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100年時代を楽しむために今日から始めるセルフケア。

美しさと健やかさに満ちた
2020年の幕が開く。

各種お問い合わせ・お手続き

HCCの方

ナチュラリープラス会員の方（HCA・HCB）

ヘルスケア倶楽部ダイヤル

コールセンター

F A X

サ ロ ン

テレフォンオーダー

公式ホームページ

東京、大阪のサロン窓口で直接ご注文、各種お手続きいただけます。

F A X

サ ロ ン 東京、大阪のサロン窓口で直接ご注文、各種お手続きいただけます。

ショッピングサイト
https://hcc.univashop.com
インターネットから簡単にご注文いただけます。上記URLから
ご注文ください。携帯電話からはQRコードもご利用いただけます。

■製品の発送
製品の発送はご注文受け付け後7日以内に行います。製品
の到着は地域、発送状況により多少異なる場合がございます。
※在庫状況などによって発送が遅れる可能性がございま
す。また、土・日・祝日、その他夏季・年末年始の休業日は、
発送手配業務を行っておりません。

※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など連休前後にいた
だいたご注文は、発送が遅れる可能性がございます。あら
かじめご了承ください。

■支払方法
クレジットカード決済または代金引換払い

■返品・交換
製品の返品・交換の際は、製品到着日より30日以内に、ヘルスケア倶楽部ダイヤルまで
ご連絡ください。（返品・交換は、未開封のものに限らせていただきます。）
弊社の起因による不良・破損など製品に問題があった場合ならびに注文と違う製品が届い
た場合の返品の送料は、弊社で負担させていただきます。
お客さまご事情に起因する返品・交換の送料は、お客さまの負担となります。
■製品以外の費用
代金引換払いを利用された場合の手数料（350円）は、お客さまの負担となります。
※製品や購入金額問わず1梱包ごとにかかります。

ご注文の際は、ヘルスケア倶楽部をお勧めいただいた方の紹介者情報をお手元にご用意ください。

0800-222-1114（平日9時～18時、土・日・祝日休み）

（平日10時～18時、土・日・祝日休み）
最新情報、各種お手続き方法などのお問い合わせ0120-989-329

UNIVAソーシャル
お客様センター

（平日10時～17時、土・日・祝日休み）
UNIVAでんき、ユニマルシェ、ユニヴァ共済に関するお問い合わせ
［音声ガイダンスメニュー］
1.UNIVAでんき　2.ユニマルシェ　3.ユニヴァ共済

0800-888-8877

03-6230-2447

03-6230-2447

（平日9時～18時、土・日・祝日休み）
製品のご注文、ご登録内容変更などのお問い合わせ

（平日10時～18時、土・日・祝日休み）
解約、返品、クーリング・オフなどのお問い合わせ

（平日10時～17時、土・日・祝日休み）
製品の召し上がり方や成分に関するお問い合わせ

0120-934-258

消費者相談窓口 0120-919-895

製品相談室 0120-936-329

http://www.naturally-plus.com

ユニヴァモバイル
（平日10時～18時、土・日・祝日休み）
モバイル、タブレットの使い方、設定方法など
ユニヴァ・モバイルに関するお問い合わせ0800-888-8511

03-6230-2446

UNIVAソーシャルプロジェクトに関するお問い合わせは、0120-989-329まで



長寿化が進み、「人生100年時代」といわれるようになりました。

人生の後半戦もイキイキと生活するために、新年のスタートに合わせて

美と健康をかなえるセルフケアを始めませんか？

100年時代を楽しむために
今日から始めるセルフケア。

Self Care
　日頃よりFrais〈フレ〉をご愛読いただき誠にありがとうございます。

　昨年は元号が平成から令和へと変わり、時代の移り変わりを強く感じる年となりました。

ナチュラリープラスも、この新しい時代の幕開けに「100年続く企業」として原点回帰を掲げ、

今年も「スーパー・ルテイン」ブランドを軸に、未来を見据えた施策を行ってまいります。

　例えば、この春から展開予定のカロテノイド測定機器「カチックチェッカー」は、体内のカロテノイ

ド量を “ 見える化 ” することで、健康に対するモチベーションを高めてくれる画期的なデバイスです。 

　Frais〈フレ〉ではこうした新情報のほか、健康、美容、経済など、人生 100年時代をよりよく生

き抜くための情報を、楽しく、分かりやすく伝えてまいります。2020年からは誌面をよりスタイリッシュ

でシンプルなものへと刷新。洗練されたライフスタイルも誌面を通して提案していきたいと思っています。

いつも手元に置いて、ご家族やお友達とともに手軽に目にできる Frais〈フレ〉のよさを存分に生

かし、今年も、そしてこれからもずっと、皆さまに寄り添い、役立つメディアであり続けられますように、

誌面づくりに力を注いでまいります。

　今年も、Frais〈フレ〉をどうぞよろしくお願いいたします。

2020年Frais〈フレ〉編集部一同
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バランスのよい食事の代表格といえばやはり「和食」。

四季折々の食材や調理方法は、長年にわたって日本人

の健康長寿を支えてきました。2013年にはユネスコ

無形文化遺産に登録され、健康食として世界でも注目

されています。お米などの穀類を中心に、海や山で採

れる多種多様な旬の食材、そして油を抑えた調理法や

うま味を生かし塩分を控えた味付けも健康食といわれ

る理由。さらにぬか漬けやみそ、納豆など、近年話題

の発酵食品を取り入れられるのも魅力です。

世界が注目する健康食「和食」を
今こそ見直す

●　よく噛んで腹八分目
よく噛むと早食いや大食いを防げる上、胃腸の負担も軽くなります。

●　朝食は抜かない
朝食は1日を元気に過ごすためのエネルギー源。空腹の状態で昼食
を取ると血糖値が急激に上昇し、体脂肪の生成を促してしまいます。

●　野菜から食べる
野菜やきのこ、海藻類などの副菜から食べると、血糖値の急激な上
昇やその後の食べ過ぎを防げます。

●　アルコールは適量を守る
ワインならグラス1杯半（180mL）、ビールなら500mLのロング缶
1本、日本酒なら1合を目安に。

＜美と健康を育む食事のコツ＞

人のからだは食べるものによって大きく影響を受けます。食生活が乱れたり、ダイエットなどで極端
に食事量を減らすと栄養の偏りや不足が生じ、健康を損うことにもつながりかねません。年齢や生活
スタイルに合わせてさまざまな食品をバランスよく食べたり、サプリメントを上手に活用しましょう。

栄養バランスの取れた食事は
健康維持の基本。

Foods Balance
［　バランス　］

余分なものをマイナス＊2する
健康維持へ

「加減乗除」の新発想で食物繊維と
乳酸菌や酵素、注目の活性系成分を配合。

食事の最初にお勧め！食物繊維と
カルシウムをいつでも手軽にとれる。

野菜や果物のカロテノイドを効率よく補給
スーパー・ルテイン（左）
54g（540mg×100粒）

スーパー・ルテイン ミルトプラス（右）
55.2g（460mg×120粒）

スーパー・ユーグレナ
パラミロンARX
51.6g（430mg×120粒）ピュリフィカBB

600mL（20mL×30袋）／箱ピュリフィカFIRE
オリジナルフレーバー
291g（9.7g×30袋）／箱

＊2 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。＊3 特許内容：食性繊維顆粒構造
＊4 台湾新型特許番号：第M466660号

＊1 PCT国際特許出願制度により、特許協力条約に加盟している国に出願し、
　  複数の国で認められた特許

緑黄色野菜や果物に含まれる6つのカロテノイ
ドをバランスよく配合し、さらにビタミンE、
DHA、ビタミンB群などの成分も補完し、現代
人の健康をサポート。

「スーパー・ルテイン」の黄金レシピはそのままに、
松樹皮エキスとビルベリーエキスから成る国際
特許＊1 成分をプラスしたフラッグシップ製品。

ミドリムシ特有の成分で
あるパラミロンを高含有
している白のミドリムシ
を配合。植物系・動物
系両方の栄養素を豊富
に備えながら、食物繊維
のような働きで余分なも
のをマイナス＊2します。

日本人に不足しがちな水溶性食物
繊維がしっかり補えるよう、健康飲
料などで話題の「難消化性デキスト
リン」をたっぷり配合。年齢を重ね
るほど必要になるカルシウムも同
時に補え、相性のよいCPPも配合
しています。

特許取得＊3の顆粒剤技術で＊4お
子さまやお年寄りも食べやすく、
1袋で1日に必要な食物繊維の3
分1以上が補え、ご家族みんなの
美と健康をサポートします。
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からだのリズムを整えるためには睡眠をしっかりとる

ことが大切。理想の睡眠時間は6～8時間といわれて

いますが、大切なのは睡眠の質。寝付いてから30分

前後におとずれる最も深い眠りのときに「成長ホルモ

ン」が分泌され、それがからだのメンテナンスに関わっ

ているといわれています。1日の脳とからだの疲れを

回復させるために、熟睡できる環境をつくりましょう。

●　明るい光を避ける
パソコンやスマートフォンの光は脳を覚醒させ
るため、就寝の30分前から見るのを控える。

●　入浴をする
人の体温は夜になると下がり始め、それによっ
て眠気が起きるため、ぬるめのお湯に入浴する
ことで体温を一時的に上げて入眠がスムーズに。
就寝1～2時間前の入浴がお勧め。

●　日中は活動的に、夜は静かに過ごす
疲れているときほどぐっすり眠れるように、適度
な疲労感は快眠に必要。日中は活動的に生活し、
夜は読書したり音楽を聴いたり、アロマを楽し
むなど、リラックスできることをして静かに過ご
すこと。

上質な睡眠がメンテナンスに

＜心地よい眠りを促す工夫＞

年齢を重ねるとからだのリズムが乱れやすくなり、眠りが浅くなったり、代謝が衰えがちに。
代謝の低下は冷えにつながり、「巡り」が滞ったり、太りやすくなることも。
また、冷えは「万病のもと」といわれるように、さまざまな不調を引き起こすので、
気温の低下で冷えやすい今の時季はなおのこと、からだのリズムを整えることが大切です。

からだのリズムを整え、
巡りをよくすることが
アンチエイジングの秘訣。

RhythmRelax

人のからだを動かす基本的なエネルギーは筋肉で最も多く消費されるため、

筋肉量が減ると基礎代謝が下がります。一般的に筋肉量は加齢とともに減少

するので、年齢を重ねるほどに適度な運動は必須。特に意識したいのは下半

身の筋肉の強化。ウォーキングやスクワットなどがお勧めです。

代謝アップの鍵は、いかに筋肉を維持するか

Exercise

［　リズム　］

1日頑張った日はゆったり過ごす
エステ気分のバスタイムに。

運動、入浴、就寝前後は
高品質の水素水で
水分補給を。

＊ 日本国内水素水市場（生成機器、サプリメント除く）2010年～2018年、
　 ブランド別売上No.1。各種公開情報および主要対象事業者に対する
　 アンケートに基づき推計。イプソス株式会社調べ（2019年8月）

※1 保湿・整肌成分　※2 整肌成分

水素化マグネシウム配合

寒い季節はからだを温めることが大切。湯船につ
かると温浴効果でからだがポカポカになり、心ま
でゆったりリラックスできます。38～40℃の心地
よく感じる温度のお湯に、15分くらいを目安につ
かりましょう。入浴剤を使うと心身のリフレッシュ
により効果的です。また、汗をかくので入浴の前
後は水分補給も忘れずに。

＜入浴は巡りにも一役＞

●　エスカレーターなどはなるべく使わず、積極的に階段を使う
●　電車などでも極力座らず、立っている時間を増やす
●　座っているときは膝を閉じて背筋を伸ばす

＜日常生活活動も運動に＞

IZUMIO
200mL×30パック
200mL×48パック

業界トップレベルの水素溶存率を誇
り、2010～2018年の国内水素水市
場で売り上げNo.1。＊毎日の水分補
給に選ばれている水素水です。

バスミオ
浴用化粧料（25g×10包／箱）

フランス・ブルターニュ産の海水塩※1と、
水酸化マグネシム※2配合。心身をリフレッ
シュさせて一日をリセット。湯上がりの肌
もすべすべに導きます。
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夢や楽しみをもつことは生活のハリにつながります。近年は幅広い年齢層に向けた趣味やボランティア活動の場が広
がっています。2018年に内閣府が60歳以上の約1800人に行った意識調査※でも、約8割の人が「生きがいを感じて
いる」という結果に。これからの人生もイキイキと過ごせるよう、からだの健康だけでなく、心の充実も目指しましょう。

小さくても「幸せ」を感じる毎日が
心を若々しく、健やかにする。

Joy

仕事や子育てなど「やらなければならないこと」が年齢ととも

に変化していく中で大切なのは、いくつになっても「やりたい」

と思える何かがあること。そのためにはどの年齢から準備を

始めても早すぎることはありません。また、年齢を重ねても人

との接点が多い人ほど若々しくいられるという報告もされて

います。

いくつになっても「やりたいこと」が
あるのが若々しさの秘訣

Hobby

［　楽しみ　］

※平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果

“Face to Face”をもっと
楽しむためのラクトフェリン配合
エチケットケアサプリメント！

美しくアクティブな毎日のために
贅沢成分のドリンクを。

AND
清涼飲料水（50mL×10本）

ラクトエア
30g（1g×30粒）／袋

※1 栄養機能食品（ナイアシン）。ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
※2 キャッツクロー抽出物

●　健康に自信があるアクティブな方
旅行、ハイキング、テニス、ヨガ、水泳、　
ゴルフ、社交ダンス

●　一人でじっくり楽しみたい方
読書、映画・舞台観賞、絵画、書道、茶道、
写真、ガーデニング、釣り

●　人と楽しみたい方
合唱、料理教室、囲碁、将棋

＜長く続けられる趣味をもつ＞

いつまでも人生を謳歌するために、5種のベ
リーや、ナイアシン※1、AC-11※2など、美と活
力を支える成分を贅沢に配合しています。

なめるだけで自分では気付きにくいエチケッ
トケアを手軽にできるタブレット。コミュニケー
ションに自信をもてて、好感度もアップ！

h                  

登 録 無 料

「ナチュラリープラスの会員です」とお伝えください。
ショッピングサイト▶︎https://unimarche.jp/
 E メール▶︎ info@unimarche.jp 

お客様センター

甘くておいしいものを食べているひとときは誰もが幸せを感じます。それが選び抜かれた素材と製法でつくられた
ぜいたくな一品なら、なおのこと。大切な方へのとっておきの贈り物として、また、頑張った自分へのご褒美にいかがでしょうか。

贈られた人を幸せで包み込む　　
厳選された素材と伝統の製法でつくられた

こだわりのスイーツ

素材は全て国産で、選び抜いたもち米玄米・小豆・てんさい糖・塩の
みでつくった玄米大福。秘伝の職人技により、もち米の玄米からも
ち生地をつくり上げています。自家製餡は二日もの間、刻々と変わ
る小豆の状態を見極めながら、何度も火にかけては止める作業を繰
り返し、途中「蜜漬け」と呼ばれる状態で
一晩寝かします。じっくり小豆に味を入
れたつぶ餡は、皮までふっくら柔らかく、
てんさい糖の上品な味わいと良質な小豆
の風味を存分にご堪能いただけます。

サクッと軽い食感のキヌ
アパフを、甘さ控え目
なアガベチョコレートで
コーティング。食べやす
い小粒サイズで、ちょっ
ぴりほろ苦いおいしさ
が後を引きます。

可憐な香りが特長のペルー産カカオ。その特長を余すことなく生かすため、オーガニック農園と製造メーカーがフェアトレードの
精神をもって、栽培から加工まで一貫して製造しています。

代々伝わる、秘伝の職人技がなせる
おいしさです。

冬のビューティフードにオーガニックチョコレートを

61101  
有機アガベチョコレートボール キヌアパフ 
570円（ 税込 ） 60g

61097  
有機アガベチョコレートダークゴールデンベリー 
800円（ 税込 ） 100g

（平日10時〜17時 土・日・祝日休み）
0800-888-8877

ユニマルシェ LINE 公式アカウント

20036  
杵つき玄米大福 冷凍  
3,900円（ 税込・送料込 ）8個

キャッシュレス・消費者還元事業
消費者還元期間：2019 年 10 月〜 2020 年 6 月 31 日対象のクレジットカードでお支払いいただくと5％還元

LINEの
「友だち追加」から
「QRコード」で登録

してね♪

お買い物には
ユニマルシェの
会員登録が
必要です。

アガベシュガーで甘味をつけ
たチョコレートに、オーガニッ
クのゴールデンベリーを丸ごと
トッピング。ゴールデンベリー
はインカベリーとも呼ばれ、南
米では栄養価の高い食品とし
て親しまれています。

カカオ
70%

冬の贈り物
お申し込み期間
2020年1月31日

（金）まで

カカオ
70%

ユニマルシェは、「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象店舗です。

キャッシュレスで
お支払いのお客様に５％還元

消費者還元期間：2019年 10月～ 2020年 6月30日　※期間は変更となる場合がございます。キャッシュレス・消費者還元事業

9 8



日本国立徳島大学卒 栄養学博士
米国ニューヨーク大学卒 栄養学修士

翁玉青博士
ピュリフィカFIRE 共同開発者

ピュリフィカFIRE 
（オリジナルフレーバー）291ｇ（9.7ｇ×30袋）／箱

HCA・HCB価格／￥12,500（税込）
HCC定期お得価格／￥12,500（税込）
HCCその都度価格／￥13,750（税込）

国際的な品評機関での最高金賞受賞は
「ピュリフィカFIRE」の確かな品質の証に。

ピュリフィカFIRE共同開発者

翁玉青博士インタビュー

活性系食物繊維サプリメント「ピュリフィカFIRE」の共同開発者である翁玉青博士の
インタビュー企画第2弾です。
配合成分や開発の苦労話などを伺った前回に引き続き、今回はその苦労が実り、
2019年度モンドセレクション最高金賞を受賞した際のお気持ちなどをお聞きしました。

第2弾

私自身、製品には絶対の自信がありましたので、出願したときから何らかの賞はもらえると信じていました。
ただ賞の種類についてはあまり把握していなかったので、最高金賞と聞いたときには、これまでの研究の
苦労が報われた気がしましたね。モンドセレクションは歴史も長く、権威ある国際的な品評機関ですから、
そこで最高金賞を受賞できたことは非常に光栄なことだと思っています。

国際的な品評機関での受賞は、グローバル企業として
とても価値のあることだと感じました。
A

「ピュリフィカFIRE」がモンドセレクションで最高金賞を受賞したときは
どのようなお気持ちでしたか？

Q

伝統的な日本の食生活は、メディタリアン（地中海食※）に次ぐ健康食のモデルだといわれています。地元で採れるものや旬の食材
を使用しているので、新鮮で栄養価が高く、調理法もシンプルなので過剰な添加物が避けられるのがとてもよい点だと思います。ま
た、刺身を食べる文化は、加熱による油脂の脂肪酸破壊を減らし、オメガ-3脂肪酸（DHAおよびEPA）を摂取しやすくなります。
さまざまな食材をバランスよく食べられる定食の形式もいいですね。食べる前に「いただきます」と食べ物に感謝して食べる習慣も
素晴らしいです。

日本食には食材や調理法、作法など、素晴らしい点がたくさんあります。A

翁博士はグローバルに活躍されていますが、国際的な視点から
日本人の健康意識や食習慣のどのような部分が優れていると思われますか？

Q

ローマで行われた授賞式はとても華やかでした。そのような場で舞台に立って最高
金賞を受賞した瞬間はとてもうれしかったですし、非常に名誉なことだと感じました。

華やかな場で最高の瞬間を体験させて
いただきました。

A
実際に授賞式に参加されていかがでしたか？Q

※地中海食とは……野菜や果物を豊富に使用し、肉は脂肪分が少ないものを食べるのに加え、肉や乳製品よりも魚の使用頻度が高い。
　またオリーブオイルをよく使用し、赤ワインをよく飲む。

●　体内のカロテノイド量を“見える化”する機器
ドイツのバイオズーム社が開発した技術を利用し、手のひらにLEDライトを当てることで、カロテノイド量を
測定します。カロテノイド研究の第一人者であるフレデリック・カチック博士にちなんで名付けられました。

●　測定方法は簡単
センサーの上に手を置くだけ。所要時間約1～2分で簡単に測定可能です。

●　カロテノイド量を12段階でレベル分け
測定結果は「カロテノイドレベル」として12段階で数値化。
結果に応じてカチック博士の喜ぶ顔や泣き顔が表示されます。

カチックチェッカーとは？

東京・大阪サロンにお越しいただくと「カチックチェッカー」を使ってカロテノイドレベルを測定いただけます！
※測定される場合はサロンにて「イントロダクションブック（税込300円）」をご購入ください。

あなたのカロテノイドレベルはどれくらい？
測定してみましょう！

食事などで摂取したカロテノイドは体内の至るところで消費されるため、その量は日々変化します。
カロテノイドレベルが上下する主な要因として、以下の生活習慣が考えられます。

体内のカロテノイド量はずっと一定なの？

1.喫煙
2.過度の飲酒
3.ストレス

カロテノイドレベルが下がる要因 カロテノイドレベルが上がる要因
1.十分な睡眠と休息
2.適度な運動
3.バランスのよい食事

緑黄色野菜や果物などに多く含まれ、健康に重要な役割を果たす栄養素カロテノイド。
体内でつくられないため食事などで摂取する必要がありますが「実際にどのくらい摂取できているんだろう？」と思ったこと
はありませんか？そんな疑問を解決するため、体内のカロテノイド量を簡単にチェックできる画期的なデバイス「カチック
チェッカー」が誕生しました。普段の食生活や生活習慣を見直すきっかけをつくり、皆さまの健康をサポートします。

あなたの体内の“カロテノイド量”が“一目瞭然”

「カチックチェッカー」誕生！

今年春ごろから会員の皆さまにもレンタル開始予定！ 乞うご期待！

VERY GOOD!
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このコーナーは、お手紙を通じた、読者の皆さまとFrais〈フレ〉編集部との
コミュニケーションスペースです。今月は、2019年9月号に寄せられたお手紙を紹介します。

スキンケア製品を切り替えるときは勇気がいりますよね…
そんな中で選んで使っていただきうれしいです！
「AURAGE」で乾燥が特に気になるこの季節をぜひ快適
に過ごしてください。

正しい方法で使用することは
大切ですし、その後のお手入
れにもやる気が出てきますね！
乾燥の季節はぜひケチらず
たっぷり使ってください。

Frais Café

2 日前に「AURAGE」が届きました！
初めて使い、初日で感激！
毎年乾燥に悩まされていましたが、
この冬は違うかもしれません。

S・Kさん
（新潟県）

今日、母の家で「AURAGE会」をしてきたところ
です。詳しい説明を聞き、製品の使い方まで教えて
もらいました。すっとなじみ、しっとりとした感触で
よい製品だと実感しました。

K・Rさん
（高知県）

抽選で
10名さまに
プレゼント

応募締切

宛
先

応
募
方
法

2020年2月29（土） ＊郵便：当日消印有効
   FAXとEメール：当日必着

郵   便：〒106-6035   東京都港区六本木1-6-1   泉ガーデンタワー35階
      株式会社ナチュラリープラス Frais〈フレ〉「おたより」係

F A X : 03-6230-2455　Eメール：frais@naturally-plus.co.jp

ヘルスケア倶楽部でご購入の方はお客様番号、ナチュラリープラス
会員の方は会員番号・氏名・ペンネーム（ご希望の方のみ）・住所・
答え・今月号でよかった記事 （複数可）・製品や弊社に関するご意見
（任意）を、はがきかFAXまたはEメールにて以下までお送りくださ
い。Eメールご利用の方はQRコードからご応募いただけます。

＊ Frais〈フレ〉編集部にお送りいただいた皆さまの個人情報は株式会社ナチュラリープラスにて適正
かつ厳重に管理させていただきます。

＊ 当選者発表の際、氏名、お住まいの都道府県を掲載させていただきます。ペンネームでの掲載をご
希望の方は、ペンネームもお書き添えください。

今月号のFrais〈フレ〉、楽しんでいただけましたか？ 
最後にクロスワードパズルで、アタマを鍛えましょう。

A B C D E

ヨコのカギ タテのカギ

 １. 爪の上の芸術
 ２. 重要な契約などで使うハンコ
 ３.「○○○に戻す」は、何もない状態に戻すこと
 ４.2020 年は１月13日。
 この日に式を開いたりします
 ８. 英語やフランス語をこう呼ぶことも
 10. 年賀状に「ハッピーニュー○○○」と書いたよ

 １.ドライバーでくるくる
 ３. 末は○○○か大臣か
 ５. わずかな時間。○○○○を争う
 ６. 野球で、ダイヤモンドの頂点にある
 ７.○○○金 .○○○品検査
 ９. いい加減なこと。考え方が
 ○○○だった
 11.○○を詰めすぎないでね
 12. 陶器も磁器も土器も
 13. 料理を載せたりする盆
 14. 情け深い心【今月のヒント】

ずっと元気でいたい

「ルーテ ボディソープ」1本
Vol.216（10月号）ご当選者発表
パンダママさん（新潟県）
藤倉 勇人さん（北海道）
鈴木 絵理奈さん（埼玉県）
木下 七海さん（沖縄県）
jun 34さん（岩手県）

大谷 真由美さん（島根県）
ゆうママさん（兵庫県）
チャーリーさん（岡山県）
秋田 美惠さん（静岡県）
山根 弓里さん（山口県）

Vol.216（10月号）の答え
A B C D E

カ イ ハ ツ ヒ
F

パズル制作／ニコリ

クロスワード
AからEのマス目をつないでできるキーワードをお答えください。正解者の中から抽選で10名さまに
「ルーテ ヘアマスク」1本をプレゼントいたします。

ワ

4

14118

73

1210

2

139651

E

D

C

B

A

「会員さまのお声」を大切にしています

IZUMIOの箱は簡単に開けられます

“100円の思いやり”を子どもたちへ。

～会員さま満足度向上委員会～

「IZUMIO」の梱包テープの片側の端を内側に
折り込み、タブ（つまみ）が付いていることで、
指でつまみやすく簡単に剥がせるようになって
います。開封時にカッターやハサミは必要なく
「IZUMIO」を傷つける心配もありません。

「IZUMIO」の箱を開けるのに、
カッターナイフやハサミを使うのが面倒です。

タブ

タブをつまんで
剥がします。

こちらの面に
No.1マークが
あります。

会員さまの
お声

VOICE

テレフォンオーダー 　 0120-934-258
受付時間：平日9時～18時（土・日・祝日休み）

詳細は、公式ホームページTOP画面「CSR」➡
「こども基金」をご覧ください。

こども基金・活動について
紹介VTR

こども基金のお申し込み

※認定NPO法人 ルーム・トゥ・リード・ジャパンによる女子教育プログラムの場合

1口100円のこども基金を29人の方が1年間継続いただくと、
開発途上国の女の子を1人サポート※することができます。

現在の寄付金額
（2019月11月15日時点） 

0120-989-329 受付時間：平日10時～18時
（土・日・祝日休み）

会員さま満足度向上委員会に
ご意見・ご要望をお寄せくださいinfo@naturally-plus.co.jp

Eメールコールセンター

2,644,862￥

製品ご注文時にプラス100円のお申し込みで、子どもたちを笑顔にすることができます。
ぜひ「こども基金」にご参加いただき、世界中に笑顔の輪を広げませんか。

SMILE FOR KIDS
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ナチュラリープラス製品一覧製品をご使用いただく際の注意点

HCA・HCB
代金引換手数料※1・2

HCC 全製品代金引換手数料※1350円

定期お得価格（税込）
製品タイプ

その都度価格（税込）

A
B
C
D

―
―
◯
◯

ポイント

15,000
10,000
5,000
2,500

価格（税込）
￥18,000
￥12,500
￥6,250
￥3,150

￥19,800
￥13,750
￥6,900
￥3,500

￥18,000
￥12,500
￥6,250
￥3,150

※1 代金引換手数料は1梱包ごとに350円です。　※2 代金引換手数料がかからない製品と同梱の場合は、無料となります。

製品タイプA

★スーパー・ルテイン 
　ミルトプラス
55.2g（460mg ×120粒）

本件についてお気付き・ご不明な点
がございましたら、製品相談室もしく
は消費者相談窓口までお気軽にお問
い合わせください。

製品相談室

受付時間：平日10時～17時（土・日・祝日休み）
0120-936-329 0120-919-895

製品・健康に関する
お問い合わせ 消費者相談窓口

受付時間：平日10時～18時（土・日・祝日休み）

ご不明点・お困り事に関する
お問い合わせ

会員の皆さまへ
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、栄養のバランスを心掛けることを第一として、健康食品は栄養補給
や健康の維持のために召し上がってください。ヘルスケア製品は病気の治療もしくは予防または症状の改
善を目的とした医薬品ではありません。

製品番号 01
★IZUMIO
　48パックセット
200mL×48パック

製品番号 65
★AND
清涼飲料水
[50mL×10本]

製品番号 35

製品タイプD
製品番号 11 製品番号 41

★ラクトエア
30g（1g×30粒）／袋

ルーテ 
ヘアピュリファイア
シャンプー [180mL]

ルーテ 
ヘアマスク
トリートメント [160g]

製品番号 42

ルーテ 
ボディソープ
ボディソープ [200mL]

製品番号 43
ルーテ ボディバー
化粧石けん （枠練り）
[標準重量90g]

製品番号 44

製品タイプB
製品番号 02 製品番号 03 製品番号 04
★スーパー・
　ルテイン
54g
（540mg ×100粒）

★IZUMIO
200mL×
30パック

 ★スーパー・
ユーグレナ
パラミロンARX
51.6g
（430mg ×120粒）

★ピュリフィカ
　FIRE
オリジナルフレーバー
291g
（9.7g×30袋）／箱

製品番号 08

製品タイプC
製品番号 06 製品番号 31 製品番号 34
ピュリフィカ
アップルフレーバー220g
（11.0g×20袋）／箱

オラージュ 
クレンジングプラス
メーク落とし・洗顔料 
[200mL]

オラージュ 
UVメイクアップ
ベースクリーム
日焼け止め・化粧下地 
SPF50+・PA+++ [30g]

★バスミオ
浴用化粧料
[25g×10包／箱]

製品番号 51

★ピュリフィカ
　BB
 600mL
（20mL×30袋）／箱

製品番号 07
LIFTANT
美容液 [30mL]

製品番号 21
オラージュ 
リッチフォーミュラ
化粧水・美容液 [60mL]

製品番号 32
オラージュ 
グレイシャス
クリーム
クリーム [30g]

製品番号 33

ピュリフィカFIREについて
「ピュリフィカFIRE」は、食物繊維サプリメント「ピュリフィカ」の5種の食物繊維
「S-ファイバー」を増量したことをはじめ、7種の乳酸菌、酵素、Oligonol®やカ
プサイシン、アミノ酸などの6種の活性系成分を配合しています。

● 本品は健康補助食品として健康維持のために召し上がってください。
● 食べることにより痩せるといったものではありません。
● ダイエットには適度な食事制限と運動が必要です。

製品に対する正しい知識をもって、ナチュラリープラスの製品を皆さまの日常生活に上手にお役立てください。

特定商取引法に基づく表示 （2019年10月１日現在）

※特定負担、特定利益の詳細に関しては、最新の概要書面2019年10月1日版をご確認ください。
特定商取引に関する法律や医薬品医療機器等法など、コンプライアンスに関するご不明点はコールセンター０１２０-９８９-３２９までお問い合わせください。

■ 製品・役務の種類
①保健機能食品（栄養機能食品） ②清涼飲料水 ③健康補助食品 ④シャン
プー、化粧品など ⑤ナチュラリープラスグッズ（会員が勧誘活動の際に使用す
る販促品および日常活用品） ⑥電力供給サービス ⑦有機農産物、国産水産
物、国産畜産物、無添加食品、食用油、調味料、日用品 ⑧共済(総合保障共済、
医療保障共済、交通事故相互共済、介護認知症共済)、⑨電気通信サービス
※⑥～⑨は業務提供誘引販売取引となります。
※なお、⑥、⑨の役務は、ナチュラリープラスが業務委託を受けている株式会
社ユニヴァ・コミュニケーションズが提供するものです。

※⑦、⑧はナチュラリープラスが業務委託を受けている株式会社ユニヴァ・
ソーシャル・コマースを介して、⑦は株式会社ユニヴァ・マルシェ、⑧は、ユ
ニヴァ共済協同組合が提供するものです。

■ 特定負担に関する事項
①ナチュラリープラスとUNIVA CAPITALグループのビジネス活動（スポン
サー活動など）とHCCなどの紹介活動が行える会員（以下 HCA）

　会員登録料5,000円
　追加ポジションの場合は会員登録料3,000円（1ポジション1回のみ）
②HCCなどの紹介のみが行える会員（以下 HCB）
　会員登録料1,000円+12,500円以上のナチュラリープラス製品代金
③HCBからHCAへの会員種別変更
　会員種別変更料5,000円
※ナチュラリープラス製品は、別途送料はかかりません。
販促品・グッズに関して購入金額問わず1梱包ごとに全国一律600円（税
込）の送料がかかりますが、NP製品と同時購入し、同梱できる場合は、送
料はかかりません。

※こども基金の製品には100円が加算されます。前記⑤のナチュラリープラ
スグッズは、新規登録や有効期間維持のためにご購入いただく必要はあり
ません。

※価格はすべて税込金額です。

■ 業務提供誘引販売取引の提供条件
●UNIVAでんき：HCA、HCBが紹介できます。加入の条件はありません。
●ユニマルシェ：HCAがユニマルシェの紹介、ユニマルシェ商品の小売ができ、

HCBは、ユニマルシェ商品の購入のみです。
●ユニヴァ共済：加入できるのは、食料品の無店舗小売業を行っている法人、もしくは

個人事業主です。加入には初回のみ組合出資金500円が必要です。
●ユニヴァ・モバイル：HCAが紹介できます。加入の条件はありません。

■ 統括者の名称、住所および電話番号
株式会社ナチュラリープラス
〒106-6035 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 35階
代表取締役 名越 隆昭
電話番号：0120-989-329

■ 特定利益の計算方法（報酬）
報酬（特定利益、業務提供利益）は、ナチュラリープラスが販売する製品にはポイントと
呼ばれる数値、および弊社と提携している企業（以下提携企業）が販売する商品や役務・
サービスの購入実績により計算し支払われます。（以下、ボーナス、キャッシュバック共通）
【条件1】あなたが特定商取引法ならびに関連法規、「会員規約」を遵守し、弊社との信頼

関係のもと健全なビジネス活動を行っていること。（ボーナス、キャッシュバック
共通）

【条件2】あなたがポイントの発生するナチュラリープラス製品、UNIVA CAPITALグ
ループが提供するサービス及び商品を10,000ポイント以上購入して受け取
り、有効期間が発生していること。（ボーナス、キャッシュバック共通）

【条件3】あなたがHCBであること（キャッシュバック）
【条件4】あなたがHCAであること。（ボーナス、キャッシュバック共通）
【条件5】あなたが直接紹介した人が1人以上いて、かつそのうち1人以上に有効期間が

あること。（ボーナス、キャッシュバック共通／HCAのみ）
【条件6】各種ボーナスの取得条件や規定のポイントを満たしていること。（ボーナス／

HCAのみ）
【条件7】会社が会員の健全なビジネス活動のために適宜行う、「概要書面」「会員規約」

等の改定やその他重要な決定事項の通知が、あなたに常に届く状態であるこ
と。（ボーナス、キャッシュバック共通）

※上記条件の「あなた」とは、ボーナス、キャッシュバックを受け取るポジション（同一名
義追加ポジションを含む）のこと を指します。

※【条件7】の通知が会員都合により届かない状況にある場合、その会員が健全なビジ
ネス活動が可能かをナチュラリープラスにて審議し、不可能との結論になった場合、
ナチュラリープラスは報酬の支払いを停止することができます。また、ビジネス活動
が行われていない場合や、関連法規や会員規約に違反した、または、ナチュラリープ
ラスとの信頼関係を崩す行為が発覚した場合は、その事実確認の期間においても、
ナチュラリープラスは報酬の支払いを減額ならびに停止することができます。

■ 製品・商品名
スーパー・ルテイン ミルトプラス、スーパー・ルテイン、イズミオ、スーパー・ユーグレ
ナ パラミロンARX、AND、ピュリフィカFIRE、ピュリフィカBB、ラクトエア、ビューティケ
ア製品、ナチュラリープラスグッズ、ユニマルシェ取扱商品、ユニヴァ共済取扱商品、ユニ
ヴァ・モバイル取扱商品

★…今月の特集製品
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