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モリンダライフ：
あなたの「充実した人生」とは？
あなたにとって「充実した人生」とはどのようなものですか？
健康で若々しく生きる毎日、大好きな人たちとのひととき、やりがいのある仕事……。
人それぞれ思い描く姿は違います。モリンダはあなたにとっての「充実した人生」を
かなえる手段です。そこで得られる生活こそ「モリンダライフ」です。
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すべては「ノニ」から始まった
モリンダの始まりは 1993 年にさかのぼります。タヒチの友人からノニのサンプルを
受け取った食品科学者 ジョン・ワズワースは、その可能性に大きなインスピレーショ
ンを受け、財産を投げ打ってノニを探しにタヒチへ飛びました。幾多の試練を経験し
た旅の最終日に奇跡が起こりました。フレンチポリネシア領マルケサス諸島にあるヌ
クヒバ島で、半ば諦めかけていたジョンの目の前にノニの群生が広がっていたのです。
この時、ジョンの心に押し寄せてきた「文明社会から隠されてきたこの果実の恵みを、
世界中のたくさんの人々やタヒチの人々の幸せのために届ける」という強い想い。
これがモリンダの原点です。

Earth’s Best
（地上で最高のもの）を見つけるために
モリンダが 1996 年にタヒチアンノニ ジュースを世に送り出した後も、ノニの研究は
続けられ、2009 年、長年の研究の結果、ノニのパワーの源が「イリドイド」という
成分であることが分かりました。わたしたちはノニのイリドイドを補い、そのパワー
を進化させることができる「イリドイド含有植物」を探し始めました。そして、世界
中を旅して探し求めた植物がブルーベリー、オリーブ、クランベリー、セイヨウサン
シュユです。
フレンチポリネシア産ノニとの出会いから十数年。わたしたちは今でも Earth’s Best ※
（地上で最高のもの）を見つけるために世界中を旅しています。これはわたしたちの
情熱

もっともパワフルな自然のものを世界中の人々に届けたいという想いです。

わたしたちの旅は終わることはありません。
※ Earth’s Best とは、最高の原材料と最新の科学を融合して世界中の人々に
本当に役立つ方法を探究し、提供し続けること。モリンダ社の哲学。
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ご あいさつ

「ノニ」という言葉を初めて聞いた時、わたしはなぜか心臓がわしづかみされる
ような感動を覚えました。その後、タヒチに住む人々や科学者からノニに関す
る伝統やストーリー、研究情報などを学んでノニの素晴らしさを確信し、1996
年に食品科学者であるジョン・ワズワースらと共にモリンダを設立しました。
すべては「ノニ」から始まりました。世界で初めて販売されたノニ製品「タヒ
チアンノニ ジュース」は、すでに 70ヵ国以上で愛されています。
モリンダは現在、継続的な研究の成果として発見した原材料を応用しながら、
さまざまな製品をお届けしています。ノニ、そしてモリンダ製品をこれからも
世界に発信し続け、
世界中の人々の共通の願いである「健康」
「見た目の良さ」
「経
済的安定」の実現に貢献していきます。
モリンダ ホールディングス インク 創設者・取締役社長
最高経営責任者 兼 モリンダ インク 社長
ケアリー・エイシー

みなさまの日頃のご愛顧に心から感謝申し上げます。わたしたちの願いは、ノ
ニを主要成分とするモリンダ製品を生活に取り入れることで日本中のみなさま
がさらに健康になり、上質なライフスタイルを実現していただくことです。
ノニの価値は、数千年の時を経て、人から人へと語り継がれてきました。その
根底には「大切な人に健康になってもらいたい、幸せになってもらいたい」と
いう想いがあります。みなさまを大切に想う方から伝わったモリンダ製品を、
まずは毎日の生活に取り入れてみてください。そして、製品の持つ力と幸せを
願う想いを感じていただければと思います。
モリンダ インク 日本地域統括ゼネラルマネジャー
モリンダ ジャパン 合同会社 社長
黄木 信
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【カタログ掲示価格について】
・定期購入価格
定期購入プログラムの
ご利用者用割引価格

※ 掲載の画像はイメージであり、実際とは異なる場合がございます。

より
お得に！

・会員価格
定期購入をしない場合の会員価格

・希望小売価格
会員登録されない方が対象となるショップ限定価格
※定期購入プログラムについては P36、会員登録について
は P41 をご覧ください。

※ 価格、仕様は予告なく変更する場合がございます。また、在庫状
況により販売終了となる可能性もございます。あらかじめご了承
ください。最新の情報は、このカタログを配布しているモリンダ
会員の方、またはカスタマーサービス（
0120-850-441）まで
お問い合わせください。
※「モリンダ製品 総合カタログ」はモリンダ社の公式刊行物です。
いかなる形においても、この資料をモリンダ社の書面による許可
なく、複製、複写、表現することを禁じます。
※ 表示価格はすべて8%の税率を適用しております。

詳しくは弊社カスタマーサービス（
までお問い合わせください。

0120– 850–441）

7

COCOAR アプリで対象画像をスキャンすると
製品紹介コンテンツをご覧いただけます！
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気分も見た目も
「なりたいわたし」
いつまでも生き生きとした心と体で、豊かに過ごしていただくために。
トゥルーエイジ コア製品は、体の内側と外側から「なりたいわたし」を
かなえるために、モリンダが用意した製品ラインアップです。

まずは「５日間」
使ってみてください

近日発売

トゥルーエイジ コア 5 日間ディスカバリーパック
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1 セット

306470

¥8,000

¥8,000

¥12,000

35

5600

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

セット内容

●トゥルーエイジ マキシドイド 250ml パウチ× 1個
●トゥルーエイジ シュガーコントロールファイバー 5 日間集中パック× 1箱
●トゥルーエイジ プロテインプラス 5 日間集中パック× 1箱
●トゥルーエイジ ユースリペア ジェル 5 日間集中ケア× 1箱

1ヵ月間毎日ご利用
いただけるパック

TrūAge ライフスタイルの
スタートダッシュを
切るあなたに

トゥルーエイジ コア マンスリーパック

トゥルーエイジ エントリーパック（コア）

数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1 セット

305279

¥49,000

¥58,800

¥73,500

240

39800

■送料／無料

セット内容

数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1 セット

305278

¥25,900

¥31,080

¥38,850

120

19900

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ

マキシドイド（250ml）× 12個
シュガーコントロールファイバー× 2個
プロテインプラス× 2個
ユースリペア ジェル× 1本

※上記セット内容は 2016 年 8 月流通分からの適用を予定しております。
2016 年 7 月まで、マキシドイドは 750ml ボトル× 4本でお届けします。

セット内容

●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ
●トゥルーエイジ

マキシドイド（250ml）× 6個
シュガーコントロールファイバー× 1個
プロテインプラス× 1個
ユースリペア ジェル× 1本

※上記セット内容は 2016 年 8 月流通分からの適用を予定しております。
2016 年 7 月まで、マキシドイドは 750ml ボトル× 2本でお届けします。
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植物の恵みを
体の中から
モリンダが健康的な生活習慣として提案する「TrūAgeライフスタイル」。
タヒチアンノニ ジュースとトゥルーエイジ マキシドイドには、TrūAge
ライフスタイルをサポートする力があることが分かってきました。
伝統と科学に裏付けられた植物の恵みを体の中から。
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トゥルーエイジ ビバレッジ

大自然の恵みを安心の
無添加でお届けします
ノニ果実の豊かな恵みをグレー
プとブルーベリーとのブレン
ドで美味しく飲める 100% 果実
ミックスジュース。創業時から
変わらない人気を誇る定番製品
です。

栄養成分（100ml あたり）
熱量／46kcal

炭水化物／11g

たんぱく質／0.4g

ナトリウム／9.3mg

脂質／0g

カリウム／149mg

タヒチアンノニ™ ジュース
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

102101

¥6,800

¥6,914

30

4975

2本

102102

¥12,595

¥12,821 ¥14,287

60

9950

4本

102100

¥23,050

¥23,496 ¥27,957

120 19900

¥7,978

■内容量／ 1000ml（1本）
■送料ポイント／ 15（4本）、8（2本）、5（1本）
〈原材料〉果実（フレンチポリネシア産モリンダシトリフォリア（ノニ）、グレープ、
ブルーベリー）

近日発売

タヒチアンノニ™ ジュース 5 日間集中パック
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

1箱（5 パック） 306367

¥3,100

¥3,100

10箱（50パック） 2080

¥20,500

¥20,500 ¥31,000

¥3,100

QV

CV

8

1280

80

12800

■内容量／ 300ml（60 ml × 5パック）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
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究極の
イリドイドバランス
長年の研究をもとに、ノニ ( モ
リンダシトリフォリア )、セ
イヨウサンシュユ、オリーブ
葉エキス、ブルーベリーなど
をぜいたくにブレンド。濃厚
で甘酸っぱい味が特徴です。

栄養成分（60ml あたり）
熱量／51kcal

炭水化物／12g

たんぱく質／0.4g

ナトリウム／11mg

脂質／0g

カリウム／142mg

トゥルーエイジ マキシドイド ®（左）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

304421

¥8,185

¥9,277

¥11,132

35

5625

2本

304422

¥15,390

¥17,604

4本

304423

¥26,575

¥30,417

¥21,037

70

11250

¥36,287

140 22500

〈原材料〉果実（フレンチポリネシア産モリンダシトリフォリア（ノニ）
、セイヨウサン
シュユ、グレープ、ブルーベリー、チェリー、クランベリー）
、オリーブ 葉エキス、香料

近日発売

トゥルーエイジ マキシドイド ® 5日間集中パック（中央）
製品番号 定期購入価格

トゥルーエイジ マキシドイドの 3 倍希釈タイプです。
20ml と少量を充填したパウチタイプなので注ぎやすく

■内容量／ 750ml（1本）
■送料ポイント／ 15（4本）、8（2本）、5（1本）

数量

いつでもどこでも
気軽にマキシドイド

会員価格 希望小売価格

1箱（1 パック） 306368

¥4,100

¥4,100

10箱（10パック） 2081

¥27,500

¥27,500 ¥41,000

¥4,100

■内容量／ 250ml（250ml × 1パック）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

QV

CV

10

1600

100 16000

携帯にも便利！

本品 1 に対して水 2 の割合で薄めて、

ホットでもアイスでも、お好みでお飲みいただけます。

トゥルーエイジ マキシドイド ®（3倍希釈タイプ）（右）
数量

製品番号 定期購入価格

1箱（12パック） 305072

¥5,832

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥7,020

20

3315

¥8,748

■内容量／ 240ml（20ml × 12 パック）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉果実（グレープ、フレンチポリネシア産モリンダシトリフォリア（ノニ）、
ブルーベリー、チェリー、クランベリー、セイヨウサンシュユ）、オリーブ葉エキス、
サンシュユエキス、香料

栄養成分（原液 20ml あたり）
熱量／48kcal

炭水化物／11.7g

たんぱく質／0.3g ナトリウム／10mg
脂質／0g
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カリウム／100～200mg

カラダのチカラを信じよう
イリドイドには体を「整える」力があります。
植物の力を最大限に活用したトゥルーエイジ
ビバレッジ製品のパワーを、ぜひ実感してく
ださい。

ノニのパワーを
より味わいたい方へ
ノニ果実とノニ葉をブレンドし、
ノニの恵みを凝縮しました。お

すっきり味わう
オリーブ葉の力

好みの飲み物や食事にプラスし
てお使いください。

ノニにオリーブ葉エキスを加え
てイリドイド含有量と種類を増
やしました。甘みを抑えたすっ
きりとした味わいです。
栄養成分（60ml あたり）
熱量／15kcal

炭水化物／3.4g

たんぱく質／0.4g ナトリウム／9.7mg
カリウム／93mg

脂質／0g

トゥルーエイジ ピューレタイプ

栄養成分（60ml あたり）
熱量／34kcal

炭水化物／8g

たんぱく質／0.2g ナトリウム／4.1mg
脂質／0g

カリウム／91mg

トゥルーエイジ エクストラオリーブ
数量

製品番号 定期購入価格

1本

304424

¥6,820

2本

304425

4本

304426

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥8,661

35

5275

¥13,110

¥14,873 ¥17,187

70

10550

¥25,365

¥28,688 ¥34,227

140 21100

¥7,686

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

304497

¥5,880

¥6,840

¥8,160

30

3500

2本

304495

¥10,815

¥12,516 ¥14,461

60

7000

4本

304496

¥19,990

¥23,065 ¥27,560

120 14000

■内容量／ 750ml（1本）
■送料ポイント／ 15（4本）、8（2本）、5（1本）
〈原材料〉フレンチポリネシア産モリンダシトリフォリア（ノニ）果実ピューレ、
モリンダシトリフォリア（ノニ）葉エキス

■内容量／ 750ml（1本）
■送料ポイント／ 15（4本）、8（2 本）、5（1本）
〈原材料〉果実（フレンチポリネシア産モリンダシトリフォリア（ノニ）、グレープ、
ブルーベリー、クランベリー）、オリーブ葉エキス、香料
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食物繊維で
糖質コントロール
食物繊維が食事から吸収される糖をコントロールし、余分な
糖を「いれない」生活をサポートします。第 6 の栄養素とも
いわれる食物繊維を毎日の食事のお供に。

トゥルーエイジ
シュガーコントロールファイバー（右）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1個

305028

¥5,184

20

3200

¥4,320

¥6,696

■内容量／ 217.2g
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

トゥルーエイジ
シュガーコントロールファイバー
5 日間集中パック（左）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

1 箱（５包） 305891

¥2,900

¥2,900

10箱（５0包） 2057

¥17,800

¥17,800 ¥29,000

¥2,900

QV

CV

7

1120

70

11200

※上記価格は 2016 年 9 月 1 日より適用されます。
■内容量／ 72.4g（ 14.48g x 5包 ）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉チコリ根繊維、小麦繊維、サイリウム（オオバコ種子皮）、インゲン豆エ
キス、マルトデキストリン、マンゴー果実、ニンジン、オオムギ、モリンダシトリ
フォリア（ノニ）果実ファイバー、食用油脂、クエン酸、甘味料（ステビア）、香料、
着色料（β - カロテン）

栄養成分（ 1 回分・約 14.5g あたり）
熱量／ 25kcal

糖質／ 1g

ナトリウム／ 10mg

たんぱく質／0g

食物繊維／10g

脂質／ 0.04g

トゥルーエイジ
シュガーコントロールファイバー
15

16

毎日の良質な
たんぱく質補給に
たんぱく質やエネルギーを効率良く、素早く届けるために、
画期的な浸透技術を採用。毎日の良質なたんぱく質補給には
もちろん、運動前後、運動中にもお召し上がりいただけます。

トゥルーエイジ プロテインプラス（右）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1個

305022

¥5,832

20

3200

¥4,860

¥7,560

■内容量／ 359g
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

トゥルーエイジ
プロテインプラス 5日間集中パック（左）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

1 箱（５包） 306124

¥2,900

10箱（５0包） 2055

¥17,800 ¥17,800 ¥29,000

¥2,900

¥2,900

QV

CV

7

1120

70

11200

※上記価格は 2016 年 9 月 1 日より適用されます。
■内容量／ 119.65g（ 23.93g x 5包 ）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉マルトデキストリン、果糖、たんぱく質濃縮ホエイパウダー（乳製品）、
大豆たん白加工品、海藻カルシウム、食塩、モリンダシトリフォリア ( ノニ ) 果実ファ
イバー、チェリー濃縮果汁液、クエン酸、クエン酸カリウム、甘味料 ( ステビア )、
香料、着色料 ( アカビートジュース、ターメリック色素 )、ビタミン B6、ビタミン B12

栄養成分（ 1 回分スプーン 1 杯・約 24g あたり）
熱量／ 90kcal

ナトリウム／ 95mg

カルシウム／ 100mg

たんぱく質／ 6g

ビタミン B6 ／ 1mg

マグネシウム／ 10mg

脂質／ 0g

ビタミン B12 ／ 1.8μg

カリウム／ 50mg

炭水化物／ 15g

トゥルーエイジ
プロテインプラス
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カラダ めぐる 幸せ
南国の太陽を浴びて力強く育ったノニ葉を、時間をかけて
乾燥、焙煎したノニリーフティー。ノニ葉に含まれる健康
成分が、あなたの「めぐる」幸せをサポートします。

ノニ葉100％ のティーバッグスタイルのお茶
ノニ葉に含まれるポリフェノールのフラボノイド類やイリ
ドイド配糖体などがあなたの健康をサポート。フレンチ
ポリネシア産ノニ葉を 100% 使用したカフェインフリーの
お茶で、お子さまからご年配の方まで毎日美味しくお召し
上がりいただけます。

ノニリーフティー
数量

製品番号 定期購入価格

1 箱（20 袋） 109311

¥2,400

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥2,562

10

1750

¥3,029

■内容量／ 20g（1g × 20袋）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉モリンダシトリフォリア葉

お得！
6箱
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製品番号 定期購入価格

7731

¥13,750

会員価格 希望小売価格

¥15,021 ¥17,900

QV

CV

60

9950

今すぐ元気になりたい方に
ガラナ・マカ・高麗人参・ビタミン類などを配合。今すぐ
活力が欲しい方におすすめです。

ヒロ エナジー
数量

製品番号 定期購入価格

1ケース ( 24 本） 118880

¥9,072

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥9,566

35

4200

¥12,343

■内容量／ 100ml（1 本）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉果実（モリンダ シトリフォリア（ノニ）、グレープ）、ガラナエキス、マカ
抽出液、高麗人参抽出液、酸味料、香料、V.E、V.C、増粘剤（キサンタンガム、グァー
ガム）、甘味料（アセスルファム K、スクラロース）、ナイアシン、レシチン（大豆由来）、
V.B1、V.B2、V.B6、パントテン酸 Ca、ビオチン、V.B12、葉酸

お得！

会員価格

希望小売価格

¥25,272

¥26,753

¥37,029

110 13200

6 ケース(144 本 )

¥48,211

¥51,173

¥74,057

220 26400

12ケース (288 本 )

¥91,757

¥97,681

¥148,114

450 63000

ショップ
限定

QV

CV

定期購入価格

3ケース (72 本 )

ショップにて１本からご購入いただけます。
定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

¥410

¥430

¥510

1.46

175

1本

栄養成分（ 1 本 100ml あたり）
熱量／20kcal

ビタミン B1 ／4mg

ビタミン C ／80mg

たんぱく質／0.4g

ビタミン B2 ／4.4mg

ビタミン E ／8mg

脂質／0g

ビタミン B6 ／4mg

パントテン酸／0.5 ～ 5.5mg

炭水化物／4.6g

ビタミン B12 ／1.0 ～ 4.0μg

ビオチン／45μg

ナトリウム／40.3mg

ナイアシン／16.5mg

ショ糖／0g
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じっくり発酵、
ぎゅっと凝集
ノニ果実と50種類以上の植物の恵みがつまっています。
3年以上の月日をかけて丁寧に熟成させた植物発酵食品です。
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ノニ酵素

ノニ酵素（上）
数量

1箱

（ 30 包）

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

301632

¥6,480

30

3600

QV

CV

¥5,040

¥6,480

■内容量／ 60g（2g × 30包）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

ノニ酵素 ファミリーサイズ（下）
数量

製品番号 定期購入価格

1箱

304250

¥22,629

会員価格 希望小売価格

¥27,154 ¥27,154

120 15500

■内容量／ 300g
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉ハチミツ、大粒果実（モリンダシトリフォリア（ノニ）、リンゴ、カキ、バナナ、
パインアップル）、糖類（黒糖、果糖、ぶどう糖）、穀類（白米、玄米、もち米、アワ、
大麦、キビ、トウモロコシ）、かんきつ類（ミカン、ハッサク、ネーブルオレンジ、
イヨカン、レモン、夏ミカン、カボス、キンカン、ザボン、ポンカン、ユズ）、豆・
ゴマ類（大豆、黒ゴマ、白ゴマ、黒大豆）、根菜類（ニンジン、ニンニク、ゴボウ、
ユリ根、レンコン）、小粒果実（ブドウ、アケビ、イチジク、マタタビ、山ブドウ、
山桃、イチゴ、ウメ）、海藻類（ヒジキ、ワカメ、ノリ、青ノリ、コンブ）、クルミ、
澱粉、キュウリ、セロリ、シソ

栄養成分（ 1 包 2g あたり）
熱量／ 5.4kcal

食物繊維／0.05g

たんぱく質／0.03g

ナトリウム／ 0.4 ～ 1.2mg

カ リウム／6 ～ 10mg

脂質／ 0g

糖質／ 1.28g
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一歩先ゆく健康へ
トゥルーエイジ サプリメントは、
コア製品にプラスすることで質の
高いライフスタイルをサポートし、
「一歩先ゆく健康」へ導きます。
不足しがちな栄養成分をノニの恵みとともに。
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おなかが喜ぶ乳酸菌

賢くサラサラ 価値あるオイル

生きた乳酸菌を１粒あたり

体に欠かせない必須脂肪酸を手軽に

10 億個含んだサプリメント

バランス良く補給できるサプリメント

です。おなかが喜ぶ乳酸菌

です。 E P A / D H Aを含む良質なフィッ

を取り入れて、毎日はつら

シュオイルや 亜麻仁油が、あなたの

つと過ごしましょう。

ライフスタイルを賢くサポートします。

トゥルーエイジ サプリメント
オメガ 3,6,9

トゥルーエイジ サプリメント
プロバイオティック
数量

製品番号 定期購入価格

1箱（30 粒） 306035

¥2,800

数量

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥3,360

15

1800

¥4,200

製品番号 定期購入価格

1 個 305502

¥2,500

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥3,000

10

1650

¥3,500

■内容量／ 57.33g（637㎎×90粒）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉フィッシュオイル、亜麻仁油、月見草油、マルトデキストリン、ブドウ
種子油、モリンダシトリフォリア（ノニ）果実ファイバー、増粘剤（カラギーナン）、
グリセリン、ソルビトール、ターメリック色素、香料、酸化防止剤（ビタミン E）

■内容量／ 11.2g（374㎎×30粒）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉フルクトオリゴ糖、乳酸菌（バチルスコアグランス）／ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース、微結晶セルロース、脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

栄養成分（1 日摂取目安量 1 粒（374mg）あたり）

栄養成分 ( 1 日摂取目安量 3 粒（1,911mg）あたり )

熱量／1.4kcal
たんぱく質／0g
脂質／0 g

熱量／14kcal
たんぱく質／0g
脂質／1.3g
炭水化物／0.4g
ナトリウム／0.5mg

炭水化物／0.3g
食塩相当量／0.001g
乳酸菌／10 億個

毎日コツコツ 海から生まれたカルシウム
不 足しがち なカルシウムな ど のミネラ

をまとめて取ることができます。

ウムとノニの力が、毎日の健康維持を
サポートします。

トゥルーエイジ サプリメント
ホールビタミンプラス

トゥルーエイジ サプリメント
カルシウムプラス
1 個 305505

¥3,400

数量

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥4,000

15

2475

¥4,800

■内容量／ 90.6g（755㎎×120粒）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉コーラルカルシウム、マルトデキストリン、クロム酵母、マンガン酵母、
モリブデン酵母、セレン酵母、モリンダシトリフォリア（ノニ）果実、海藻、デ
キストリン、ぶどう糖、酸化マグネシウム、微結晶セルロース、グルコン酸亜鉛、
増粘剤（カルボキシメチルセルロース Na）、微粒二酸化ケイ素、乳酸鉄、ステア
リン酸 Ca、グルコン酸銅、脂肪酸、ビタミンＤ、乳化剤（レシチン（大豆由来）
）、
クエン酸Ｎａ

栄養成分 ( 1 日摂取目安量 4 粒（3,020mg）あたり)
熱量／3.2kcal
たんぱく質／0.07g
脂質／0.04g
炭水化物／0.72g
ナトリウム／23mg
カルシウム／600mg

マグネシウム／300mg
亜鉛／15mg
鉄／7.5mg
銅／2mg
ビタミン D／5μg

フルーツ、野菜、きのこなど 植 物 原 材
毎日の生活に欠かせない必須ビタミン

です。海から生まれたコーラルカルシ

製品番号 定期購入価格

毎日キレイ 野菜と果物の力
料を中心に配合したサプリメントです。

ルを効率良く補給できるサプリメント

数量

EPA ／334mg
DHA ／166mg
オメガ 6 脂肪酸／40mg
オメガ 9 脂肪酸／15mg

製品番号 定期購入価格

1 個 305528

¥3,800

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥4,500
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2640

¥5,300

■内容量／ 63.45g（705㎎×90粒）
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉ビタミンＢ酵母、アセロラエキス、マルトデキストリン、リンゴ果皮、
ベリー類（ストロベリー、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、セイヨ
ウニワトコ）、ビオチン酵母、 モリンダシトリフォリア（ノニ）、パントテン酸酵母、
ナイアシン酵母、オレンジ、アルファルファ、小麦、スピルリナ、クロレラ、ブ
ロッコリー新芽、キャベツ、ケール、ダイコン新芽、レイシ、マイタケ、シイタケ、
デキストリン、ぶどう糖、微結晶セルロース、ビタミンＥ、増粘剤（カルボキシ
メチルセルロース Na）、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸 Ca、ビタミンＫ、脂肪
酸、ビタミンＤ、乳化剤（レシチン（大豆由来））、β - カロテン、クエン酸 Na

栄養成分 ( 1日摂取目安量 3 粒（2,115mg）あたり )
ヨウ素／90μg
セレン／70μg
マンガン／2mg
クロム／120μg
モリブデン／75μg

熱量／8kcal
たんぱく質／0.36g
脂質／0.08g
炭水化物／1.46g
ナトリウム／17.9mg
ビタミン A ／600μg

ビタミン C ／60mg
ビタミン D ／5μg
ビタミン E ／20mg
ビタミン K ／50μg
ビタミン B1 ／1.5mg
ビタミン B2 ／1.6mg

ナイアシン／20mg
ビタミン B6 ／2.2mg
ビタミン B12 ／6μg
葉酸 ／200μg
ビオチン／300μg
パントテン酸／10mg
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外側からぬって
「まもる」
見た目の印象を左右する肌。
トゥルーエイジ ユースリペア ジェルは、
エイジングサインのもとと、光の影響に着目。世界中の厳選された原
材料が、
これから先のエイジングサインからあなたを守ります。

トゥルーエイジ ユースリペア ジェル（右）
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

305016

¥7,236

30

4975

¥6,048

¥9,072

■内容量／ 150ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

トゥルーエイジ
ユースリペア ジェル 5日間集中ケア（左）
数量

製品番号 定期購入価格

1 箱（1本） 306082
10箱（10本） 2056

¥2,900
¥17,800

会員価格 希望小売価格

QV

CV

¥2,900

7

1120

¥17,800 ¥29,000

70

11200

¥2,900

※上記価格は 2016 年 9 月 1 日より適用されます。
■内容量／ 30ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、カルノシン、カラスムギ穀粒エキス、ヤエヤマアオキ果実エキス、オリー
ブ葉エキス、β-グルカン、サンシュユ果実エキス、クランベリー果実エキス、ヤ
エヤマアオキ葉エキス、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、AMP、グリセリン、
（アクリレーツ / アクリル酸アルキル (C10-30)）クロスポリマー、カプリリルグリコー
ル、エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレングリコール、エトキシジグリコール、フェ
ノキシエタノール、ソルビン酸 K

■ 使用方法
入浴後、適量を手のひらに取り、肌に軽くのばすように
塗ってください。顔にも体にも、全身のスキンケアにご
家族みなさまでお使いいただけます。

トゥルーエイジ
ユースリペア ジェル
25

毎日の暮らしから
未来を想う
厳選したスキンケア成分をモリンダ独自に配合した、みなさま
で使えるホームケア製品ラインアップ。先端のエイジングケア
発想を、健やかな暮らしのスタンダードに。
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やさしく洗って
健やかな髪と地肌に

ハリツヤ輝く
生き生きとした髪へ

健やかで生き生きとした髪と地肌のために、

独自にブレンドした美容成分※ や植物オイル

やさしい洗浄成分と独自にブレンドした美容

が、ハリと輝きのある生き生きとした髪へ導

成分※を配合。すべてのヘアタイプに。

きます。すべてのヘアタイプに。

◆ノンシリコン ◆パラベンフリー
◆すっきり シトラスの香り

◆パラベンフリー
◆安らぎハーブの香り

トゥルーエイジ ユースリペア コンディショナー

トゥルーエイジ ユースリペア シャンプー
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

305534

¥4,200

20

2400

¥3,500

¥4,900

■内容量／ 400ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、コカミドプロピルベタイン、デシルグルコシド、コカミドプロピルヒドロキシ
スルタイン、ココイルメチルタウリン Na、コカミド MIPA、パンテノール、レモン果皮油、カ
ルノシン、ヤエヤマアオキ果汁、タチジャコウソウ油、スペアミント油、レモン油、ラベンダー油、
セイヨウハッカ油、ローズマリー葉油、ハッカ葉油、シベリアモミ油、グレープフルーツ果皮油、
オリーブ葉エキス、β- グルカン、クランベリー果実エキス、サンシュユ果実エキス、ハイブッ
シュブルーベリー果実エキス、スルホコハク酸ラウレス 2Na、スルホコハク酸ラウリル 2Na、
ポリクオタニウム-10、ポリソルベート 20、クエン酸、パンテチン、グリセリン、EDTA-4Na、
ソルビン酸 K、メチルイソチアゾリノン

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

305536

¥4,200

20

2400

¥3,500

¥4,900

■内容量／ 400ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、セテアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セタノール、ジ
メチコン、マカデミア種子油、マンゴー種子脂、ヤエヤマアオキ果汁、パンテノール、カカオ脂、
レモン油、カルノシン、タチジャコウソウ油、スペアミント油、ラベンダー油、セイヨウハッカ
油、ローズマリー葉油、ハッカ葉油、シベリアモミ油、グレープフルーツ果皮油、カラスムギ穀
粒エキス、オリーブ葉エキス、β - グルカン、クランベリー果実エキス、サンシュユ果実エキス、
トコフェロール、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、クオタニウム -91、グリセリン、セト
リモニウムメトサルフェート、BG、ケイヒ酸アミドプロピルトリモニウムクロリド、ヒドロキシ
エチルセルロース、クエン酸、パンテチン、フィタントリオール、EDTA-4Na、酢酸 Na、セルロー
ス、ソルビン酸 K、メチルイソチアゾリノン

■ 使用方法

■ 使用方法

適量を手のひらに取り、濡らした髪に軽く泡立てながらつけ、
やさしく頭皮をマッサージするように洗ってください。その
後、よく洗い流します。必要に応じて２度洗いしてください。

シャンプーの後、髪の水気を軽くきり、適量を手のひらに取
り、髪全体に行き渡るようにやさしくなじませてください。
3 ～ 5 分ほど置いた後、よくすすぎます。

※ヤエヤマアオキ果汁、オリーブ葉エキス、カルノシンなど

やさしい洗い心地で健やかな肌へ
独自に配合したスキンケア成分※ が肌を整え
ながら汚れや皮脂、古い角質を落とし、なめ
らかに整えます。
◆さわやかなジンジャーシトラスの香り

トゥルーエイジ ユースリペア
ボディーウォッシュ
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

305538

¥3,360

14

1680

¥2,800

¥4,200

■内容量／ 450ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、オレフィン (C14-16) スルホン酸 Na、コカミドプロピルベタイン、グリセリン、ア
ロエベラ液汁、カルノシン、ヤエヤマアオキ果汁、クランベリー果実エキス、オリーブ葉エキス、
サンシュユ果実エキス、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、β - グルカン、ベンジルアルコー
ル、ジステアリン酸 PEG-150、香料、塩化 Na、ポリクオタニウム -10、ポリソルベート 80、ク
エン酸、デヒドロ酢酸 Na

■ 使用方法
湿らせたタオルやスポンジ、または手のひらに適量を取り、
軽く泡立ててから洗ってください。その後、よく洗い流して
ください。
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やさしく洗って
素肌いきいき

乾燥や紫外線から
肌をまもる

独自に配合したスキンケア成分※が、汚

紫外線防止成分と独自のスキンケア

れや皮脂、古い角質、メイクを落とし、

成分※を配合した日焼け止め乳液。エ

やさしく洗い上げるジェルタイプの洗

イジングサインのもととなる日焼け

顔料です。

を防ぎ、やわらかでうるおいのある
肌へ。

◆ 無香料・無着色
◆すべての肌タイプに

トゥルーエイジ ユースリペア
エレメントシールド

トゥルーエイジ ユースリペア
フェイシャルクレンザー
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

306126

¥4,000

20

2400

1本

305530

¥4,000

20

2400

¥3,300

¥4,600

※上記の容器と製品番号は 7 月後半流通分からの適用を予定しております。
■内容量／ 100ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、グリセリン、ココイルグルタミン酸 2Na、カラギーナン、サリックスニグラ樹皮エ
キス、カルノシン、グレープフルーツ種子エキス、コンニャク根、グルコース、アスコルビン酸、
カラスムギ穀粒エキス、ヤエヤマアオキ果汁、オリーブ葉エキス、クランベリー果実エキス、サ
ンシュユ果実エキス、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、カプリリルグリコール、クエン酸、
ココイルグルタミン酸 Na、キサンタンガム、フェノキシエタノール、ソルビン酸 K

¥4,600

■内容量／ 55ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、メトキシケイヒ酸オクチル、サリチル酸オクチル、安息香酸アルキル
(C12-15)、t- ブチルメトキシジベンゾイルメタン、セテアリルアルコール、ステアリン
酸グリセリル、ステアリン酸 PEG-100、マイカ、ジメチコン、ダイズ種子エキス、ワサ
ビノキ種子油、カルノシン、グレープフルーツ果皮油、カラスムギ穀粒エキス、ヤエヤ
マアオキ果汁、オリーブ葉エキス、β - グルカン、ヒアルロン酸 Na、クランベリー果実
エキス、サンシュユ果実エキス、トコフェロール、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、
カプリリルグリコール、セテアリルグルコシド、グリセリン、キサンタンガム、パンテノー
ル、EDTA-2Na、セラミド NP、シリカ、フェノキシエタノール、ソルビン酸 K

■ 使用方法

■ 使用方法

手と顔を濡らした後、適量を手のひらに取り、両手になじませ、
上向きに円を描きながら顔全体にやさしく広げます。その後、
水やぬるま湯でよく洗い流してください。

化粧水や美容液で肌を整えた後、日中のケアの最後として適
量を手のひらに取り、顔全体と首筋にうすく伸ばし、なじま
せてください。本品は 2 ～ 3 時間ごとに塗り直すことをおす
すめします。

繰り返し洗う手に
キレイとやさしさを

いつでもひと塗り
健康的な口もとへ

健やかで清潔な暮らしのために、繰り返

独自に配合したスキンケア成分 ※ が日

し洗いたい手肌へ。独自に配合したスキ

焼けや乾燥から唇をまもるリップバー

ンケア成分※がやさしく洗い上げます。

ム。ふっくらみずみずしい健康的な口
もとへ。

◆さわやかなクールライムの香り

トゥルーエイジ ユースリペア
ハンドウォッシュ

トゥルーエイジ ユースリペア
リップバーム オリジナル

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

305532

¥2,600

10

1200

¥2,200

¥3,000

■内容量／ 360ml
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉水、グリセリン、ココイルメチルタウリン Na、コカミドプロピルベタイン、
セスキステアリン酸 PEG-20 メチルグルコース、ポリソルベート 20、パンテノール、カ
ルノシン、ライム果皮油、ヤエヤマアオキ果汁、酢酸トコフェロール、オリーブ葉エキ
ス、β - グルカン、サンシュユ果実エキス、クランベリー果実エキス、ハイブッシュブ
ルーベリー果実エキス、
（アクリレーツ / アクリル酸アルキル (C10-30)) クロスポリマー、
AMP、カプリリルグリコール、キサンタンガム、ヘキシレングリコール、エチルヘキシ
ルグリセリン、EDTA-2Na、フェノキシエタノール

※ヤエヤマアオキ果汁、オリーブ葉エキス、カルノシンなど
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¥3,300

数量

製品番号 定期購入価格

1本

306033

¥800

会員価格 希望小売価格

¥960

¥1,120

QV

CV

3

495

■内容量／ 4.6g
■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉ヒマシ油、オゾケライト、水添ヒマシ油、キャンデリラロウ、メトキシケイ
ヒ酸オクチル、オレイン酸ソルビタン、炭酸ジエチルヘキシル、オキシベンゾン -3、tブチルメトキシジベンゾイルメタン、香料、マカデミア種子油、オクトクリレン、ヤエ
ヤマアオキ種子油、ステビア葉 / 茎、メントール、カンフル、酢酸トコフェロール、カ
ルノシン、ヤエヤマアオキ果汁、オリーブ葉エキス、クランベリー果実エキス、サンシュ
ユ果実エキス、ハイブッシュブルーベリー果実エキス、グリセリン、水、フェノキシエ
タノール
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植物の恵みを体の外から
フレンチポリネシアの女性たちは、植物の恵みを取り入れ、
自分たちの
美しさを高めてきました。伝統と科学に裏付けられた植物の恵みを体
の外から。

生のノニ葉汁とエキスが素肌を守る
ノニ葉を主成分とした世界初のジェル。肌荒れや乾燥からお肌を
守りながら落ち着かせ、うるおいのあるなめらかなお肌に導きます。

タヒチアンノニ™ ノニリーフセラム
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1本

109319

¥4,731

¥5,349

¥6,151

20

3300

■内容量／ 30ml

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、ヤエヤマアオキ葉汁、ペンチレングリコール、（アクリレーツ／アクリル酸アル
キル（C10-30））クロスポリマー、バニラタヒテンシス果実エキス、ヤエヤマアオキ葉エキス、
BG、水酸化 K、エタノール、ラウリン酸 PEG-8、ラウレス- 4、デヒドロ酢酸 Na、EDTA-2Na、香料、
フェノキシエタノール

■ 使用方法
肌用ジェルとして適量を
手に取り、肌に軽くのば
すように塗ってください。

お得！
3本

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

8695

¥12,723

¥14,194

¥16,323

60

9950

素肌に豊かなうるおいと安らぎを
ノニ種子オイルやナッツオイルを配合した濃厚なボディー
クリームです。甘い香りが心地良い安らぎの世界に誘います。

タヒチアンノニ™ ボディ－バター
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1個

111793

¥1,131

¥1,461

¥1,707

5

500

■内容量／ 113.4g

■ 使用方法

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

入浴後に、適量を手のひらに
取り、乾燥した部分に軽く
マッサージしながら、やさし
くなじませてください。

〈原材料〉水、ヤシ油、パーム油、シクロメチコン、セテアリルアルコール、グリセリン、ス
テアリン酸グリセリル、ステアリン酸 PEG-100、ヤエヤマアオキ果汁、オレンジ油、ダイズ油、
イランイラン油、ククイナッツ油、マカデミアナッツ油、マンゴー種子油、ヤエヤマアオキ種
子油、ジャスミン油、テリハボク種子油、リボフラビン、ガーデニアタヒテンシス花、ジステ
アリン酸 PEG-150、キサンタンガム、BG、EDTA-2Na、AMP、フェノキシエタノール、クロルフェ
ネシン、安息香酸、ソルビン酸

ノニの生命の源からつくられた価値ある逸品
1 万粒以上のノニ種子からつくられた高純度オイル。
ノニ種子オイル 99％。ノニ独自の成分が濃縮されています。
■ 使用方法
適量を手のひらに取り、
軽くマッサージするよう
に乾燥しているところや
気になる部分に、やさし
く塗ってください。

タヒチアンノニ™ プレミアムシードオイル
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1本

306502

¥4,230

¥4,860

¥5,490

21

3170

■内容量／ 5ml（１本 ） ■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）
〈原材料〉ヤエヤマアオキ種子油、トコフェロール、ローズマリー葉エキス、野菜油
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オートミールのスクラブ効果でスッキリ！
厳選したノニとオートミール（カラス麦）を使用。
お肌が敏感な方にもお使いいただけます。

タヒチアンノニ™ OM 石けん（オートミール）
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1パック（2個入）

115181

¥617

¥782

¥926

2

200

■内容量／ 172g ×2個

■送料／全国一律 540 円（ 注文合計 4 万円以上無料 ）

〈原材料〉ヤシ脂肪酸 Na、グリセリン、水、ヒマシ脂肪酸 Na、サフラワー脂肪酸 Na、ソルビ
トール、カラスムギ穀粒、ヤエヤマアオキ果汁、アロエベラ液汁、香料

ココナッツオイルでしっとり
天然のヤシ油により、お肌をやわらかくなめらかにして、
洗い上がりもしっとりです。

タヒチアンノニ™ CM 石けん（ココナッツ）
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1パック（2個入）

115205

¥617

¥782

¥926

2

200

■内容量／ 172g ×2個

■送料／全国一律 540 円（ 注文合計 4 万円以上無料 ）

〈原材料〉ヤシ脂肪酸 Na、水、グリセリン、ヒマシ脂肪酸 Na、サフラワー脂肪酸 Na、ソルビ
トール、香料、ヤエヤマアオキ果汁、アロエベラ液汁、ヤシ油、酸化チタン

海藻エキスで毛穴の汚れもスッキリ
海藻から抽出したミネラルを含む天然由来成分で、
お肌をすっきり洗い上げます。

タヒチアンノニ™ SW 石けん（海藻）
数量

製品番号

1パック（2個入） 115211
■内容量／ 172g ×2個

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

¥617

¥782

¥926

2

200

■送料／全国一律 540 円（ 注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉ヤシ脂肪酸 Na、水、グリセリン、ヒマシ脂肪酸 Na、サフラワー脂肪酸 Na、ソルビトール、
香料、ヤエヤマアオキ果汁、ラミナリアディギタータエキス、アロエベラ液汁、酸化チタン

ノニシードオイルでうるおいアップ
乾燥を防ぎうるおいのあるお肌に整えます。香料無添加なので、
敏感肌の方にもおすすめです。

タヒチアンノニ™
スキンサプリメント オリジナル（ボディー用乳液）
数量

製品番号

定期購入価格

会員価格

希望小売価格

QV

CV

1本

114948

¥926

¥1,193

¥1,399

3

300

■内容量／ 200ml

■送料／全国一律 540 円（ 注文合計 4 万円以上無料 ）

〈原材料〉水、セテアリルアルコール、ヤエヤマアオキ果汁、グリセリン、アーモンド油、パーム油、
シア脂、ヤシ油、セテアリルグルコシド、ヤエヤマアオキ種子油、ガーデニアタヒテンシス花、
ブドウ種子エキス、酢酸トコフェロール、パルミチン酸アスコルビル、パルミチン酸レチノール、
キサンタンガム、カプリリルグリコール、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、ソルビン酸 K

■ 使用方法
入浴後に適量を手のひらに取り、軽くマッサージをしながら全身に
やさしくなじませてください。どのスキンタイプの方にもご利用い
ただけます。
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年齢が自信に変わる
ノニをはじめとする植物由来成分が肌本来の力を引き出し、
明日の肌を輝かせる、ひとつ先のエイジングケアライン。
本物のハリ、
うるおい、透明感をあなたに。

ディファイ ～ 使い方のポイント～
使い方のポイントと使用ステップを「ココアル」
アプリでご紹介しています。
ぜひアイコンを
スキャンして
ご覧ください。

※「ココアル」ア プ
リ についての詳
細 は P38 を ご 覧
ください。

A

ディファイ 5 点セット（ A ~
数量

1セット

製品番号 定期購入価格

9481

■内容量／ 1セット

¥14,400

E

）

会員価格 希望小売価格

¥17,280 ¥20,057

B

D

E

ディファイ エイジングケアセット（ C ~
QV

CV

75

10500

数量

製品番号 定期購入価格

1セット 303149

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

■内容量／ 1セット

まとめて
おトク

セット内容

C

（メイク落とし／洗顔料）
●ディファイ クレンジングミルク
●ディファイ アドバンストトナー（化粧水）
●ディファイ ユースセラム（美容液）
●ディファイ アイトリートメント（目元用美容液）
●ディファイ ナイトクリーム

セット内容

¥11,109

会員価格 希望小売価格

¥13,371 ¥15,531

E

QV

CV

60

8640

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

●ディファイ ユースセラム（美容液）
●ディファイ アイトリートメント（目元用美容液）
● ディファイ ナイトクリーム

まとめて
おトク

しっとりと肌にやさしく
肌に負担をかけずにメイクや
汚れ、古い角質を浮かせて吸
着し肌を整えます。オールス
キンタイプ。
■ 使用量

1 ～ 2 プッシュ
■ 使用方法

手と顔をぬらした後、手のひ
らに取って両手になじませ、顔
全体にやさしく広げます。そ
の後、水やぬるま湯でよく洗
い流してください。
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ディファイ クレンジングミルク
数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

303937

¥2,469

10

1400

QV

CV

9

1260

¥2,057

¥3,086

5 本以上まとめて 定期購入価格 会員価格 希望小売価格
ご購入の場合
（1 本あたりの価格） ¥1,851
¥2,222 ¥2,777
■内容量／ 114.5ml

）

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、スルホコハク酸ラウレス 2Na、ココイルイセチオン酸 Na、コカミド
プロピルベタイン、グリセリン、ラウロイルサルコシン Na、アクリル酸アルキルコ
ポリマー、ヤシ油アルキルグルコシド、オレイン酸グリセリル、ジステアリン酸グ
リコール、乳酸、ヤエヤマアオキ葉汁、ヒドロキシプロピルトリモニウムハニー、
リン脂質、パルミチン酸レチノール、酢酸トコフェロール、パルミチン酸アスコル
ビル、ステアリン酸グリコール、水酸化 Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウ
ムクロリド、香料、フィチン酸、ソルビン酸 K、メチルイソチアゾリノン

うるおいと限りない透明感
ディファイ アドバンストトナー

キメの整ったなめらかな肌を
実現します。
■ 使用量

4 ～ 5 プッシュ

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

303938

¥2,674

10

1400

QV

CV

9

1260

¥2,263

¥3,394

5 本以上まとめて 定期購入価格 会員価格 希望小売価格
ご購入の場合
（1 本あたりの価格） ¥2,037
¥2,448 ¥3,065

■ 使用方法

洗顔後、顔や首に直接スプ
レーしてから両手で包みこ
むようにやさしくなじませ
てください。

■内容量／ 120ml

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、ハマメリス水、プロパンジオール、乳酸桿菌溶解質液、グリセリン、ア
スコルビン酸 Na、トコフェロール、パルミチン酸レチノール、ヤエヤマアオキ葉エキス、
ポリソルベート 20、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレン
グリコール、クエン酸、EDTA-4Na、香料、エタノール、フェノキシエタノール

フィルムに包まれたようなハリ
ハリと輝きを 1 本で叶える

ディファイ ユースセラム

美容液。
■ 使用量

4 ～ 5 プッシュ

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

303147

¥5,143

25

3360

QV

CV

22

3080

¥4,320

¥6,069

5 本以上まとめて 定期購入価格 会員価格 希望小売価格
ご購入の場合
（1 本あたりの価格） ¥3,909
¥4,680 ¥5,554

■ 使用方法

化粧水の後、顔全体と首筋
に上向きにやさしくなじま
せます。

■内容量／ 30ml

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、ポリメチルシルセスキオキサン、グリセリン、プロパンジオール、シクロペンタシロキサン、シクロ
テトラシロキサン、トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル、ポリアクリル酸 Na、ジメチコン、ヤエヤマアオ
キ葉汁、カラスムギ穀粒エキス、ノウゼンハレン花エキス、ヤエヤマアオキ種子油、パンテノール、ヒアルロン酸
Na、パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルテトラペプチド - 7、リン脂質、酢酸トコフェロール、パルミチン
酸レチノール、パルミチン酸アスコルビル、水添ポリデセン、BG、シクロヘキサシロキサン、PEG/PPG-14/4 ジメ
チコン、ジメチコノール、カプリリルグリコール、AMP、PCA-Na、エチルヘキシルグリセリン、トリデセス- 6、ヘ
キシレングリコール、EDTA-4Na、香料、カルボマー、ポリソルベート 20、フェノキシエタノール

明るく印象的な目元に
繊 細な 大人の目元に 、
ぜいたくな保湿成分で

ディファイ アイトリートメント

集中トリートメント。

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

1本

303148

¥4,320

20

2800

QV

CV

18

2520

¥3,600

¥5,040

5 本以上まとめて 定期購入価格 会員価格 希望小売価格
ご購入の場合
（1 本あたりの価格） ¥3,189
¥3,806 ¥4,474

■ 使用量

米粒大

■ 使用方法

化粧水、美容液の後、目の周
りにやさしくなじませます。

■内容量／ 10ml

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル、グリセリン、ビス PEG-15 メチルエーテルジメチコ
ン、ベヘニルアルコール、ジメチコン、ペンチレングリコール、（アクリル酸ヒドロキシエチル / アクリロイルジ
メチルタウリン Na）コポリマー、ステアリン酸ポリグリセリル - 3、ベヘネス- 5、シリカ、セテアリルアルコー
ル、ヤエヤマアオキ果汁、ヤエヤマアオキ種子油、ヤエヤマアオキ葉汁、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、
酢酸トコフェロール、クチナシ分裂組織培養細胞、オリーブ葉エキス、ユチャ葉エキス、パルミチン酸レチノー
ル、N- ヒドロキシコハク酸イミド、クリシン、パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルテトラペプチド- 7、
PEG-40 水添ヒマシ油、ポリソルベート 60、カプリリルグリコール、酸化チタン、エチルヘキシルグリセリン、
ヘキシレングリコール、EDTA-2Na、ステアレス-20、酸化鉄、キサンタンガム、フェノキシエタノール

弾むようなハリとみずみずしさ
豊かな美容成分を深く濃

ディファイ ナイトクリーム

く届けて明日の貴方を上

数量

製品番号 定期購入価格

会員価格 希望小売価格

QV

CV

向きに。

1個

303146

¥5,143

25

3360

■ 使用量

さくらんぼ大
■ 使用方法

化粧水、美容液の後、
上向きになじませます。

¥4,320

¥6,069

5 個以上まとめて 定期購入価格 会員価格 希望小売価格
ご購入の場合
（1 個あたりの価格） ¥3,909
¥4,680 ¥5,554
■内容量／ 30ml

QV

CV

22

3080

■送料／全国一律 540 円（注文合計 4 万円以上無料）

〈原材料〉水、アロエベラ液汁、トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル、アルファルファ根粒菌発酵液、
プロパンジオール、サフラワー油、キョウニン油、グリセリン、セタノール、ヤエヤマアオキ果汁、酢酸トコフェ
ロール、オクテニルコハク酸デンプン AI、カラスムギ穀粒エキス、オオムギエキス、ビャクダンエキス、キハ
ダ樹皮エキス、ヤエヤマアオキ種子油、レシチン、ヒアルロン酸 Na、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸
PEG-100、ポリアクリル酸 Na、セテアリルアルコール、シクロペンタシロキサン、シクロテトラシロキサン、セ
テアレス-20、PCA-Na、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、香料、ジメチコノール、ヘキシレ
ングリコール、EDTA-2Na、セチルヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール
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テ

マ ナ

タヒチ

天からの贈り物、「TE・MANA tahiti」
ワンランク上の美肌を感じる、プレミアムスキンケア誕生
テ

マ ナ

「TE・MANA」、
それはタヒチの言葉で「天からの大きな贈り物」を表します。
モリンダの出発点であるタヒチと、
わたしたちが大切にしてきた Earth’
s Best※に
敬意を込めて名付けられた新しいスキンケアが登場します。
モリンダが見つけた最高の原材料と科学の力が生み出した新ブランドが、
ワンランク上の美肌へと導きます。

TE・MANA

Cornelian Cherry
2016 年秋、
「 TE・MANA tahiti 」ブランド誕生を飾る
コーネリアン

チェリー

ファーストライン「 Cornelian Cherry 」から、
「テ・マナ コーネリアンチェリー ナイトクリーム」
が登場予定です。うるおいが欠かせないお肌に、
ぜひお使いください。
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* 写真はイメージです。

Noni

Cranberry

Olive

Cornelian Cherry

Blueberry

5 色からなる「M」の形は、「TE・MANA tahiti」の 5 つの
ラインアップの原料となる Earth’s Best ※ を表しています。
左からクランベリー、セイヨウサンシュユ（コーネリアンチェリー）、ノニ、ブルーベリー、オリーブ。
※ Earth’s Best とは、最高の原材料と最新の科学を融合して世界中の人々に
本当に役立つ方法を探求し、提供し続けること。モリンダ社の哲学。
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こんな方に

おすすめ！

定期購入プログラム（オートシップ）

同じ製品を定期的に
利用したい方

月ごとにさまざまな製品を
利用したい方

自動配送コース

アレンジコース

当月の製品注文の有無にかかわらず、
ご指定の製品を自動で配送するコースです。

❶

❶

製品を選ぶ
定期購入プログラム参加申込書で、
製品 / 個数をご指定ください。

毎月14日までに、自由に製品を選んで
ご注文いただけるコースです。
（※事前にお申し込みください）

製品を選ぶ
14 日までに注文
ご自身でご希望の製品を
ご注文ください。

申込方法 ・電話・郵送・FAX

締切 毎月 14 日

・セールスオフィス窓口

❷

・海外注文も含まれます。
・ご注文は 120QV または
240QV を満たすこと。

自動決済・自動配送

❷

決められた製品を、毎月自動で
配送します。

毎月の決済方法

ご請求日

製品のお届け

ゆうちょ銀行

10 日

13 日前後

銀行他金融機関

13 日

20 日以降

クレジットカード

15 日

18 日前後

自動決済・自動配送
ご注文を忘れても……
事前にお選びいただいた製品を
配送します。

14 日までにご購入がない場合は、
決済方法

ご請求日

製品のお届け

クレジットカードのみ

15 日

18 日前後

自動配送コースのプログラム
アレンジコースのプログラム

自動配送 30
30QV 分 ( 例：トゥルーエイジ マキシドイド 1 本 ) の お好
きな製品を自動配送いたします。

アレンジ 120、240
120QV 分、240QV 分のお好きな製品をご購入いただけ
ます。

自動配送 120、240
120QV 分、240QV 分のお好きな製品を自動配送いたします。

アレンジ 240（IPC 限定）

自動配送 240（IPC 限定）

240QV の特典として、240QV ごとに 60QV を付与します。
（月 4 回まで）

240QV の特典として、240QV ごとに 60QV を付与します。
（月 4 回まで）

定 期 購 入 プ ロ グ ラ ム 4 つ のメリット
お得！
定期便

会員価格よりもさらにお得な価格で！
毎月のご注文も手間いらず！

※詳細は上記事項をご参照ください。

【お問い合わせ先】カスタマーサービス

３

報酬

４
ポイント

ファストスタートボーナスが得られます！
たまったポイントで製品と交換できます！
※サービス情報一覧＃320「定期購入ポイント
プログラム」をご参照ください。

0120-850-441 ／ 03-4330-8555 営業時間 9：00～17：00（日曜・祝日定休）
※土曜日が祝日の場合は営業いたします。
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モリンダ 定期購入ポイントプログラムのご紹介
～ 定期購入を続けて、製品と交換しましょう！～

対象
すべての会員タイプ（IPC/準IPC/愛用会員）
すべての定期購入プログラムタイプ（自動配送30/120/240、アレンジ120/240)

1

定期購入で製品をご購入いただくと、

定期購入で

ご参加いただいているプログラム

たまる ポイントがたまる！

（30/120/240）に応じて購入分から
ポイントが発生します！
参加プログラム

P

自動配送 30

ポイント

たまる！

2

継続

30

自動配送 120 / アレンジ 120

120

自動配送 240 / アレンジ 240

240

※ご注意：参加プログラムと同じ QV 分のご購入がない
場合は、ポイントが発生しません。

4ヵ月継続で

さらに 120QV 以上の定期購入プログラムに
4ヵ月連続で参加し、
製品をご購入いただくと、
4ヵ月ごとにボーナスポイントが発生します！

ボーナスポイントをゲット！
ログラムに
定期購入プ

発生するポイント

加で

4ヵ月ポ連イ続ント参ゲット！！

参加プログラム

ボーナス

発生するボーナスポイント

自動配送 120 / アレンジ 120

120

自動配送 240 / アレンジ 240

240

※自動配送 30 のプログラムはボーナスポイント対象外です。

3

交換

交換方法は
P39 をご覧
ください

たまったポイントで

モリンダ製品と交換できる！

たまったポイントは morinda.com で、
モリンダ製品と交換できます！

※定期購入を中止、またはプログラム分の QV
（30QV/120QV/240QV）の購入がない場合は、
それまでたまったポイントはすべて消滅します
のでご注意ください。

たまったポイントで

モリンダ製品と

交換

● 例えば定期購入を4ヵ月続けると……（自動配送120/アレンジ120の場合）
1ヵ月

120

2ヵ月

120

3ヵ月

120

4ヵ月

120

＋

交換
ポイント

600

120
※写真はイメージです。

ポイント利用方法
開始月より 4ヵ月間は、
『待機期間』とします。待機期間が経過した後、ポイントを利用することができます。
ポイントの有効期限はポイント発生から 1 年です。
※最新情報はモリンダ ジャパン 公式サイト会員メニュー内 モリンダ ユニバーシティーのサービス情報一覧 #320をご覧ください。
※定期購入プログラムについてはP36に掲載しております。
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MORINDA COMMUNITY

モリンダ ジャパン 公式サイト
モリンダ ジャパン 公式サイトからモリンダ製品のご注文がで
きます。また、毎日をいきいきと豊かに過ごしていただくため
に役立つさまざまなコンテンツが満載です。
ご活用ください！
ショッピング

デイリーディール

ポイント交換

24 時間いつでも
注文 OK

製品や限定品を
お得にお買い物

ポイント交換は
オンラインで！

役立つコンテンツ
会社や話題の AGE、
製品関連映像や
情報が満載

有料

コミュニティープロ登録はお得がいっぱい！
●

プロ限定デイリーディールでさらにお得に製品を購入

●

定期購入プログラム参加＋プロ登録の継続で、

「定期購入ポイント」50ポイントを毎月ゲット！

登 録 料
月 額

／

年

／

間

5,400円
54,000円

2ヵ月分

お得 !

手軽に情報チェック
モリンダ ブック

®

COCOAR アプリ

電子ブック アプリです。総合カタログを始め、

本カタログ内のパンダマーク近くにある画像

モリンダが発行している冊子やパンフレット、

をCOCOARアプリでスキャンすると、製品の使

製品情報などをパソコンやスマートフォンで閲

い方や映像を確認できます。

覧できます。
見たい冊子を選ぶ

どこでも見られる

マーカーにかざす

コンテンツ起動

撮る

iPhone、iPad、
Android 対応

無料ダウンロード方法
App StoreまたはGoogle Playで
「モリンダブック」
または「COCOAR」
と検索
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製品のご注文やポイント交換はオンラインで！
まずはmorinda.com/jp にアクセス

1

会 員の 方 はログイン をクリック

しログイン（ 会 員 登 録してい な い方

よくある質問

ストア

COMMUNITY

その他カテゴリー

ログイン

OITEMS

ストア内検索

は 、2 に 進 んでください）

2

ストアからカテゴリーを 選 択 。カテゴリー ページ で 製 品 をクリックし、カートに 追 加 をクリック
よくある質問

ストア

COMMUNITY

その他カテゴリー

ログイン

OITEMS

ストア内検索

健康補助食品

ストア
MLブティック

スキン＆ヘアケア

トゥルーエイジ

フィットネス＆ボディ

タヒチアンノニ

アクセサリー

人気製品

DAILY DEAL

パック製品
健康補助飲料

製品注 文

3

●

ポイント交 換

ショッピ ング カ ートの 精 算 する を
クリック

3

ショッピングカートの ポイントを使 用する
をクリック

会 員 登 録し て い な い 方 は 、精 算 する を クリッ
ク後 、愛 用 会 員 登 録と精 算 をクリックして

4

ポイント交 換
するをクリック

5

ショッピングカートの 精 算するをクリック

会 員 登 録してください 。

4

配 送 先 → 支 払 方 法 → 配 送日時 を

指 定し、この 注 文を 確 定 する
をクリック

※注意事項
●

通信状況によりページの読み込みが遅くなる場合があり
ます。

●

ブラウザのサポート環境はInternet Explore11以上、
Chrome、Firefox です。

●

詳細は公式サイト内 [よくある質問] →【ストア・ご注文に
ついて】をご覧ください。

6

配 送 先 → 支 払 方 法 → 配 送日時 を指 定し、

この 注 文を確 定するをクリック

◉ポイントプログラムの 詳 細 はP37をご 参 照ください。
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グループ概要
法人名

モリンダ インク

所在地

737East 1180 South, American Fork, Utah 84003, USA
TEL ： 1-801-234-1000（代表） FAX ： 1-801-234-1001

社長

Kerry Asay ／ケアリー・エイシー

事業内容

健康食品・化粧品などの輸出入、製造販売業務、
モリンダ ワールドワイド インクなどの子会社統括

設立

1996 年 7 月

資本金

5 万ドル

営業所

世界約 30 の国と地域に営業拠点を開設（2016 年 5 月現在）

法人名

モリンダ ワールドワイド インク

所在地

同上

代表者

Kerry Asay ／ケアリー・エイシー

事業内容

飲料・食品・化粧品などの製造販売および輸出入

設立

1997 年 7 月 11 日

日本における
営業開始

モリンダ ワールドワイド インク 日本支店
1999 年 2 月 1 日

加盟団体

AGE 測定推進協会、日本輸入化粧品協会、日本未病システム
学会、東京化粧品工業会、東京商工会議所、糖化ストレス研
究会 、一般財団法人流通システム開発センター

法人名

モリンダ ジャパン 合同会社

所在地

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3 丁目 2 番 2 号
モリンダ ビルディング
TEL ： 03-4330-8500（代表） FAX ： 03-4330-8501（代表）

社長

黄木

事業内容

IPC ※登録促進・IPC 活動サポート

（中央）ケアリー・エイシー
モリンダ ホールディングス インク 創設者・取締役社長
最高経営責任者 兼 モリンダ インク 社長
（左上）ジョン・ワズワース
名誉ファウンダー
（右上）キム・エイシー
名誉ファウンダー
（左下）スティーブン・ストーリー
モリンダ ホールディングス インク 創設者・取締役副社長
（右下）ケリー・オルセン
モリンダ ホールディングス インク 創設者・取締役副社長
モリンダ インク 最高マーケティング責任者

信

営業開始

2009 年 12 月 1 日

資本金

１億円（モリンダ インク 100% 出資）

国内事業所

6ヵ所（東京、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄）

モリンダ ジャパン（新宿）

※ IPC とは当社に登録している独立プロダクトコンサルタントのことです。

モリンダ ショップ

お気軽にお出かけください。あなたの街のモリンダ ショップ

東京

東京都新宿区西新宿 3-2-2 モリンダ ビルディング 2F TEL 03-4330-8700 FAX 03-4330-8701
○営業時間 月曜日～土曜日 10:00 ～ 18:00（日曜・祝日定休）

札幌

北海道札幌市中央区南 1 条西 2-1-2 加賀ビル 1F TEL 011-200-2122 FAX 011-200-2152
○営業時間 月曜日～土曜日 10:00 ～ 18:00（日曜・祝日定休）

名古屋

愛知県名古屋市中区栄 3-31-3 尋屋ビル 1F TEL 052-238-3790 FAX 052-238-3791
○営業時間 月曜日～土曜日 10:00 ～ 18:00（日曜・祝日定休）

大阪

大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-5-5 アーバン BLD 心斎橋 10F TEL 06-7636-1290 FAX 06-7636-1291
○営業時間 月曜日～土曜日 10:00 〜 18:00（日曜・祝日定休）

福岡

福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34 エコービル 1F TEL 092-414-0002 FAX 092-414-0102
○営業時間 月曜日～土曜日 10:00 ～ 18:00（日曜・祝日定休）

沖縄

沖縄県宜野湾市大山 3-30-10-1F TEL 098-870-2361 FAX 098-870-2365
○営業時間 月曜日～金曜日 10:00 ～ 17:00 土曜日 13:00 ～ 17:00（日曜・祝日定休）

※土曜日が祝日の場合は営業いたします（福岡 セールスオフィスを除く）。
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モリンダ製品を伝える仕事をしませんか？
モリンダは製品を通じて自然の恵みを世界中の人々に届けることを使命としています。製品をご愛用いた
だき、良さを実感して周りの人々にご紹介してくださったみなさまには、流通量に応じてコミッションを
お支払いしています。モリンダ製品をご紹介しながら新しいライフスタイルを始めてみませんか？
モリンダの会員タイプは 3 つあり、ご紹介活動を通じて収入を得ることができるのは、独立プロダクトコ
ンサルタント（IPC）と準独立プロダクトコンサルタント（準 IPC）です。愛用会員として製品を長くご愛
顧くださっているみなさまも、どなたかにモリンダ製品をおすすめくださる機会が訪れた際には、IPC へ
のご登録変更をぜひご検討ください。

独 立プロダクトコンサルタント（I P C ）
コミッションに制限はありません。販売実績に応じて無制限にコミッションが支払われますので、製
品購入金額以上の収入を得ることも可能です。さらに、実績に応じて海外旅行やイベントへのご招待
など、IPC 限定のさまざまな特典があります。

準独 立 プ ロ ダ ク ト コ ン サ ル タ ン ト（ 準 I P C ）

愛用会員

月間 20,000 円まで収入を得ることができます。月間

モリンダ製品を会員価格で購入できます。定期購

20,000 円以上の収入を得るためには、IPC への登録変

入プログラムに参加することにより、さらにお得

更が必要となります。

な価格で製品をご購入いただけます。新たな会員

※下の「● 報酬プラン」を示した表をご参照ください。

を紹介しても収入を得ることはできません。

会員登録、定期購入プログラムについて、詳しくはこのカ
タログを配布しているモリンダ会員の方、または下記まで
お問い合わせください。
▶カスタマーサービス

0120-850-441〈携帯・PHS からは 03-4330-8555（有料）〉
受付時間／月曜日〜土曜日（日曜・祝日定休） 9:00 〜 17:00
※土曜日が祝日の場合は営業いたします。

※ QV・CV について
モリンダ製品にはそれぞれに QV と CV というポイントが設定されて
います。
QV（資格取得ボリューム）
製品を購入・紹介してくださった会員のみなさまに付与されるポイン
トで、各種タイトル取得や報奨の基準となります。詳細はモリンダ会
員の方、または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。
CV（コミッション対象ボリューム）
製品を購入・紹介してくださった会員のみなさまに付与されるポイン
トで、お支払いするコミッション額の基準となります。

● 事業社名：モリンダ ワールドワイド インク 東京都新宿区西新宿 3-2-2 モリンダ ビルディング 03-4330-8500
● 特定負担：120QV 以上のモリンダ製品の購入 / １ヵ月 登録料（4,536 円）＋毎月タヒチアンノニ ジュース 1 ケース（24,130 円 )
● 製品名：タヒチアンノニ ジュースなど（健康補助食品および化粧品）
● 報酬プラン
1

2

3

会員タイプ

IPC

準 IPC

愛用会員

パーソナルリベート

○

×

×

準 IPC と愛用会員
からの還元

○

○

×

ファストスタート
ボーナス

○

×

×

インカム
アクセラレーター

○

×

×

ユニレベル

○

○
（3 レベルまで）

×

支払制限（円）

制限なし

20,000

×

◯ パーソナルリベート (IPC 対象 )
120QPV を超える購入に対する CV の 20% が割り
戻し金として支払われます
◯ 準 IPC と愛用会員からの還元
準 IPC、愛用会員の購入に対して、20% の還元が
あります
◯ ファストスタートボーナス (IPC 対象 )
入会後、最初の購入より 60 日間の製品購入の CV
に対して、20%、5 %、5%、5%、10% の割合で支払
います
◯ インカムアクセラレーター
一定の条件を満たしている場合、あなたが直接紹
介した人のノンコア製品（コア製品以外）の購入
に対して、永続的に 20%、5%、5%、5%、10% の
割合で支払います

● 不払い条件：◯ 当該月の製品未購入、またはクーリングオフされた場合 ◯ 規約違反などによる資格停止・終了処分を受けた
場合 ◯ 登録日から 60 日を経過しても IPC 申請書原本と身分証明書の提出がない場合 ◯ 支払金額が 2,400 円
未満の場合、繰り越し金額が 2,400 円超となるまで支払が保留になります

◯ ユニレベル
各ポジションに基づき、製品購入の CV に対して、
1%、5%、5%、6%、6%、7%、7%、8% の 割 合
で支払います
◯ TrūAge ボーナス（IPC 対象）
特定のパック製品から発生するボーナスで、一
定の販売条件 を満たすと 1 パックにつき 25 〜
35％の割合で支払われます
◯ TrūPerformance ボーナス（IPC 対象）
CCV（換算コミッション対象ボリューム）の 2％
をそれぞれの販売高に応じて比例配分で有資格
者に支払います
◯ インフィニティーボーナス (IPC 対象 )
当社から 10 レベル以下の売上から生じた CCV
の 3% を比例配分で有資格者へ支払います
◯ ブラックパールシェアドサクセスボーナス (IPC 対象 )
暦四半期間（３ヵ月間）に生じた CCV の 3% を
有資格者へ、そのボリュームに応じた比例配分
で支払います
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お支払い方法と配送方法
お支払いは 2 つの方法（代金引換・クレジットカード払い）からご指定いただけます。
また配送は、宅配便でご注文受付後 2 〜 3 日（離島は 4 〜 5 日）で、お届けいたします。

お支払い方法 お支払い方法は 2 通りあります。
代金引換

クレジットカード払い

製品配達時に代金をお支払いいただきます（宅急便コレク

各クレジットカード会員規約に基づき、お支払いいただき

ト利用）。

ます。
● お支払いは、1 回払いのみ。

領収書の発行について
製品お届け時に発行される宅急便コレクトの「領収証」
を領収書とさせていただきます。

● ご利用いただけるカードは、「VISA」、「Master」
、「JCB」
の 3 種類です。

代引手数料
注文合計

3万円未満

3万円以上
10万円未満

10 万円以上
30 万円未満

代引手数料

324円

432円

1,080円

◆ ご注意 ◆
○ ご注文者本人様名義のカードのみ受け付けいたします。
○ カードに不備がある場合のご注文はお受けできません。
○ モリンダはアメリカでクレジットカードの加盟店契約
をしているため、モリンダでのクレジットカードのご
利用はすべて海外利用扱い（ご請求は日本円）となり
ます。
領収書の発行について
ご利用のカード会社発行の「ご利用明細票」を領収書
とさせていただきます。

配送方法
ご注文受付後、通常 2 ～ 3 日（離島など地域によっては 4 ～ 5 日）で、宅急便でお届けいたします。ただし、
ご注文が集中した場合などはお届けが遅れる場合もございますので、その際はご容赦ください。

送料について
① ご注文にタヒチアンノニ ジュース ・トゥルーエイ
ジ ビバレッジ製品が含まれる場合

② ご注文にタヒチアンノニ ジュース ・トゥルーエ
イジ ビバレッジ製品が含まれない場合

送料はポイント制です（一部例外があります）。1 つの注

送料は、全国一律 540 円（税込）です。1 つのご注文

文の配送ポイントの合計が 30 ポイントごとに、1,080 円

の合計金額が 4 万円以上の場合、送料無料となります。

（税込）の送料となります。以降、配送ポイント 30 ポイ
ントごとに 1,080 円（税込）が加算されます。該当製品
の送料ポイントは製品価格表の下に記載されています。
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ポイント合計

1〜30

31〜60

61〜90

91〜120

送料

1,080円

2,160円

3,240円

4,320円

み な さ ま へのお約束
わたしたちは自信をもって、みなさまにモリンダ製品をおすすめするとともに、顧客満足保証制度
を設けております。初めてのご注文製品についてご満足いただけなかった場合、30 日以内に製品を
ご返送いただければ、製品代金を払い戻しいたします。 返品をご希望される場合は、下記のカスタ
マーサービスまでお問い合わせください。

返品交換方法
返品・交換をご希望の際は、まずカスタマーサービ
スにお電話ください。弊社規定に基づいて返品申請
番号を発行し、対応させていただきます。

不良品の交換について
● 製品到着日から 10 日以内に弊社カスタマーサービスま
でご連絡ください。
● お客さまの元で汚損・破損された製品につきましては
交換に応じられませんのでご了承ください。

顧客満足保証制度による返品条件について
返品可能な期間
製品到着後 30 日以内（返金額：製品代金× 100％）

返品送料について
● 不良品など弊社理由による返品の場合は、送料着払い
（弊社負担）でご返送ください。
● お客さまのご都合による返品の場合は、送料元払い（お
客さま負担）でご返送ください。

（製品到着日＝ 1 日目とし、上記期間内必着でご返送ください）

健康補助食品・化粧品・ギフト製品

（QV ポイントのある製品）

● 返品は初回注文の製品に限ります。同一製品について 2 回
目以降の返品はお受けできません。
● モリンダ独自の顧客満足保証制度により、製品にご満足い
ただけなかった場合には、下記の範囲内で開封済み製品で

ご留意点
● 返品申請番号をお取りにならないで製品を返送されま
すと、返品をお受けできない場合がございます。
● 返送製品は、返品可能な期間内にモリンダに到着する
ようにご返送ください。
● 長期不在などでご注文製品を受け取られず、一旦返品
された製品について再送をご希望される場合、再送料

も返品を承ります。ただし、顧客満足保証の適用範囲は概
ね１世帯に１回限りとさせていただきます。
▶タヒチアンノニ ジュース、トゥルーエイジ ビバレッジ
製品は 1 ケースまで。
▶ヒロ製品は 6 本まで。

金を追加でいただくことがございます。
● 顧客満足保証による返品は、ご購入の状況によりモリ
ンダの裁量でお断りさせていただく場合もございます。
● 代金引換時の領収書、ショップでのご購入時のレシー
ト、製品に同梱されている「明細書／ INVOICE」は大

（7 本以上開栓した場合は、未開栓分のみ返品をお受けします）

切に保管してください。 領収書・レシートのご返却が

▶その他の製品は１セットまで。

ない返品はお受けいたしかねます。

（セット中の開栓済みは１容器までとします）

● 返品の際は製品本体に加えて領収書（宅急便コレクトから
発行された「領収書」の原紙やショップから発行されたレ
シート）を添付してください。

● クレジットカードにてお支払いされた製品につきまし
ては、カード会社を通して返金させていただきます。
● 賞味期限・使用期限を過ぎた製品の返品はお受けでき
ません。

【カスタマーサービス】
受付時間／月曜日〜土曜日（日曜・祝日定休）
9:00 〜 17:00
※土曜日が祝日の場合は営業いたします。

0120-850-441
〈携帯・PHS からは 03-4330-8555（有料）
〉

【返送先】
モリンダ ジャパン 返品担当行
※返送の際は送り状などに「返品申請番号」を明記の上
ご返送ください。

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-2
モリンダ ビルディング
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モリンダ製品のご注文は 4 つの方法
（インターネット・電話・FAX・ショップ）からお選びいただけます。
ショップ情報は P40 をご参照ください。
ご注文方法

インターネット
24 時間受付

morinda.com
電話

モリンダ ジャパン 公式サイト
「モリンダ コミュニティー」

通話料無料

受付時間／月曜日〜土曜日（日曜・祝日 定休）9:00 〜 17:00
※土曜日が祝日の場合は営業いたします。
●ご注文の際にはお手元に会員番号をご用意ください。

愛用会員

IP C ／準 IP C

0120-706-001

0120-744-001

携帯電話・PHS

受付時間／月曜日〜土曜日（日曜・祝日 定休）9:00 〜 17:00
※土曜日が祝日の場合は営業いたします。
●ご注文の際にはお手元に会員番号をご用意ください。

愛用会員

IP C ／準 IP C

03-4330-8559（有料）
FAX

03-4330-8601（有料）

通話料無料

24 時間受付

●別紙裏面の注文書に必要事項をご記入の上、送信してください。
●ご注文の際には必ず会員番号をご記入ください。

0120-850-442

または

03-4330-8556（有料）

※モリンダ インク、モリンダ ワールドワイド インク、モリンダ ジャパン 合同会社を総称してモリンダあるいはモリンダ ジャパンと表記しています。
morinda およびそのロゴマークは、米国および日本国を含むその他諸国における Morinda Holdings, Inc. の登録商標あるいは登録申請中の商標です。
※ Maxidoid、マキシドイド、および maxidoid ロゴはモリンダ社の登録商標です。
※掲載情報は 2016 年 5 月現在のデータです。

モリンダ ジャパン 合同会社

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-2 モリンダ ビルディング
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