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ハーバライフへようこそ
バランスのよい食事をとり、より運動を取り入れ、規則正しい生活を送るなど、生活習慣に変化をもたらしましょ
う。いったん、目標を達成すると、その結果を維持し続けることが難しい挑戦となるものです。この挑戦を続けるた
めの魔法の薬はありません。適切な栄養と、一貫した心強いサポートなど、日々のプランが必要となります。ハーバラ
イフがお手伝いできるのはこの部分です。
36年もの間、ハーバライフはすばらしい栄養補助食品とウエイト・マネージメント製品を提供することにより、世界中の人々
の生活を変え、副収入を得るためのビジネス・オポチュニティを提供してきました。ハーバライフ製品は店舗で購入することは
できません。世界90カ国以上に広がるたくさんのハーバライフ・メンバーのネットワークを通じてのみ購入できます。ハーバライ
フ・メンバーは、ただ販売するだけではなく、お客様一人ひとりのニーズを満たす栄養を提供しています。
ハーバライフは、科学と研究に裏付けられ、Seed to Feed（原材料から製品化までの品質化）の哲学や厳しい規準を満たす、高品
質な製品を製造しています。原材料となる作物の栽培から、お客様のもとに製品が届くまで、製品の品質管理、トレーサビリティに
責任を持って取り組んでいます。
メンバーのうち、73%* は製品を割引価格で購入しています。お客様一人ひとりに合ったサービスとサポートを提供して、製品を販売す
ることにより、副収入を得てすばらしい結果を出しているメンバーもいます。メンバーは自分のお客様に対して、質の高い栄養の基礎
知識やハーバライフ製品がどのようにバランスのよい食事を補っているかについて、教育し、コーチングして、よき指導者となります。
また、トレーニングや試合の集中力を高める、ハーバライフのスポーツ・ニュートリション製品を使用している200人以上のアスリート
への協賛活動を行っています。
ハーバライフは、メンバーとお客様が、バランスのよい栄養をしっかり摂取し、ヘルシーでアクティブなライフスタイルを実現するこ
とを願っています。

*2013年1月
Lieberman Research Worldwide社によって実施された調査結果をもとに算出。+/- 3.7%の誤差あり。
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“ハーバライフは、健康で手軽な製品により、
一人の食習慣を変え、同時に世界中の食習慣
を変えているのです。”
マイケル・O・ジョンソン

会長兼C.E.O.
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一目でわかるハーバライフ
成長への責任

45億USドル
2015年純売上

94,000+

世界のニュートリション・
クラブの数
ニューヨーク証券取引所に上場

(NYSE: HLF)

社会への還元

品質への責任

90カ国

以上で事業を展開
世界

8,200人
以上のスタッフ数

130+

製品の品質と安全を維持
するため、原材料から製品

世界のハーバライフ・ファ

化までの品質管理において

14のプロセスを実施して

ミリー・ファンデーション
(HFF) カーサ・ハーバライ

います。

フ・プログラムの数
10以上の研究施設で

250人以上

10万人以上

の科学者がスタッフとして、

日々のお客様の数

数百万人

日々、HFFが携わる

品質保証、品質管理、研究、

子供たちの数

開発、試験を行っています。

得ています。

の実績

15.3
億
2173
万

2015年に世界で、
フォーミュラ1が飲
まれた杯数

5

ハーバライフは、メンバーがお客様に個人的にコ

のよい食生活とヘルシーでアクティブな生活をサポートする、たんぱく質、食物

ーチングを行いサポートするという面で、非常に

繊維、ビタミンを含む栄養補助食品を製造しています。

ユニークです。お客様は製品以上のものを受け取

また、ハーバライフは副収入を得る機会を提供しています。栄養補給、ウエイ

ります。お客様は栄養、ウエイト・マネージメント、

ト・マネージメント、エナジー＆フィットネス、パーソナル・ケアに関連したハー
バライフ製品は、メンバーからのみ購入できます。
必要な栄養素や目標の異なる幅広いお客様が製品を購入しています。あるお
客様は毎日のエクササイズや健康をサポートする便利な栄養補助食品として活
用しています。また、家族のために質のよい栄養と原材料にこだわるお客様も
います。お客様の多くは、ヘルシーエイジングをサポートするために製品を活用
しています。また、ダイエットに取り組むお客様は、目標達成をサポートする手

フィットネスの目標を達成するために、定期的な
サポートとプランを得ることができます。ハーバラ
イフの成長は、プロテインシェイクや間食、エナジ
ー＆フィットネスのためのドリンク、パーソナル・
ケア製品を愛用する何百万というお客様に支え
られています。製品需要の増加に伴い、世界中に
自社製造工場のネットワークを広げています。

頃な製品がほしいと考えています。

オーストラリアは、アジア・パシフィック地域

韓国

1カ月で売り上げた
製品の数＊

で初めて、1983年に操業を開始しました。

日本

今日、この地域では、15の市場に拡大してい
ます。

インド

2015年のアジア・パシフィック地域の純売上

香港
ベトナム

マカオ

は、9億3,800万USドルを記録しました。

台湾

アジア・パシフィック
地域のハーバライフ

タイ
カンボジア

フィリピン

マレーシア
シンガポール
インドネシア

オーストラリア

設立年

1983年4月

ニュージーランド

1988年12月

香港

1992年10月

日本

1992年11月

フィリピン

1994年12月

台湾

1995年7月

韓国

1996年11月

が世界で6,710万本販売されま

タイ

1997年6月

した。これを縦に積み上げると

インドネシア

1998年9月

8,000マイルの長さになります。

インド

1998年11月

マカオ

2002年9月

シンガポール

2003年4月

マレーシア

2006年2月

* 過去2年間 (2014–2015)のトータルの平均
**ユーロモニター調べコンシューマーヘルス2016年版；同社が定
義するミールリプレイスメント・スリミングとプロテインサプリメ
ントカテゴリの合計総小売金額%シェア；グローバルブランドオ
ーナー；2015年

GMP Registered
www.nsf.org

ハーバライフは高いレベルを誇るニュートリション・カンパニーです。バランス

製品への
アクセス
ポイント

2015年、フォーミュラ1のボトル

ハーバライフが現在、事業を
展開している国

サービスとサポート

世界の統計

1,500+
ハーバライフ―ミールリプレイスメントとプ
ロテインサプリメントの合算カテゴリにお
ける世界売上NO1＊＊

グローバル・ニュートリション・カンパニー

アジア・パシフィックのハーバライフ

業界をリードする消費者保護によ
り、商事改善協会からA+の評価を

36年以上

ハーバライフとは

ハーバライフは、常に製品の品質と安全を追求しています。ハ
ーバライフの製品と製造工場は、品質と安全の査定を専門に
行う第三者機関から認証を受けています。新しい研究所や試
験設備、成分、科学者たちは、国際標準化機構（ISO）やNSF
インターナショナルによって定められた厳しい規準をクリアし
ています。

オーストラリア

ベトナム

2009年11月

カンボジア

2013年11月

ニュージーランド
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ハーバライフ製品

フォーミュラ1とは

フォーミュラ1 プロテイン ドリンク ミックスは、健康で栄養バラ
ンスに優れた食事を手軽に楽しむことができます。
カロリー控え
めで食事に置き替えて摂取できるおいしいシェイクは、
ウエイト・
マネージメントに欠かせない、
たんぱく質、脂肪、炭水化物をバラ
ンスよく提供します。
フォーミュラ1は主に大豆たんぱくを含みま
すが、
たんぱく質は他にもホエイや牛乳、豆類、
ゴマからも摂取で
きます。

フォーミュラ1
プロテイン ドリンク ミックス
原材料への信頼
ハーバライフ製品は、最適な成分から構成されて
います。ハーバライフのプロテインシェイク、栄
養補助食品は食物繊維、ビタミン、ミネラル、
抗酸化物質が含まれています。正しい食生
活と定期的な運動を組み合わせることに

9g

より、ハーバライフ製品はお客様の生
活をよりヘルシーに変えることができ
ます。

グローバルな
栄養哲学

18g

大豆たんぱく

240mlの低脂肪牛
乳で作った場合の
たんぱく質量

ハーバライフの栄養哲学は、メンバー
のサポートを受けながら、バランスの
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とれた栄養を摂取し、ヘルシーでアク
ティブな生活を送り、個人にあったプ

ビタミン、
ミネラルの
種類

ログラムに取り組むことにあります。こ
の哲学は、一人の食習慣を変え、同時

抗酸化物質の

に世界中の食習慣を変えることになり

優れた供給源

ます。

様々な味を
楽しめる

バランスのとれ
た栄養
ヘルシー
アクティブ
ライフスタイル
個人にあった
プログラム

オメガ-3

フレーバー

エクササイズ

脂質

以下の
食品および
サプリメントより

飽和脂肪酸と
不飽和脂肪酸の
一部（オメガ-6）
控えめ

ハーバライフの
栄養バランス

炭水化物

フォーミュラ1 シェイクを240mlの低脂肪牛乳で作った場合：

食品および
サプリメントより

食物繊維

バランスのよい食 習 慣と
は、40% の炭水化物、30% の

水分

休息
たんぱく質
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ビタミン A, C

食品および
サプリメントより

たんぱく質、30%の質のよい

ビタミンB1

ビタミンB2

ビタミンA

1日のビタミンB1の
推奨摂取量の43%

1日のビタミンB2の
推奨摂取量の71%

1日のビタミンAの
推奨摂取量の58%

カルシウム
1日のカルシウムの
推奨摂取量の63%

脂肪を摂取することです。
日本人の食事摂取基準（2015年版）、身体活動レベルⅡ女性30〜49（歳）に対する充足率。
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“ハーバライフは、多くの製品にアメリカで収穫された
大豆由来の植物性たんぱく質を使用しています。大豆
は、他のたんぱく源に比べ、エーカーあたりのたんぱ
く質生産量が多く、環境資源の使用量は少なくてすみ
ます”
リッチ・ゴーディス

ハーバライフ最高執行責任者
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原材料から製品化までの品質管理
SEED TO FEED

アロエベラや緑茶のような原材料を世界中の厳選した農場から調達しています。世界トップクラスの供給者と提携し、分離大豆
たんぱく質の購入量は、アメリカの企業の中でも最大規模を誇ります。ハーバライフが所有し、提携している製造者の元で、たん
ぱく質、食物繊維、不可欠なビタミンのブレンドを提供する製品を、こだわりぬいた成分を使って製造しています。

11. 試験 第4回目
Seed to Feed: 工程

8. 配合/圧縮

すべての製造工程を通じて、スタッフ、最新設備、品質管理により、すべ
ての製品が厳しい品質規準を満たしています。

原材料は、加工製造
され、ハーバライフ製
品となります。

1. 種まき
最高の気候、土壌、
生育環境の地域で種
まきを行います。

2. 栽培
作物の品質管理のた
め、農 場は厳しく監
視されています。

原料は農作物、野草
から収穫されたり、
漁獲されたものが使
用されます。
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れ、微生物学レベルの
規準とラベルの記載に
適合しているかどうか
を確認します。

12. 配送
4. 試験 第1回目

9. 試験 第3回目

化学成分の同一性、原
料の試験は、製造管理
及び品質管理規則とハ
ーバライフが求める規
準を満たしている、また
はそれを超えているこ
とが求められます。

パウダーの配合や適切
な濃度、タブレットの固
さまで、すべての製品の
一貫性が維持されてい
るかどうか厳しい品質
管理、試験が行われて
います。

10. 包装

5. 原材料

完成した製品は、パッケ

原料は、乾燥、粉砕、
抽出され、ハーバライ
フ製品を製造する原材

3. 収穫

完成した製品の化学成
分の同一性試験が行わ

料となります。

ージされ、ラベルをつけ
て、発送の準備が行わ

6. 試験 第2回目
原材料は、同一性と品質
の保証のため、ハーバラ
イフの科学者によって、検
査、標本抽出、化学的試
験が行われ、その安全性
が実証されるまでしっか
りと保管されます。

7. 計量
原材料は、製品のフォー
ミュラに基づいて計量さ
れます。

れます。

完成した製品は、トラッ
クや列車、飛行機、船で
配送センターまで輸送さ
れます。

13. 試験 第5回目
完成した製品は、配送後
にラベルが正しいこと、
配送中のダメージがない
ことを確認するため、再
びサンプル検査が実施
されます。

14. 販売
製品は、メンバーのお
手 元 に 届けら れ るま
で、配送センターで安
全に保管されます。
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科学におけるリーダーシップ

科学における卓越した存在
ハーバライフ製品の開発は、製品の開発や試験プログラムに携わってきた経験を持つ、世界中から集められた栄養と健康分野
の専門家のリーダーシップのもとに行われます。世界中で行われる様々な研究や学会、栄養関連グループに参加する博士たちを
擁しています。国際生命科学研究機構やAOACインターナショナルのような組織にも積極的に参加し、支援しています。

ハーバライフの科学を支えるチーム

ニュートリション・アドバイザリー・ボード
ニュートリション・アドバイザリー・ボード（NAB）は、世界20カ国以上から集められた栄養、科学、健康分野の25人以上の専門家
から構成されています。NABは、ハーバライフ製品の目的と使用法など、ヘルシー・アクティブ・ライフスタイルと栄養を適切に摂
取することの重要性について、メンバーや中国のハーバライフ営業部門を教育し、トレーニングを行っています。
NABメンバーは、近年上昇傾向にある肥満や加齢といった健康問題に積極的に取り組むために、バランスのよい栄養とヘルシー
なライフスタイルの重要性を普及させることを目的とした、アジア・パシフィック・ウェルネス・ツアーを開催し、重要な役割を果た
しています。ウェルネス・ツアーのハイライトは、NABメンバーによる健康セミナーです。過去4回開催されたアジア・パシフィック・
ウェルネス・ツアーで、地域を超えて8万人以上が参加しました。ハーバライフは引き続き2016年もアジア・パシフィック・ウエルネ
ス・ツアーを開催します。

ハーバライフ・ニュートリション・インスティチュート
ハーバライフ・ニュートリション・インスティチュートは、オン
ラインで栄養について学ぶことができる場です。このウェブサ
イトでは、医師や科学者、栄養学の専門家の論文や研究など
の情報を閲覧できます。
ダナ・ライアン

ルイス・イグナロ
デビッド・ヒーバー

ルイジ・グラットン

ジョン・アグノビ

ロシオ・メディナ

ジョン・ヘイス

ルイス・イグナロ博士

ジョン・アグノビ博士

デビッド・ヒーバー博士

ルイジ・グラットン医師

ジョン・ヘイス博士

ノーベル医学賞受賞†
ハーバライフ・ニュートリション・
アドバイザリー・ボード委員、
およびハーバライフ・ニュートリショ
ン・インスティチュート・
エディショナル・ボード委員

チーフ・ヘルス・ニュートリショ
ン・オフィサー

ハーバライフ・ニュートリション・
インスティチュート、ニュートリ
ション・アドバイザリー・ボード
委員長

ニュートリション・エデュケーション
およびディベロップメント副社長

ワールドワイド・プロダクト・
マーケティング、スポーツ
アンド フィットネス シニア・
ディレクター

PH.D.

科 学に大きな貢 献をした人物であ
り、1998年には一酸化窒素の人体へ
の様々な効用の発見についてノーベ
ル医学生理学賞†が授与されました。

M.D., M.B.A., M.P.H.

アメリカ合 衆国保 健 福 祉省の健 康
次官補の経歴を持つ。栄養哲学、栄
養、製品の教育を担当し、ハーバラ
イフ・ニュートリション・インスティ
チュートとハーバライフのアドバイザ
リー・ボードの活動をサポートして
います。

M.D., PH.D., F.A.C.P.,F.A.S.N.

おもな研究テーマは肥満治療とがん
予防・治療のための栄養学。カリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校*、人間栄
養学センター所長を務めています。

M.D., M.P.H.

世界中のハーバライフ・メンバーに
対して、質の高い栄養とハーバライ
フ製品がどのように健康な食事をサ
ポートするかについての基礎的な教
育・トレーニングを行っています。

高品質を誇るスポーツ・ニュートリショ
ン製品、ハーバライフ24製品ラインを
開発した科学者の一人。最新の科学
に基づいて、スポーツ・ニュートリショ
ンに関する戦略を立て、開発に携わっ
ています。

ゲイリー・スモール医師

バリシオス・フランコス博士

スティーブ・ヘニッグ博士

ダナ・ライアン医師

ニュートリショントレーニング
担当副社長、ニュートリション・
アドバイザリー・ボード副委員長

ハーバライフ・ニュートリション・
インスティチュートおよび
ニュートリション・アドバイザリー・
ボード委員

グローバル・プロダクトサイエンス、
セーフティ アンド コンプライアンス
担当上級副社長

ハーバライフ・ニュートリション・
インスティチュート・エディショナル・
ボード委員

スポーツパフォーマンス＆教育

メキシコ、モンテレイ大学にて、栄養
および肥満分野の教授として、他の
教授とともに研究プログラムを作成
し、この分野の専門家を育成してき
ました。
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M.D.

500以上の科学研究に携わり、数々
の名誉ある賞を受賞しています。

M.S., P.H.D.

栄養補助食品の分野の権威の一人で
あり、市場で科学に基づく質の高い
栄養補助食品を供給するというハー
バライフの使命を実現するために尽
力しています。

P.H.D.

P.H.D.

運動学の分野で修士号、すばらしい
健康、幸福、パフォーマンスのための
栄養学を修了し、身体活動、栄養と
オーシャン・スプレー・クランベリーズ社
健康分野の博士号を持つ。同時に大
の技術革新部門にて上級副社長を務め、
学ではアスリートであり、コーチも経
新製品と医学研究プログラムの活性化に
験しています。
尽力しました。

*The University of California does not endorse specific products or services as a matter of policy.
†ノーベル財団は、
ハーバライフとの提携関係にはありません。
したがって、
当該財団はハーバライフ製品の監修、
承認、
推奨はしません。

栄養、フィットネス、美容に関するハーバライフの専門家が、DiscoverGoodNutrition.com.
でアドバイスや最新情報を提供しています。

PH.D.

ロシオ・メディナ医師

M.D.

専門家
スーザン・ボワーマン

ジャッキー・カーター

サマンサ・クレイトン

ハーバライフ栄養トレーニング・
ディレクター

ワールドワイド・アウター・ニュート
リション、教育・トレーニング担当

ハーバライフの栄養教育、トレーニン
グのマテリアルを監修しています。

ハーバライフのアウター・ニュートリショ
ン製品の開発、
マーケティング、発表を担
当し、15年以上の経験があります。

ワールドワイド・フィットネスエデュ
ケーション、
シニア・ディレクター

M.S., R.D., C.S.S.D., F.A.N.D.

ハーバライフ・メンバーとスタッフのための
エクササイズとフィットネスの教育に関連
したすべてのアクティビティを監修してい
ます。

臨床研究

ハーバライフは、食習慣の異なるそれぞれの地域の市場で、ウエイト・マネージメントにおいて、たんぱく質豊富な
ミールリプレイスメントの分野で科学的なサポートを提供するために、主要大学で行われている臨床研究を支援
しています。この研究は、中国、インド、韓国、メキシコ、台湾など、ハーバライフ製品が販売されている世界の様々
な国で行われています。
ハーバライフでは、経験豊かなハーバライフの科学者たちにより、科学に基づく製品開発、検証、臨床試験が行わ
れ、メンバーと消費者の需要を満たす未来の製品の開発に取り組んでいます。
14

“ハーバライフは、ヘルシーでアクティブな生活
を応援しています。そしてこの活動は自分がどう
いう人であるかを表しています。私が一番うれし
いのは、人々が一歩を踏み出すときです"
サマンサ・クレイトン

シニア・ディレクター、ワールドワイド・フィットネス・エデュケーション・ディレクター
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流通モデル

業界団体への加盟

ハーバライフにおけるメンバーの報酬は、メンバーのリクルートではなく、製品の売上によって決まります。メンバーは25〜50%
の割引価格で製品を購入し、自分のお客様、友人、家族にそれぞれの金額で製品を販売することにより、小売収入や卸売収入を
得られます。また、メンバーは、自分の組織のメンバーに製品を販売することによりコミッション、ロイヤリティ収入、プロダクショ
ンボーナスを得る機会があります。*メンバー・パックは2種類（6,048円(税込)または6,134円(税込)）あります。メンバーシップを
維持するには、年間登録更新料（メンバー：1,188円(税込)、スーパバイザー8,100円(税込)）のお支払いが必要です。

業界をリードする消費者保護

メンバーシップ登録時に必要
なのは、低額なハーバライフ・
メンバー・パック購入代金のみ
です。
明瞭かつ正確に「平均報酬額
の報告書」でメンバーがビジ
ネスから得られる収入額につ
いて事実に基づいた報 酬 額
を開示します。

メンバーシップ登録をいかなる理由で解約しても、製品購入後12カ月
以内の未使用製品は、ハーバライフに返品することができ、購入代金は
全額返金されます。返送料はハーバライフが負担します。

90日

メンバーシップ登録後、90日
以内に解約した場合、ハーバ
ライフ・メンバー・パック購入
代金を全額返金する90日間

製品情報や、製品の正しい使用
法については製品ラベルに明確
に表示しています。よりよい結果
のために製品を正しくご使用く
ださい。ビジネス・オポチュニテ

返金保証があります。

ィについては、現実的な見込み

製品とビジネス・オポチュニ

も、成功するためには努力が必

ティに関する厳格なガイドラ
インがあります。

ハーバライフは、世界訪問販売協会、ヨーロッパ訪問販売協会、50以上の国の訪問販
売協会など、数多くの業界団体に所属し、積極的に役割を果たしています。

ハーバライフは他にも以下の活動を行っています:

・国際栄養補助食品業界団体連合会の創立メンバーで、一貫してリーダーシップを発
揮しています。

消費者保護を目的とした規準「ゴールド・スタンダード」

100%返金保証

業界への責任

を開示し、どんなレベルであって
要です。

・アジア・パシフィック地域、世界でナショナル・フード/フード・サプリメント協会のメ
ンバーとなっています。

・アメリカ、イギリスの有用栄養物審査会（CRN）の代表を務めています。
・スイスのCRNインターナショナルの創立メンバーです。
・中南米栄養事業団体(ALANUR)の創立メンバーであり、現連合長を務めています。
・アジア・パシフィック地域を含む、世界各国で、国際生命科学研究機構（ILSI）のメ
ンバー、サポーターを務めています。

・アセアン健康補助食品業界団体連合会（AAHSA）の創立に貢献し、現在でもプリ
ンシパル・サポーターを務めています。AAHSAは、ASEAN加盟国の製品部門に参
加し、2015年のASEAN経済共同体の形成に協力しました。

・アジア・パシフィック地域を含む、世界各国で、米国商工会議所のメンバーとなって
います。
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スポーツ協賛活動
ヘルシーでアクティブなライフスタイルへの貢献

ハーバライフは、質の高い栄養を提供し、健康でアクティブなライフスタイルの重要性を伝えるため、世界各国で200以上のスポ
ーツイベント、チーム、アスリートを協賛しています。ハーバライフはサッカー界のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドのオ
フィシャル・ニュートリション・スポンサーであり、またロサンゼルス・ギャラクシーのスポンサー、オフィシャル・ニュートリション・
パートナーを務めています。2015年には、会社とメンバーの皆さんが、ロサンゼルスで開催されたスペシャルオリンピックス世界
大会のスポンサーとなり、この大会に参加した選手の10%以上にあたる700名の選手を直接サポートしました。
アジア・パシフィック地域においては、クリケットのスター選手であるVirat Kohli（インド）をはじめ、5度世界チャンピオンに輝いた
MC Mary Kom（インド）、トライアスロン優勝者であるAndy Wibowo（インドネシア）、スカッシュプレーヤのLow Wee
Wern（マレーシア）、一流のトライアスロン選手であるSam

Hsieh（台湾）、初のフォーミュラ1

ディベロップメント

ドライバーの

Adderly Fong（香港）、オリンピックの射撃選手であるHoang Xuan Vinh（ベトナム）などさまざまな選手の協賛活動を行っています。
2012年からは、ベトナムの各種スポーツのオフィシャル・ニュートリション・スポンサーを務めています。2016年リオ・オリンピッ
ク、パラリンピックをはじめ、アジア競技大会、アジアパラ競技大会、東南アジア競技大会に出場するベトナム代表選手に、栄養
についてのトレーニングや、スポーツに特化した栄養補助食品を提供しています。

“ハードなトレーニングを行い、自
分のためになるものをいつも探して
います。質の高い栄養はその一つで
す。だからこそ私は、栄養補助食品
業界を牽引するハーバライフとパー
トナーシップ契約を結びました"
クリスティアーノ・ロナウド
ハーバライフが協賛するアスリート

これらのパートナーシップは信頼関係であり、ジャージのロゴや社名以上の
意味があります。ハーバライフが協賛するアスリートたちは、トレーニング中
や試合中、その前後に、ニュートリション・プログラムの一部として、ハーバラ
イフ製品を使用しています。そして、国際的なサッカー界のスーパースターで
あるクリスティアーノ・ロナウドの協力を得て、ハーバライフ24 CR7 ドライ

アジア・パシフィック地域でハーバライフが協賛するチャンピオン・チームは、オーストラリアサッカー、AリーグのWestern
Sydney Wanderers、韓国野球のSK Wy vernsとプロサッカーチームのSuwon Samsung Bluewings、タイのSCG
Muangthong United Football Clubです。

ブを開発しました。この製品はロナウドをはじめ、すべてのレベルのアスリー
トのトレーニング時の水分補給をサポートします。世界中のレベルの高いチ
ームがオフィシャル・ニュートリション・カンパニーとしてハーバライフを選択
しています。

また、2015年、2016年とバリ国際トライアスロンのタイトル・スポンサーを務めています。

Western Sydney Wanderers FC

Mateo Poljak

Andy Wibowo

サッカー

サッカー

トライアスロン

オーストラリア

オーストラリア

インドネシア

Low Wee Wern

Adderly Fong

Downhill Bike 76 Team

スカッシュ フォーミュラ1 レーシング

ダウンヒルバイクチーム

マレーシア

香港

クリスティアーノ・ロナウド

ポルトガル

インドネシア

Vietnam National Athletes

SK Wyverns

SCG Muangthong United FC

TEAM HERBALIFE

各種スポーツ ベトナム
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MC Mary Kom

Virat Kohli

Hoang Xuan Vinh

Wayne (Yu-An) Chiang

Sam Hsieh

ボクシング

クリケット

射撃

バスケット

トライアスロン

インド

インド

ベトナム

台湾

台湾

サッカー タイ

野球 韓国

トライアスロン フィリピン
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“ハーバライフのもっとも重要な意義であり、会
社としてもメンバーとしても心がけなければな
らないのは、自分自身が住む地域をより生活しや
すく、働きやすい場所に変えていくということで
す"
ジョン・アグノビ博士

ハーバライフ チーフ・ヘルス アンド ニュートリション オフィサー
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地域貢献活動

アジア・パシフィックにおけるHFF カーサ・ハーバライフ・プログラム

アジア・パシフィック地域には、13の市場で30のカーサ・ハーバライフ・プログラムが実施され、
日々、約2万人の子供たちの生活環境改善を支援しています。
（2015年12月31日現在）

支援が必要な子供たちのために
2011 Hoa Binh Humanitarian Center
2013 Dong Tam Center for Social Protection
2014 Orphanage Huong Duong (Hau Giang)
ハーバライフ・ファミリー・ファンデーション(HFF)と

ハーバライフ・ファミリー・ファンデーション(HFF)カーサ・ハ

は、助けを必要としている子供たちに質の良い栄養を

ーバライフ・プログラムのプロジェクトは以下の活動を行って

提供する公益財団法人を支援し、子供たちの生活環境

います。
子供とその家族のための、食事、食物供給、栄養に関する教育

2005年にはカーサ・ハーバライフ・プログラムをスター

集団検診、予防接種、治療などヘルスケア関連サービス

トし、現在、130を超えるカーサ・ハーバライフ・プログ
ラムを実施し、50カ国以上で10万人の子供たちを支援
しています。ハーバライフ・ファミリー・ファンデーション
(HFF)の活動は、インディペンデント・ハーバライフ・メ
ンバー、その友人や家族、ハーバライフの社員によって
支えられています。カーサ・ハーバライフ・プログラムに
ついて詳しくは、HerbalifeFamilyFoundation.org.を

SangRokWon
ChildFund
HaeSimWon
Daegu Children’s Welfare Center (DCWC)
Solbaram Welfare Center
2005 神戸実業学院(KJG)
2006 東京カリタスの家

2006 Foundation for Children (FFC)
2014 Baan Nokkamin Foundation
2007 Po Leung Kuk

の改善に取り組む非営利団体です。また、世界中の自
然災害の復興支援にも携わってきました。

2007
2009
2013
2013
2015

韓国

日本

2013 Fu-Yuan Primary School
2014 Shanlin Elementary School

キッチン、食物や水の貯蔵施設、スポーツ施設、
図書館などの建設や改修
スポーツ、アートなど若い世代のレクレーションプログラム

香港
インド

ベトナム

台湾

2014フィリピン
Pour Surire d’Enfant (PSE)

タイ
カンボジア

ご覧ください。

フィリピン

マレーシア
シンガポール

2010 SOS Children’s Villages

2006 Rumah Bakti Dato Haron
2011 Good Samaritan Home
2015 Amitabha Malaysia

インドネシア

2009 SOS Children’s Village (Bangalore)
2011 Smile Foundation (Mumbai)
2012 Smile Foundation (Chennai)
2015 Smile Foundation (across North, East,
West and South regions)

2005 Singapore Children’s Society

オーストラリア

2012 Pondok Kasih Agape Orphanage
2014 Rumah Autis

2008 The Infants’ Home Child & Family Services
2014 Lighthouse Foundation
2015 Princess Margaret Hospital Foundation
23
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輝かしい受賞歴
さらに上を目指して
ハーバライフは業界におけるリーダーシップ、製品の品質、カスタマーサービス、社会的責任など様々な分野での活動が評価さ
れ、表彰されています。2014年から現在までで、ハーバライフ・アジア・パシフィックの受賞歴は以下の通りです。

カテゴリー

国

業界における
リーダーシップ

韓国
オーストラリア
ベトナム

製品の品質

台湾

韓国

グローバル・リーダー賞 ヘルスケア部門、マエイル・メディア・グループ主催

2014

ソーシャル・セリング賞2015 コンプレメンタリー・メディシンズ オーストラリア（CMA)主催

2015

ゴールデン・ドラゴン賞、フード・サプリメント、リーディング・ブランド部門、ベトナム・
エコノミック・タイムズ、ベトナム計画投資省主催

2014

国家生技医療産業策進会によりハーバライフの11製品が国家品質標章(SNQ)
の認証を受ける。
2015年ヘルス・サプリメント・アウォードにて、フォーミュラ1 プロテイン ドリンク ミッ
クスが、ウエイト・マネージメント製品分野にて一般食品部門グランド賞を受賞。マンスリ
ージョンアン主催。
ヘルス・ファンクショナルフード部門、もっとも信頼されるブランド賞
国ブランディングアソシエーション主催

良質なサービス

台湾
インド
シンガポール
台湾

社会的責任

インドネシア
香港
韓国

受賞年

賞

朝鮮日報、韓

シルバー賞 「2015年ベストサービス」ダイレクトセリング部門、
コマーシャル・タイムズ主催
サマンサナム・グリーン賞 資源ごみ管理におけるサービス、サポート、管理部門

2014 - 2016
2015
2014 - 2016
2015
2014

銀賞 シンガポール・チルドレンズ・ソサイエティ主催

2014, 2015

スポーツ・プロモーション賞 教育部体育署主催

2014, 2015

グリーンラベル・インドネシア賞 ガランケマジュアンセンター 、インドネシア固形廃棄物
担当協会、インドネシア環境林業省主催
従業員、環境など社会への還元活動を評価され、
ケアリング・カンパニー認証を受ける。
アッドハピネス賞 地域社会CSR部門、東亜日報 、韓国記者連盟主催

“We are part of an incredible
company, making great nutrition
products that help people achieve
meaningful results.”

2015
2014 - 2016
2014 - 2016

“私たちは、人々が意義のある目標を達
Michael O. Johnson
成するのをサポートする、高品質の栄養
Chairman and Chief Executive Officer, Herbalife
補助食品を開発するすばらしい企業の一
員です”
マイケル・O・ジョンソン
会長兼C.E.O.
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