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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

※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

第１弾
好評実施中

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
とイエロークリアバッグをプレゼント！

450Z425Z

451Z

ヘルシーブレックファスト キャンペーン

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

MAKE IT
COMPLETe
パーフェクトな１日の始まりは朝食から

３- ステップでヘルシーな朝食

消費税率改正に伴うよくあるご質問

Q.ハーバライフ・ニュートリションの製品／サービスのうち、軽減

税率８%が適用されるものを教えてください。

A.インナー・ニュートリション、ハーバライフ・メンバー・パック(HMP) 

オリジナルバック（ストック番号：H186）／ハーバライフ スキンバック

（ストック番号：H187）、およびトライアル・パック（３日間お試し

セット）（ストック番号183A）です。

Q.ハーバライフ・ニュートリションの製品／サービスのうち、消費

税率10%が適用されるものを教えてください。

A.アウター・ニュートリション、プロモート製品、販促品、および年間

登録更新料、配送料、国内イベントチケット、サービス料等です。

Q.なぜ販促品のHMP（H186/H187）とトライアル・パック（３日間

お試しセット）は軽減税率８%なのですか？

A.この度の消費税率改定では、一体資産（セット製品など）のうち、

税抜価格が10,000円以下であり、食品の価格の占める割合が全体の

2/3以上の場合、全体が軽減税率になります。HMPのようなセット

製品の場合、税抜価格が10,000円以下であり、フォーミュラ1 ドリンク

ミックスの価格が全体の2/3以上を超えるため、軽減税率８％対象と

なります。

Q.2019年10月からの消費税率改定に伴い、標準希望小売価格が

どのように変更になるか教えてください。

A. インナー・ニュートリション製品は、2019年10月１日

以降も標準希望小売価格は変更ありません。

アウター・ニュートリション製品、プロモート製品

は、消費税10%となるため変更になります。

消費税法改正に伴う適用税率変更のお知らせ

2019年10月１日より消費税及び地方消費税の税率が８%から10％に

引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

これに伴い、ハーバライフ・ニュートリションの一部の製品価格の消費

税率が変更となります。

ハーバライフ・オブ・ジャパン株式会社が販売する製品、国内イベント

チケット、年間登録更新料、配送料、およびサービス料等ご注文時に

発生する費用等につきまして、下記の通り税率が適用されます。

■適　用

2019年10月１日のご注文分よりハーバライフ・ニュートリションが

販売する製品やサービス等

■対象製品 

インナー・ニュートリション　消費税８％

アウター・ニュートリション　消費税率10%

プロモート製品、販促品　  消費税率10%

ハーバライフ・メンバー・パック（HMP）の一部（ストック番号

H186、H187）、およびトライアル・パック（３日間お試しセット）は

軽減税率８%対象製品です。

その他（年間登録更新料、国内イベントチケット、配送料、サービス料

など）：消費税率10%

■納品書/金額表記

消費税率が複数税率となるため、これまでの記載事項に

加え、軽減税率対象製品である旨、及び税率ごとに

区分した税込価格の額を記載します。

jp.MyHerbalife.com に「消費税法改正にともなうよくある

ご質問と回答」を掲載しています。ぜひご覧ください。



スポンサーにも左記の
オリジナル シリコン製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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今年もハーバライフ・ニュートリション チャリティーランを開催

します！

オリジナルのＴシャツが貰えたり、走った後にCR７ドライブや

リビルト ストレングスがお試しできるチャンス！ 是非お友達

やグループのメンバーを誘ってご参加ください。

参加費用はランフォーザキュアとハーバライフ・ニュートリ

ション・ファンデーション（HNF）に寄付されます。

東京ランフォーザキュア＆HNFチャリティーラン2019開催

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６回

今月のおすすめ製品

地域

イベント

日　時

場　所

チケット
金額

種　目

チケット
販売期間

応募方法

東京

東京ランフォーザキュア

2019年11月30日（土）
９時～13時30分（予定）

2019年11月1日（金）
～12月1日（日）

2019年９月５日（木）
～10月16日（水）

2019年９月5日（木）
～10月31日（木）

日比谷公園／皇居周回

大人：5,000円
６～12歳：2,500円

*ランフォーザキュアの参加費に準ずる
（https://runforthecure.org/tokyo-run/）

５K / 10Kラン・３Kウォーク

各自ハーバライフ・
ニュートリションに
お申込みください。

 

詳しくは
ウィークリー・ハーバライフ
及びjp.MyHerbalife.comで

ご確認ください

東京以外の地域

HNFチャリティーラン

地域のリーダーに
お問い合わせください。
開催が決まり次第、
jp.Myherbalife.comの

イベント＆プロモーションの
ページにも掲載いたします。

地域毎に内容は異なります。

地域のリーダーに
お申込みください。

参加者全員に
オリジナル
Ｔシャツを
プレゼント！

チケット販売：９月５日（木）販売開始

運動やアウトドアのお供に！「たんぱく質」を摂りましょう。
プロテインバー バニラアーモンド味 / シトラスレモン味
すごしやすい季節になり、運動やアウトドアに最適な季節になりました。身体を動かした

後に外出先でも手軽にたんぱく質補給ができるものが欲しいと感じることはあり

ませんか？そこでおすすめなのが、１本当たり約 10g のたんぱく質が補給できるプロ

テインバーです。国民栄養調査ではたんぱく質の摂取量は年々減少しており、運動後

の理想的な身体作りのためにも摂りたい栄養素のひとつです。しかも、プロテインバー

は低 GI 食品なので腹持ちも良く、ダイエット中の方にも大変おすすめです。個包装に

なっているので、お出

かけ前にさっとバッグ

に忍びこませることも。

身体を動かす機会が

増えるこの時期に、是非

プロテインバーを取り

入れてみてください。

◆ プロテイン バー 通常配送開始について ◆
プロテイン バーは品質保持のため、夏季の期間中クール便でお届けしておりましたが、10 月1日（火）のご注文より通常

の配達になります。この機会に是非ご利用ください。ご注文はオンラインで jp.MyHerbalife.com

出典1947～1993年：国民栄養の現状、1994～2003年：国民栄養調査、2003年以降：国民健康・栄養調査（厚生省／厚生労働省）

現在のたんぱく質摂取量は1950年代と同水準

日本人１人１日当たりのたんぱく質摂取量の年次推移（総量）
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ウエルネス チェック チャレンジ 10,000人に向けて全国各地で

たくさんのメンバーの方が活動しすでに8,640 名を達成
（９月 19 日時点）しました。ウエルネス チェック チャレンジ

残り 1 カ月でより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。

ウエルネス チェック チャレンジ 10,000 についての詳細は

jp.Myherbalife.com ＞ イベント＆プロモーション ＞ ウエル

ネス チェックページをご覧ください。

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
シリコン製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 シリコン製
コースターセット

ハーバライフ・ニュートリションのビジネスモデルは、特定商取引に関する法律に定義される「連鎖販売取引」にあたり、メンバーの主な活動の

小売とスポンサリングという２種類、どちらにおいても守らなければならない法律、ルールがあります。代表的な禁止事項として、①嘘や誤認

させるようなことを伝えて勧誘する ②知らせるべきことを伝えない ③勧誘または契約解除の際に相手の意思を尊重せず困らせる ④勧誘する

ことを告げずに個室などの場所に誘う、などがあります。

正しいビジネスルールの例

● アポイントをとるときには、目的を伝えましょう
相手の方と会う前には必ず、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を伝え、製品やビジネスの話をする了承を得る必要があります。

● 収入や製品について、正しく説明しましょう
ハーバライフ・ニュートリション・ビジネスからの収入は、活動の結果により得られるものです。収入が保証されるものでも、簡単に得られるものでも
ありません。また、製品は医薬品ではないので法律で定められた以外の効能・効果はうたえません。

● クーリング・オフ制度についてきちんと説明しましょう
クーリング・オフ制度は、期間とルールを含めた内容については、書面を用いて必ず説明しなければなりません。起算日に注意してご説明しましょう。

メンバー登録にお誘いする時、「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

禁止行為の①にあたります。ハーバライフ・ニュートリション・ビジネスの基本は、お客さまとあなた、そしてメンバー同士の人間関係です。人と人との

つながりにおいて相手の方を思いやる気持ちを持ちながら、ルールを守って誠実なコミュニケーションを取るようにしましょう。

ウエルネス チェック チャレンジ10000
全国で実施中！

※標準希望小売価格は、消費税８％を含む希望小売価格です。

プロテインバー バニラアーモンド味
シトラスレモン味

標準希望小売価格：2,554 円
ボリューム・ポイント：7.70
ストック番号：0258/0260

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、「オリジナルシリコン製コースターセット」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 シリコン製コース
ターセット」をプレゼント！

▽画像番号：232813099

△画像番号：1233305794


