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ご案内
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お気に入りの製品を、毎月指定の日時に
定期的にお届けするサービスです。

買い忘れの心配がなく、定期便クラブだけの
うれしい特典もあります。

シャクリー定期便クラブ利用規約　──利用前に必ず確認してください。

シャクリー定期便クラブ パンフレット2019／9279

1.対象者　メンバー、ディストリビューター

2.利用条件　
•会員（SN）価格合計8,000円以上で利用可能です。
※ポイント交換を含め、一部対象外の製品（キャンペーン、限定品、製品関連グッズ等）
があります。

※製品関連グッズ（サーヴェイ等含む）は定期便に同梱できますが、1回限りとなり、次月
の継続はありません。また、マイレージポイントの加算はありません。

•申込みはおひとり様につき一便とします。
•一時休止制度はありません。

3.注意事項
•申込み、変更、中止等、全ての連絡は利用する本人からのみ受付けます。
※本人以外からの連絡により問題が発生した場合、当社では責任を負いかねます。
•定期便の利用者がスーパーバイザーに昇格した場合は、昇格月の配
送で終了します。

4.申込方法
オンラインショップ、受注センター、カウンター、シャクリーコーナーで申込
みを受付けます。

5.製品配送
●初回
　•月～土の14時までの注文は当日に出荷します。
　　（祝日・年末年始を除く）
　•配達日時の指定が可能です。
●2回目以降
　毎月指定の日時に配達します。
　•配達日：5日～月末＊
　 　　＊29日～31日指定で該当日がない月は末日に配達します。

　•配達時間帯
　　午前中／14時～16時／16時～18時／
18時～20時／19時～21時

　 　　＊ヤマト運輸の規定に準じます。
　 ※カウンター、シャクリーコーナーでの受取りはできません。

6.支払方法
代引き、コンビニ・郵便局払い、クレジットカード（PayPal）決済の3つの
方法があり、それぞれ以下の通りです。
●代引き：利用限度額は会員（SN）価格合計30万円までです。
●コンビニ・郵便局払い：利用限度額は他の注文と合計して会員（SN）
価格20万円（一部を除く）までです。配達指定日から10日以内に荷
物に同梱される払込取扱票にて現金でお支払いください。なお、配達
指定日の5日前（日曜・祝日・年末年始を除く）時点で未精算額（当
社確認分）との合計が利用限度額を超える場合や支払期限が過ぎて
いる場合は、代引きでの出荷となります。
●クレジットカード（PayPal）決済：オンラインショップのみ利用可能で
す。利用限度額は会員（SN）価格合計30万円までです。何らかの理
由でクレジットカード（PayPal）決済が適用できなかった場合は代引
きでの出荷となります。
※オンラインショップからの注文の場合、初回の支払方法は代引き、クレ
ジットカード（PayPal）決済のどちらかとなります。コンビニ・郵便局払
いをご希望の場合は、受注センターに電話で注文してください。

7.定期便の変更と中止
申込内容の変更および定期便利用の中止は、利用中の配達指定日、変
更後の配達指定日のいずれか早い方の5日前（日曜・祝日・年末年始を
除く）までに手続きをしてください。
なお、お届け先の変更および利用中止は、受注センターでのみ承ります。

［マイレージポイント］（以下、ポイント）
1.ポイントの加算
•スタートから6ヵ月目までは会員（SN）価格の3％、7ヵ月目からは会
員（SN）価格の5％のポイントを加算します。なお、定期便価格設定製
品は会員（SN）価格より約10％割引しているため、ポイントの加算は
ありません。

•継続6ヵ月目に、6回分まとめてポイントを加算します。7ヵ月目以降は
毎月ポイントを加算します。スタートから6ヵ月未満で利用を中止した
場合、ポイントの加算はありません。

•一度定期便の利用を中止し、新たに申込みした場合、ポイント加算は
1ヶ月目（3％）からのスタートとなります。

•継続12ヵ月毎に、3,000ポイントをプレゼントします。（定期便価格製
品のみの注文の場合も対象です。）

2.ポイントの利用
•1ポイント＝会員（SN）価格1円相当で製品と交換可能です。
•ポイントは会員（SN）価格での交換となり、特別価格、キャンペーン価
格での適用はありません。

•ポイントに現金を足して交換することはできません。
•ポイントは6ヵ月目の製品到着後からシャクリー製品、製品関連グッズ
と交換できます。
　※一部対象外があります。
•ポイントはオンラインショップ、受注センター、カウンター、シャクリーコー
ナーで利用できます。

3.ポイント交換による製品の配送
ポイント交換製品は、基本的に定期便の配送または通常注文に同梱し
ますが、ポイント交換製品のみ配送する場合は、配送料520円（ポイント
では支払いできません）が必要となります。

4.ポイント数の確認方法
会員サイトMyShaklee（マイシャクリー）、納品書、カウンターおよびシャ
クリーコーナーの売上明細書で確認できます。

5.有効期限
ポイントを獲得した年の翌年12月末までです。
※製品との交換を受注センターに申込む場合、受付は年内最終営業日14：00
までとなります。

6.注意事項
ポイント交換製品にBVはつきません。また返品もできません。

〒163-0221 東京都新宿区西新宿2-6-1  新宿住友ビル21階　
 TEL 03-3340-3700（代） 
 http://www.shaklee.co.jp 

日本シャクリー株式会社 お客様相談室
（9:00～19：00 土日祝日除く）

0120 -992-170

シャクリー定期便クラブの内容は、変更する場合があります。その場合は、公式サイト等に掲載します。

※裏面の「シャクリー定期便クラブ利用規約」を必ずお読みください。2019 年 10月作成 



ヴィヴィエクス
ヴィヴィエクス カプセル
抗加齢研究から生まれた新エイジングケア習慣

11,540円
（BV9,870）

会員（SN）価格 定期便価格定期便価格設定製品

10,390円
（BV8,890）
（8％消費税込み）

ヴァイタライザー
健康に欠かせない栄養素を
1パックでまんべんなく補給

11,540円
（BV9,870）

10,390円
（BV8,890）
（8％消費税込み）

マインドワークス
より若々しく、より冴えわたる“健考”力

9,170円
（BV9,150）

8,250円
（BV8,230）
（8％消費税込み）

ザ・ビューティ ドリンク
ワンランク上の肌を育むスペシャル美容ドリンク

11,540円
（BV9,870）

10,390円
（BV8,890）
（8％消費税込み）

リフェンセル アヴェリエ 
クレンジング＆マッサージクリーム
プレミアムなダブル機能でいきいきバラ色肌に

9,150円
（BV8,950）

8,230円
（BV8,070）

（10％消費税込み）

リフェンセル アヴェリエ 
プレミアム リヴァイタライズ エッセンス
化粧水前に使う“導入美容液”で明るい上向き肌へ

11,430円
（BV11,210）

10,290円
（BV10,090）
（10％消費税込み）

マイレージポイントが貯まる！Point

①購入金額に対して・・・1～6ヵ月目までは3％、7ヵ月目以降は5％
※一部ポイント加算対象外の製品があります

②12ヵ月継続毎に・・・3,000ポイント
貯まったマイレージポイントは、1ポイント＝会員（SN）価格1円分として製品交換（一部対象外あり）が可能です。

通常は会員（SN）価格合計3万円未満のご注文の場合、配送料（520円）が必要ですが
定期便は無料です。

《シャクリー定期便クラブの特典》

以下の7製品は会員（SN）価格の約10％OFF！
シャクリーのディファレンスがつまった製品の中から厳選しました。
※定期便価格の設定がある製品は、マイレージポイントは加算されません。

継続6ヵ月で
3,564
ポイント獲得！

継続12ヵ月で

12,498
ポイント獲得！

6ヵ月目 12ヵ月目11ヵ月目10ヵ月目9ヵ月目8ヵ月目7ヵ月目

12ヵ月継続ポイント
3,000

購入ポイント
9,498

購入ポイント
3,564

毎月の購入金額
に対して
5％

さらに続けると・・・
継続12ヵ月毎に
3,000ポイント

+

※価格はすべて消費税込みです。BVはボーナス計算用の値です。　※製品写真の大きさの比率は実際と異なります。

公式サイト、オンラインショップ内、製品
ページより「定期便カートに入れる」ボタン
をクリック

ここをクリック！

www.shaklee.co.jpオンラインショップ

東京 03-3340-3666
札幌 011-806-0007
大阪 06-7670-0110
福岡 092-474-6815 

携帯・ＰＨＳ・公衆電話の場合（有料）

0120-39-8140
受付  9：00～21：00（12/30～1/3を除く）

（受注センターフリーコール）

電話※ご利用にはサイト利用登録が必要です。

お
申
込
み
方
法

（受注センターFAX専用フリーコール）

シャクリー定期便クラブ申込書（コード
9200）をご利用ください。

0120-919-355
受付  24時間

FAX

※画像はイメージで、変更する場合があります。

ご注文手続きページで支払い方法等
を選んでください。「ご注文内容の確
認」ボタンをクリック、カート内容を確
認し、最後に「完了」ボタンをクリック

①「シャクリー定期便サービス内容と利用規約」を必
ず確認 ②をチェック後、③「ご注文手続きへ」ボタン
をクリック

オンラインショップなら
クレジットカード支払い
が可能 ！!

定期便カートの内容を確認し、「ご注文手続へ」ボタンをクリック

ここをクリック！

SPECIAL

6ヵ月目以降
ポイント交換可！

マイレージ
ポイント

1～6ヵ月は会員（SN）価格に対して3％ 7ヵ月目以降は会員（SN）価格合計の5％

6ヵ月継続購入した場合の支払合計金額
19,750円×6ヵ月＝118,500円

※支払合計金額は一例です。
ご注文内容によって異なります。

例えば

※定期便は申込者ご本人から利用中止の申出がない限り製品をお届けします。

①

②
③

Point ￥0

特典1 特典2

特典3

定期便スタート

［製品コード1859］

［製品コード57022］

［製品コード159］

［製品コード139］

［製品コード1597］

［製品コード1598］

［製品コード1860］

配送料無料！

定期便クラブだけの特別価格！
「ヴィヴィエクス」
（会員（SN）価格11,540円）
と交換できます。

Point下記製品を購入した場合、1ヵ月分のお支払い例
•インスタントプロテイン
　（1,000g レギュラー)
•B コンプレックス
•ヴァイタ C TR
•Q10-エイジ
会員（SN）価格合計

19,750円

例


