895

8504 ｢I Love Herbalife｣ ボタン 10個 0.75 ¥1,102 ¥1,030 ¥1,223

8531 ｢やせたい？｣ ボタン 10個 0.75 ¥1,102 ¥1,030 ¥1,223

8501 ｢Lose Weight Now｣ ボタン 10個 0.75 ¥1,102 ¥1,030 ¥1,223

8262 「I LOVE Herbalofe」マグネットピン
5個 ホワイト 1.85 ¥2,215 ¥2,070 ¥2,460

8462 「I LOVE Herbalofe」マグネットピン
5個　グリーン 1.85 ¥2,215 ¥2,070 ¥2,460

I025 SKIN オール・イン・ワン・セット 1.00 ¥940 ¥874 ¥1,044

183A
【欠品中】3日間お試しセット （F1バニラ
25g 6包、ハーバルティー コンセントレート オリジナル
3.4g 3包）

6.65 ¥1,609 ¥1,504 ¥1,755

600A ハーバライフ ニュートリション リボン
（シルバー／ロゴ白）／1巻：10m／リボン幅：18mm

0.40 ¥289 ¥270 ¥321

B997 ハーバライフ・ニュートリション
ドローストリング バッグ 3.6 ¥2,631 ¥2,459 ¥2,920

7909 製品カタログ　1部 A5サイズ 0.00 ¥165

販促品

　※軽減税率（８％）対象品目です

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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7910 製品カタログ　10部　A5サイズ 0.00 ¥1,320

N353 ハーバライフ24 ミニ冊子　1部入り 0.00 ¥110

N354 ハーバライフ24 ミニ冊子　3部入り 0.00 ¥297

6326 インナー・ニュートリション
製品早見表　10部 0.00 ¥628

N187 「心臓と血管の健康」リーフレット
（10部入り） 0.00 ¥275

N188 ライフサポート リーフレット
（10部入り） 0.00 ¥275

N189 ハーバライフの栄養哲学 フライヤー
（10部入り） 0.00 ¥220

6246 ハーバライフへのご案内
（概要書面） 10部 0.00 ¥550

H186 ハーバライフ・メンバー・パック
（オリジナルバック版HMP） 0.00 ¥6,048

H924 ハーバライフ・メンバー・パック
（スキンバック版HMP） 0.00 ¥6,048

H187 SKIN ハーバライフ・メンバー・パック
（HMP) 0.00 ¥6,248

5812 卸売価格表＆ご注文方法
（1注文あたり3部まで） 0.00 無料

N766 ハーバライフ・ニュートリション
ノート（A５版） 0.00 ¥459

N105 ハーバライフ オリジナルペーパーバッ
グ Sサイズ 5枚

0.00 ¥763

N106 ハーバライフ オリジナルペーパーバッ
グ Mサイズ 5枚 0.00 ¥1,120

N351 ハーバライフ24 CR7 オリジナルペー
パーバッグ Sサイズ 1枚 0.00 ¥293

N352 ハーバライフ24 CR7 オリジナルペー
パーバッグ　Mサイズ 1枚 0.00 ¥458

924P ハーバライフ ロゴ ステッカー
A5（2枚1セット） 0.00 ¥303

5001 お客様注文書
20セット/1部 0.00 ¥220

　※軽減税率（８％）対象品目です

　※軽減税率（８％）対象品目です

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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0909 スーパバイザー年間登録更新料 0.00 ¥8,250

9909 メンバー年間登録更新料 0.00 ¥1,210

9589 コラーゲンガイド 10部 0.00 ¥253

7973 「NOでアンチエイジング」
ルイス・イグナロ著 0.00 ¥1,056

その他

※プロモート製品ならびに販促品を除く製品の割引率別価格と標準希望小売価格にはサービス料0.93%および消費税が含まれています。軽減税率対象品目については各項目に記載しています。

※製品により小数点以下の金額が本社受注システムの都合により繰り上げもしくは繰り下げられ、数円単位で変わる場合があります。予めご了承ください。※計算方法についてはお手元の卸売価格表最終ページをご参照ください。
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