
HERBALIFE News
2019年５月号  2019年５月１日（水）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。

ハーバライフ新聞 Vol.98   2019年５月号
※無断転載および複写を禁じます。 MGG-0963-190501-070SD-01

HERBALIFE News May 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

水溶性と不溶性の食物繊維５gを手軽に補給
「アクティブ ファイバー コンプレックス」

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

すっきり うるおい プロモーション
ハーバル アロエ ドリンク

the PowEr of
Aloe

the PowEr of
Aloe

● ストック番号／セット内容

• 316Z（ハーバル アロエ ドリンクグレープ、マンゴー味 各１本、ミニトートバッグブルー１つ）
• 317Z (ハーバル アロエ ドリンクグレープ２本、ミニトートバッググリーン１つ）　
※ミニトートバッグの仕様　サイズ：高さ20cm × 横30cm ×底幅10cm　素材：コットン、ポリエステル

　バッグのロゴは表面：THE POWER OF ALOE、裏面：HERBALIFE NUTRITION

● 価格／ボリューム・ポイント

オンライン（jpMyHerbali fe.com） 電話（0120-956-253 オプション①）

ご注文受け次第出荷し、お届けいたします。

セット製品のハーバル アロエ ドリンクの賞味期限は、以下の通りです。現在出荷されている製品の賞味

期限と異なりますので予めご了承ください。

【ストック番号 316Z 】 マンゴー：2019年10月10日、グレープ：2020年５月７日
【ストック番号 317Z 】 グレープ：2020年５月７日

※ 数量限定につき、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。製品により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。

毎日の健康的な水分補給に!

316Z 
ハーバル アロエ ドリンク グレープ １本
ハーバル アロエ ドリンク マンゴー １本

ミニトートバッグ (ブルー)

317Z 
ハーバル アロエ ドリンク グレープ ２本

ミニトートバッグ (グリーン)

ご注文方法

ご 注 意

配 送 時 期

数量
限定

３１６Ｚ

ストック番号 ボリューム・ポイント 標準希望小売価格 ２５％ ３５％ ４２％ ５０％

４９．９０ ￥８,８０２ ￥６,８３０ ￥６,０４０ ￥５,４８６ ￥４,８５６
３１７Ｚ

標準希望小売価格：7,209円
ボリューム・ポイント：22.95

ストック番号：2864

食物繊維には大きく分けて水に溶ける水溶性食物繊維と水に溶けない不溶

性食物繊維の２種類があり、体内では別々の働きをするのをご存知ですか？

不溶性食物繊維
主に野菜などに含まれ、ザラザラした食感の食物繊維です。水を吸収して

大きく膨らみ、食事の満腹感を増やしたり、健康バランスを整えます。

水溶性食物繊維
海藻やこんにゃくなどネバネバした食感のものやサラサラした食物繊維です。

ネバネバしているので、からだの中をゆっくりと移動し、不溶性食物繊維と同

様に健康バランスを整えます。

日々の食事だけでは不足しがちな食

物繊維ですが、サプリメントで上手に

補ってみましょう。

アクティブ ファイバー コンプレックス

には水溶性食物繊維2.2ｇ、不溶性

食物繊維2.8ｇを配合。身体に必要な

２種類の食物繊維が一緒に摂れるのが

嬉しいですね。ぜひお試し下さい。

みなさん、こんにちは。メンバー・コンプライアンス部です。これから毎月皆さまの

ビジネスにお役立て頂きたい、ビジネスルールをご紹介していきます。ハーバライフ・

ニュートリションのメンバーとして活動することは、一人一人がハーバライフ・

ニュートリションの顔として活動されているということです。法律やルールを守って、

誠実な行動をとることが、お客様との信頼関係を深めます。メンバーの皆様の責任

ある行動こそが、ハーバライフ・ニュートリションの原動力であり、誇りです。

ハーバライフ・ニュートリションの製品、ビジネス、ブランドを広めるメンバーの

皆様は独立事業主であり、主に下記の法律を遵守する必要があります。

● 特定商取引に関する法律（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法にあたります。名前の明

示、書面の交付義務、強引な勧誘や不実の告知等の禁止事項などが定められてい

ます。ディストリビューターとしての基本の法律です。

● 消費者契約法
消費者契約について、不当な勧誘による契約の取り消しと不当な契約条項の無効

等を規定している法律です。不安をあおって契約をすると無効となる等消費者の利

益を守る法律です。

● 不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）
消費者が安心して良い商品・サービスを選べる環境を守るために作られた法律で、

うそや大げさな表示などで消費者が誤認するような表示を禁止します。

● 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）
健康食品・サプリメント・飲食品類・一般化粧品類は、医薬品類と同様の効果・

効能があると誤認を与えないよう、規制された範囲内で表記しなければいけませ

ん。医薬品類であっても定められた以上のことを言及された場合には、誇大広告と

して取り締まりの対象となります。

法律と聞くと面倒だなと思うかもしれませんが、遵守する事が円滑なビジネス活動につな

がります。ぜひこの機会にそれぞれがどのような法律かよく確認し、学んでおきましょう。

今月のおすすめ製品

好評発売中！これから毎月皆さまにお伝えしたいビジネスルールをご
紹介していきます。今月のテーマは「法律」です。

第１回 
メンバーが知っておきたい
ビジネスに関わる法律は？

ビジネスのヒント
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プロテインシェイクはただ単にバランスのとれた栄養を摂れるだけの飲み物

ではありません。シェイクを飲む習慣を付けることで日々の食生活も改善され

るでしょう。

プロテインシェイクが人気な理由はたくさんあります。たんぱく質が

豊富で、短時間で作ることができて、色々なものを追加することで自分用に

カスタマイズすることもできます。これらは全てとても良い点ですが、プロ

テインシェイクを取り入れることで日々の食生活を改善できるポイントが

あります。

プロテインシェイクを取り入れることで正確にカロリー計算
をすることができる 
体重管理をする上で摂取カロリーの計算はとても大切なポイントとなります

が、それは簡単ではありません。ほとんどの方は計算しているカロリーよりも

実際の摂取カロリーが20％ほど上回っています。カロリー計算の難しい点は、

食べるもの全ての重さと大きさを量らなければならないことです。それに

加え調理方法や使用されている調味料など細かい点にも注意する必要が

あります。プロテインシェイクの良い点は数種類の原材料で作られている

のでカロリー計算が簡単なことです。

普段の食生活にフルーツと野菜をもっと取り入れられる
フルーツや野菜をいつものシェイクに追加しカスタマイズすることで無限の

バリエーションを作ることができます。そうすることで食品目を増やすことが

できます。素早く簡単に作るために、あらかじめフルーツを切って冷凍させて

おくと良いでしょう。生又は冷凍ホウレンソウ、人参、ケールやカボチャ等の

野菜も試してみて下さい。

規則正しい食事の時間を作れる
食事の予定をたてて準備しないと、食事の時間が不規則になる方が多い

です。その結果食事を抜いたり間食が増えたりします。プロテインシェイクは

より簡単に用意できます。プロテインパウダーとミキサー、そこに加える

フルーツや野菜があればほんの数分で栄養バランスのとれた食事ができます。

もう食事をスキップする言い訳はできません。

食事の量をコントロールできる
プロテインシェイクにすると自ずと量をコントロールすることができ、２点ほど

良い点があります。一つ目は、食事の代わりにシェイクをとることで量は自然

と決まってきます。一食をプロテインシェイクにすることで次の食事の量も

自然とコントロールすることができます。栄養バランスがとれていて炭水化物

も含まれているシェイクなら腹持ちも良くなるので次の食事で食べ過ぎる

ことはなくなります。そのため食事量をコントロールすることも楽になります。

必要な栄養をとることができる
どんなに慎重に食品を選んでいたとしても、毎日身体が必要な栄養素を

とることは簡単ではありません。牛乳や豆乳でシェイクを作りそこにフルーツ

や野菜を加えることで、たんぱく質、カルシウム、ビタミンDや食物繊維と

いった栄養素をとることができます。プロテインシェイク自体にもビタミンや

ミネラルが入っていれば一層栄養価が上がります。

時間が無くても良い食生活を心がけましょう
お腹がすいて急いでいる時は、近くにあるファストフード店に入りたくなる

かもしれません。忙しいとバランスのとれた食事をとることが難しくなります。

お腹がすいていると最初に目に入ったものを手にしてしまい、それが必ず

しもヘルシーなものとは限りません。プロテインシェイクが手軽に飲めること

はとても大きなメリットです。ミキサーで混ぜるだけですぐにできあがりです。

仕事や学校に行く前や、走り回っている日や、お昼休みに仕事に戻る時等、

プロテインシェイクなら素早く作れて、ヘルシーで、便利で美味しい。これ以上

のものはないでしょう。

ウェルネス・ツアー 2019 開催決定！

WELLNESS TOUR
     2019

５月18日（土）  ベルサール飯田橋駅前

対　　象

チケット情報

スケジュール（各会場共通）

メンバー および カスタマー（ゲスト）

東  京
名古屋

☆チケットのお買い求めはMyHerbal i fe  ＞ オンラインショッピング ＞ イベントチケットページを

　ご利用いただけます。

※チケットは無くなり次第終了、当日券（2,000円）販売予定あり
※メンバー用チケットは１IDにつき２枚（配偶者登録分）まで、ゲスト用チケットは枚数制限はありません。
　メンバー用とゲスト用は別々にご注文ください。

● チケット引き換え 10:00　● ドアオープン 10:30　● セミナー 11:00～13:15 

● 東　京　メンバー用SKU番号：108X、ゲスト用SKU番号：109X
● 名古屋　メンバー用SKU番号：111X、ゲスト用SKU番号：112X

５月19日（日）  デザインホール

スーザン・ボワーマン

ハーバライフ栄養トレーニングの
シニア・ディレクター。

管理栄養士であり、スポーツ栄養学と
肥満予防を専門とした有資格者。

フューチャー・チェアマンズ・クラブ・フォーラム：すべてのプレジデント・チーム

が参加可能（招待された方のみ）。 

リーダーシップ・トレーニング：すべてのTABチーム以上、またはアクティブ・

ワールド・チーム2018～2019達成者、または認定済スーパバイザーで、認定

期間中いずれかの１カ月で1,000ロイヤリティ・ポイントを達成した方。

VIPシート：認定済スーパバイザーで、認定期間中に３カ月連続で5,000トー

タル・ボリューム・ポイントを達成、または、認定期間中のいずれか３カ月（連

続でなくても可）で累計18,000トータル・ボリューム・ポイントを達成。 

パーティー参加：認定済スーパバイザーで、認定期間中に２カ月連続で5,000

トータル・ボリューム・ポイントを達成、または、認定期間中のいずれか４カ月

（連続でなくても可）で累計18,000トータル・ボリューム・ポイントを達成。 

ジェネラル・セッション：すべての認定済スーパバイザー以上であること

2019年６月21～23日
2019年１月～５月

完売間近！ アジア・パシフィック最大のイベントに参加しましょう。
今年は香港で開催！
参加条件

イベント日程

認定期間

今年の特別ゲストスピーカーは食品及び栄養科学の専門家チェン博士が登場。
その場所でしか聞けない栄養の話が盛りだくさん！ 是非ゲストを誘ってお越しください。

特別ゲストスピーカー

ヂェンユー・チェン博士
（香港、NAB）

チェン博士は食品と栄養科学の分野で 27年

以上の経験を持ち、現在は香港中文大学の食品

栄養科学プログラムの主任教授および生命科学

研究科の大学院にて学部長を務めています。

チェン博士は米国のマサチューセッツ大学で

食品科学と栄養学の博士号を取得後、香港中文

大学で食品と栄養科学の分野を指導してきました。

著名な栄養の専門家としてチェン博士は、その

専門分野においていくつもの賞を受賞してきま

した。チェン博士は食品科学と栄養に関する

トピックス、特にコレステロールを下げる機能

性食品や天然の抗酸化物質、オメガ３脂肪酸と

オメガ６脂肪酸、ならびに食品中の脂質酸化に

ついて、国内及び国際栄養学会でいくつもの

講演を行っています。

５月18日（土）東京会場の模様を福岡でライブ放映！
会　  場：TKPガーデンシティ博多会場  阿蘇②

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目４-８サットンホテル博多シティ内 ５F

チケット：当日券1,000円（前売り券の販売はありません）
※福岡のサテライト会場にご参加の方は会場にて当日券をご購入ください。

１枚 1,500円

 マイケル・ジョンソン  
 チェアマン兼CEO 

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 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,

スペシャル
ゲストスピーカー決定！

プロテインシェイク：
ヘルシーで効率の良い
栄養を手軽に 

Protein Shakes: Healthy, On-the-Go Nutrition


