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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.102   2019年９月号
※無断転載および複写を禁じます。 MGG-0977-190901-070SD-01
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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！

450Z

425Z 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

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。

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 消費税法改正に伴う適用税率変更のお知らせ
国税庁より発表されております通り、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る予定です。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、2019年10月１日以降のご注文、

ならびに製品代金のお支払いにおいて、対象製品の消費税率が10％となり

ますことをお知らせいたします。

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、およびマーケティングファンド等ご注文

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。

※2019年８月６日時点の予定

◆改定日：2019年10月１日
◆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：  現　行   すべての製品　消費税率８%（海外イベントチケットを除く）
改定後   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、マーケティング

ファンドなど）：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。

軽減税率に関する一般的な情報またはご質問は国税庁ホーム

ページ「消費税の軽減税率について」をご覧ください。

ハーバライフ・ニュートリション製品の軽減税率の区分や金額

表記についてご不明な点がございましたら、メンバーサービス

（0120-956-253 オプション② 月～金 ９：00 -17：30）まで

お問い合わせください。

ゆうちょPay-easy（ペイジー）の振込手数料表

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）

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

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。



ウエルネス チェック チャレンジ 10000 とは？
体重や BMIを計測し、簡単な生活習慣の質問に答えることで生活習慣

や食生活を見直すきっかけを作るというハーバライフ・ニュートリション

の活動です。

10,000人を目標にウエルネス チェックを行ってヘルシー アクティブ 

ライフスタイルを広げていきましょう！

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。

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！

達成者全員にもれなくプレゼント！
期間：８月１日（木）～10月31日（木）

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
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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
ハーバライフ・ニュートリションのビジネスオポチュニティをご紹介する時は、

正しくご理解いただくことが大切です。概要書面とは、これからハーバライフメン

バーになる方が登録（契約）をする前に、その判断材料として「どこに所在する何

という事業者と契約するのか」「何を契約するのか」「いくらで契約するのか」など

知っておくべき情報を提供する書面です。正しい情報に基づき、相手の方に自由

な意思決定をしていただく必要を踏まえて、概要書面をお渡しすること（書面の

交付）は法律で義務付けられている重要なルールです。それまでに小売りのお客

さまとして製品を愛用してくださっている方でも、ビジネスをご紹介する際は必

ず概要書面をお渡しし、改めて正しくご理解いただくように説明しましょう。

①スポンサリング（ビジネスへの勧誘）の際には概要書面を必ずお渡しし、ハーバ

ライフ・ニュートリションとの契約について正しくお伝えしましょう。

②ハーバライフ・ニュートリションメンバー登録申請が受理された後、契約書面

（登録完了通知書）がハーバライフ・ニュートリションから新規登録者の登録

住所に送付されます。

登録申請が受理され、新規メンバーの手元に契約書面が届いた段階で登録が

完了です。登録手続きが完了するまでは、小売りも含めビジネス活動することは

できません。また、契約書面の受領日はクーリングオフの起算日ともなりますの

で、新規登録申請をした方に契約書面が届いているかサポートすることで、不要

なトラブルを避けスムーズにビジネスが始められます。

メンバーの皆様は、お客様には正しく①概要書面をお渡しし、③契約書面が届いて

いるか登録申請者にサポートを行うことで、スムーズにビジネスが始められます。

ビジネスのヒント特定商取引法とは？  第２弾
書面交付（第37条）

第５回

今月のおすすめ製品 2019年 ウエルネス チェック チャレンジ10000実施中！
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①概要書面

②契約書面（登録完了通知書）

夏バテの原因は主に３つあると言われています。１つ目は屋外の暑さとエアコンで

冷えた室内の温度差で身体のバランスが乱れるため。２つ目は、長時間暑い環境に

いると汗をかき、身体の水分が不足してしまうため。３つ目は熱帯夜などにより睡眠

不足をおこし、体調が回復しないためです。そうすると、食欲不振などの夏バテを引き

起こしてしまうのです。このような夏バテになる前におすすめなのが、良質なたん

ぱく質配合で栄養補給をサポートするフォーミュラ１ プロテインドリンクミックスや

ビタミン・ミネラルをバランス良く含んだフォーミュラ３ ビタミン＆ミネラルアド

バンス、そして熱中症対策にもなるCR７ドライブです。

まだ残暑も続きます。これらの製品を摂って初秋も元気に過ごしましょう。

夏を乗り切った身体に栄養を
今年の夏は暑さが厳しく、夏バテをしている方も多いのではないでしょうか？

フォーミュラ１ プロテインドリンクミックス
健康的な食事や間食に。たんぱく質やビタミン・ミネラルの補給に
全７フレーバー
標準希望小売価格：6,126 円　　ボリューム・ポイント：20.00

フォーミュラ３ ビタミン＆ミネラル アドバンス
24 種類のビタミン・ミネラルを配合。栄養機能食品（ビタミンB、C、E）
ストック番号：3122　　標準希望小売価格：2,931円
ボリューム・ポイント：10.00

CR７ドライブ
運動中に失われた電解質と水分を効率よく補給。熱中症対策にも。
ストック番号：1463　　標準希望小売価格：5,667 円
ボリューム・ポイント：24.90
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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・２Kウォーク

各自ハーバライフに
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！

２

チケット販売：９月５日（木）販売開始

ウエルネス チェックチャレンジ
達成リスト入力サイト
※1人から10人まで入力できます。

 https://jp.surveymonkey.com/r/wellnesscheck2019

いろいろな人に
声をかけてみる

体重を計る

ウエルネス
チェック シートを
記入する

ウエルネス 
チェック チャレンジ
達成リストに入力する

あとはこの
繰り返しです
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参加方法

※必要なものは２つ、体重計とウエルネス チェックシートだけ。

50人
計測

※標準希望小売価格は消費税８％を含む希望小売価格です。


