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【営業時間について】新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、受注センターおよび お客様相談室の営業時間を変更させていただく場合がございます。詳細は、公式サイトにてご確認ください。

毎日お召し上がりの皆さまに
毎日お使いになれる「くらしの中のシャクリー オリジナル グッズ」を
これまでの感謝と、これからもよろしくの気持ちを込めて…

「インスタントプロテイン」 エコパッケージ1周年記念「インスタントプロテイン」 エコパッケージ1周年記念

エコパッケージのチャックも力いらずでピッタリ シャット！エコパッケージのチャックも力いらずでピッタリ シャット！

シャクリー オリジナルグッズ プレゼントシャクリー オリジナルグッズ プレゼント

会員（SN）価格
2製品合計：

¥8,950
（8,920BV）

会員（SN）価格
2製品合計：

¥8,950
（8,920BV）インスタントプロテインインスタントプロテイン

お好きなフレーバーを
お選びください

お好きなフレーバーを
お選びください

ヴァイタライズドミネラルヴァイタライズドミネラル ヴイエムグラニュールヴイエムグラニュール

製品コード：1106
内容量：90粒
会員（SN）価格：￥3,220（3,220BV）

製品コード：1106
内容量：90粒
会員（SN）価格：￥3,220（3,220BV）

インスタントプロテイン
製品コード：レギュラー 6000、バニラ 6001、
　　　　　  ココア 6002、ピーカン 6003、
　　　　　  ピーチ 6004、コーヒー 6005
内容量：1,000g
会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）

インスタントプロテイン
製品コード：レギュラー 6000、バニラ 6001、
　　　　　  ココア 6002、ピーカン 6003、
　　　　　  ピーチ 6004、コーヒー 6005
内容量：1,000g
会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）

製品コード：1140
内容量：30スティック
会員（SN）価格：￥3,220（3,220BV）

製品コード：1140
内容量：30スティック
会員（SN）価格：￥3,220（3,220BV）

9月～11月 らくらく、シャットスライダーご提供

「インスタントプロテイン」の
期間中購入累計18袋で
1本プレゼント！
さらに19袋以降は、
6袋ごとに 1本プレゼント！

期間中の「インスタントプロテイン」
初回購入時に、
シャットスライダー 1個ご提供

※ウッドコースタープレゼントとの併用が可能です。
※ウッドコースターは製品と一緒にお届けしますが、ミニステンレスボトルは累計での適用となるため、キャンペーン期間終了後のお届けとなります。

※サイズの目安のための画像です。
　実際の色・デザインは異なる場合があります。
　高さ 143㎜、直径 43㎜、容量 150ml。

お出かけ先
でも手軽に
“シャクリー”！

1 枚ごとに
木目が異なる
天然木

同じ種類を揃えたり、
異なる形を
コレクションしたり…

パチッとはめ
て

らくらく、スイ
スイ

チャックが閉
められます

シャクリーの
ロゴ入り

軽くて丈夫で
持ち運びに便利
保温・保冷も！

毎日の食卓に毎日の食卓に

まとめ買いをご予定の方にまとめ買いをご予定の方に

下記製品の組合せで、初回注文をなさると… ※おひとり様どちらか 1セット限定

定期便も
対象です

定期便も
対象です

カラダのケア、栄養補給で始めたい方をお手伝い…カラダのケア、栄養補給で始めたい方をお手伝い…

良質なたんぱく質良質なたんぱく質 ビタミン＆ミネラル補給にビタミン＆ミネラル補給に
左記の製品の組合せの
ご注文と一緒に
お届けします

左記の製品の組合せの
ご注文と一緒に
お届けします

またはまたは

9月～11月 栄養補給のスターターサポートツールご提供 定期便も
対象です

&

良質なたんぱく質良質なたんぱく質 1日に必要な栄養素をまんべんなく1日に必要な栄養素をまんべんなく

&

●ミニシェイカー
●インスタントプロテイン
　計量スプーン
●シャットスライダー
●パンフレット
 （インスタントプロテイン）

左記の製品の組合せの
ご注文と一緒に
お届けします

左記の製品の組合せの
ご注文と一緒に
お届けします

●ミニシェイカー
●インスタントプロテイン
　計量スプーン
●シャットスライダー
●パンフレット
 （インスタントプロテイン、
   ヴァイタライザー）

栄養機能食品栄養機能食品 栄養機能食品栄養機能食品

※消費税 8%込み。BVはボーナス計算用の値です。

9/1（火）

11/30（月）  

でも手軽に
“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！“シャクリー”！

「インスタントプロテイン」を
2袋同時購入ごとに
1個プレゼント！

しばらくご注文をお休みされている方

2018年 8月～ 2019年 7月にインスタントプロテインを購入なさり、
2019年 8月～ 2020年 7月は同製品をご注文なさらなかったメンバー・
ディストリビューターの方へ 8月末にご案内のハガキをお送りしております。
ぜひご確認ください。

1 枚ごとに
木目が異なる
天然木

同じ種類を揃えたり、

木目が異なる

同じ種類を揃えたり、同じ種類を揃えたり、同じ種類を揃えたり、同じ種類を揃えたり、同じ種類を揃えたり、同じ種類を揃えたり、
異なる形を

会員（SN）価格
2製品合計：

¥17,270
（15,570BV）

定期便価格の場合
2製品合計：

¥16,120
（14,590BV）

会員（SN）価格
2製品合計：

¥17,270
（15,570BV）

定期便価格の場合
2製品合計：

¥16,120
（14,590BV）

ヴァイタライザーヴァイタライザー
製品コード：57022
内容量：30袋
会員（SN）価格：¥11,540（9,870BV）
定期便価格：¥10,390（8,890BV）

製品コード：57022
内容量：30袋
会員（SN）価格：¥11,540（9,870BV）
定期便価格：¥10,390（8,890BV）

栄養機能食品栄養機能食品インスタントプロテインインスタントプロテイン

インスタントプロテインインスタントプロテインインスタントプロテイン
製品コード：レギュラー 6000、バニラ 6001、製品コード：レギュラー 6000、バニラ 6001、製品コード：レギュラー 6000、バニラ 6001、
　　　　　  　　　　　  　　　　　  
　　　　　  　　　　　  　　　　　  
内容量：1,000g内容量：1,000g内容量：1,000g
会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）

ウッドコースターウッドコースター

ミニステンレスボトルミニステンレスボトル

毎月コースターの
形が変わります
お楽しみに！

対象：期間中に新規会員登録なさったメンバー・ディストリビューターの方

内容量：1,000g
会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）

お好きなフレーバーを
お選びください

お好きなフレーバーを
お選びください

内容量：1,000g
会員（SN）価格：¥5,730（5,700BV）



2020.9

秋のうるおいローション キャンペーン秋のうるおいローション キャンペーン

※消費税 10%込み。BVはボーナス計算用の値です。

リフェンセル　
エンリッチ ローション
製品コード：2268　
内容量：150mL
会員（SN）価格：¥6,030
                 （5,910BV）

リフェンセル　
エンリッチ ローション
製品コード：2268　
内容量：150mL
会員（SN）価格：¥6,030
                 （5,910BV）

シャクリー 
オーガニック コットン
製品コード：9615
内容量：60 枚（60 ㎜×70 ㎜）
価格：¥230

シャクリー 
オーガニック コットン
製品コード：9615
内容量：60 枚（60 ㎜×70 ㎜）
価格：¥230

「リフェンセル トライアル セット」の購入で下記 3つの特典

送料無料
でお届け

「リフェンセル トライアル セット」の購入で送料無料

定期便も
対象です

定期便も
対象です

化粧水はたっぷり、しっかり、ぜいたくに、
スキンケアの基本です！

「リフェンセル エンリッチ ローション」
お得に買って、お肌にたっぷり！

ご注文 1回ごとに
「シャクリー オーガニック コットン」を 1個プレゼント

暑さとストレスに耐えぬいたお疲れ肌に　たっぷり保湿で癒されケアを

1回の
ご注文で

1個購入 キャンペーン価格 1本 ¥5,730（5,610BV）約5% OFF

2個購入 キャンペーン価格 1本 ¥5,430（5,320BV）約10% OFF
3個以上
購入

キャンペーン価格 1本 ¥5,120（5,020BV）約15% OFF

9/1（火）

11/30（月）  

リフェンセル シリーズとは？

美しさを引き出し、輝かせる高保湿スキンケア
リフェンセル シリーズは、ストレスなどのダメージを受けやすい

現代女性の肌をサポートするスキンケア製品。それを可能に

しているのが、独自の複合成分“ヴァイタル リペアプラス”と

5 つの保湿成分です。肌にやさしい原料を厳選して安全性を

高め、使い勝手や洗い心地にもこだわりを凝縮。シャクリー

不動のロングセラーとして人気と信頼を得ています。

普段からお困りの方も、紫外線や汗など夏のダメージでお悩みの方も、

これからの乾燥の季節が気になるという方も…。

たっぷりのうるおいを、いつも頑張るお肌にプレゼントしませんか。

高保湿スキンケア シリーズ

リフェンセルの「エンリッチ ローション」で、

しっとりなめらか肌のあなたへ。

リフェンセル シリーズ 5製品を約 1週間試せる
「リフェンセル トライアル セット」

スキンケアの新しいステージをお探しのあなたに

* 2018年 8月～ 2019年 7月にリフェンセル製品を購入なさり、
  2019年 8月～ 2020年 7月にリフェンセル製品をご注文なさらなかったメンバー、ディストリビューターの方が対象です。 
  対象の方にはご案内のハガキをお送りしておりますのでぜひご確認ください！　

*2020年 9月 1日～ 11月 30日までに新規会員登録・購入なさった方が対象です

リフェンセル シリーズ製品の
紹介と使い方をまとめました

リフェンセル トライアル セット発売

リフェンセル トライアル セット
製品コード：9286　
会員（SN）価格：¥3,060（BVなし）

リフェンセル トライアル セット
製品コード：9286　
会員（SN）価格：¥3,060（BVなし）

■メルティ クレンジング クリーム 25g とろけるようななめらかクレンジング

■モイスト クレンジング リキッド 20mL 泡立ちふんわり弱酸性のしっとり洗顔料

■エンリッチ ローション 30mL たっぷりうるおう高浸透*ローション

■エンリッチ ミルク 20mL しっとりなめらか高保湿乳液

■モイスト フィット クリーム 5g うるおいリッチな高密封クリーム　　　＊角質層まで

セット内容（リフェンセルロゴ入りビニールポーチ付き）

しばらくご注文をお休みされている方 *

新規会員登録なさったメンバー・ディストリビューターの方 *

特典

1

「ターバン＆泡立てネット」
をプレゼント

特典

2

「リフェンセルブック」
をプレゼント

特典

3

大豆タンバク／発酵セラミド／スクワラン／
ヒアルロン酸／ピロリドンカルポン酸

スキンケアの基本です！スキンケアの基本です！

普段からお困りの方も、紫外線や汗など夏のダメージでお悩みの方も、

これからの乾燥の季節が気になるという方も…。これからの乾燥の季節が気になるという方も…。

普段からお困りの方も、紫外線や汗など夏のダメージでお悩みの方も、普段からお困りの方も、紫外線や汗など夏のダメージでお悩みの方も、普段からお困りの方も、紫外線や汗など夏のダメージでお悩みの方も、

この時期だから…の

ご奉仕価格

あなたの
スキンケアを
応援します

「リフェンセルブック」

「いつもしっとり肌でいたい」

　　　「自分の肌に合う化粧水をずっと探している」

　「何を使ってもあまり実感が…」　「絶対にカサカサしたくない」

※「リフェンセル トライアル セット」およびプレゼントの「ターバン＆泡立てネット」は数量限定ですので、なくなり次第終了となります。

製品ごとに、紫外線ダメージや
環境汚染などから肌を守る厳選成分配合


