
ご注文、配送に関するお問い合わせ

オーダーサービスセンター
営業時間：月～金／9：00～18：00（祝日を除く）

ビジネス、製品に関するお問い合わせ

コールセンター
営業時間：月～金／9：00～18：00（祝日を除く）

© 2022 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.　
※マナテックの製品は、いかなる病気の診断、治療、予防、治癒も意図していません。

通話料無料 ： 0120-074-109
携帯／PHS ： 03-6630-7570
FAX ： 0120-925-310 

TEL ： 03-6630-7569
FAX ： 0120-925-310
E-mail ： custserv1@mannatech.co.jp

マナテックジャパン合同会社
https://www.mannatech.co.jp/

〒150-0043  東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 
TEL 03-6630-7569

マナテックが実施している社会貢献事
業では、世界中の消費者の皆様が弊社
製品を定期購入下さるたびに、栄養補助
食品を子どもたちにお届けしています。

2022 May Vol.17

マナテックジャパン
公式Twitter
→フォローはこちらから

Global Incentive Program 2021

グローバル・インセンティブ・プログラム 2021
in 沖縄

2022

3.11-3.14
in Okinawa

「マナテックと私」のフォトコンテスト応募作品から

■Twitterの通知設定に関して
マナテックジャパン公式Twitterアカウントのフォローはもうお済みですか？
ここでは、皆さまからお問い合わせの多い通知の設定に関してご紹介いたします。
こちらを参考に、ご自身のお好みの設定で公式アカウントをビジネスツールとしてご活用ください。

A マナテックからの通知をオンにする方法
1 公式アカウントの上部画像の下にある通知アイコン（べルマーク）をタップ
2 表示されたオプション画面に記載の2種類の通知方法 : [すべてのツイート] 
または [ライブ放送のツイートのみ] から [ すべてのツイート] を選ぶ
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4 「フィルター」をタップ
5 「ミュートしている通知」をタップ
6 「フォローしていないアカウント」の項目をオン
 （スイッチ表示が緑色になります）

B フォローしたアカウント以外の通知をオフにする方法
1 ログインして最初のホーム画面左上、自分の丸いアイコンをタップ
2 表示されたリストの上から9もしくは10個目の「設定とプライバシー」をタップ
3 設定画面の上から5個目の「通知」をタップ

大切なマナテックの情報が埋もれてしまわないよう、フォローしたアカウント以外の通知を以下の設定でオフにすることが可能です。

C Twitterからのおすすめ通知をオフにする方法
1-3 までは フォローしたアカウント以外の通知をオフにする方法と同じ（図：B-1～B-3参照）
4 「設定」をタップ
5 「プッシュ通知」をタップ
6 「Twitterから」の下にある、ご興味の無いものをすべてオフ（スイッチ表示がグレーになります）

タップ



マナテックビジネスをしていて良かったと思う事は？：同じ志を持つ仲間と出会い、
マナテックがどんどん好きになり、伝えることが生きがいになっています。

マナテックファミリーとは？：
友人であり、一緒に夢を叶えて
くれる仲間であり、欠かすこと
のできない家族です。

沖縄旅行期間中、
「マナテックと私」をテーマに
フォトコンテストを開催！ 
参加された皆さまからたくさんの
力作が寄せられました。

2022年3月11日（金）～14日（月）、「グローバル・インセンティブ・プログラム 2021」のインセンティブが沖縄県の
ハレクラニ沖縄（恩納村）で実施されました。コーラルブルーに輝く青い海と白砂のビーチのコントラストが美し
い絶景のリゾートを舞台に、参加した皆さまはカヌーやスキューバダイビング、沖縄各地の絶景スポットを堪能。
志を共にする仲間と行くからより一層盛り上がる、楽しさに満ちた沖縄旅行を写真とともにご紹介します。

みんなで行くから楽しさいっぱい！
沖縄の楽園で深めるマナテックの絆

南国ならではのマングローブの森でカヌーを体験！

近年、観光地として解禁
された「ガンガラーの谷」
を訪問。ガジュマルの木に
覆われ、世界最古の釣り
針も発見された自然と生
命の神秘が宿る谷です。

南の島で達成の喜びと、
開放感を満喫

旅先だからこそ深まる、
大切な仲間との絆。

「天国にふさわしい館」を意味する
「ハレクラニ」が今回の舞台！
ハワイ以外では沖縄にしかない
ラグジュアリー リゾートです。

吉澤さんグループ

姜さん/金さんグループ

大刀さんグループ

上野さんグループ

次なる目的地はどこに！？
マナテック製品を持って、
一緒に次の達成への旅に
出ましょう！

グローバル・インセンティブ・プログラムとは？
条件を達成した方をインセンティブにご招待し、お互いの成果を讃え、次なるステップへの意欲を分かちあう、インセンティブ プログラムです。

マナテックはビジネスを通して広がる仲間たちとのかけがえの無い時間を提供します。

これからマナテックビジネスを始める皆さまへ：一緒に人生を楽しみましょう！

全ての人 に々最良の人生を

皆さまのリラックスした笑顔でいっぱいの3泊4日の沖縄旅行でした。
マナテックはこれからも、より豊かな人生へのステップをサポートします。
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