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―初めてのageLOC製品―
目もとの総合的な悩みに土台からアプローチ

ageLOC ルミスパ アクセント、2月19日（火）正式発売
デリケートな目もとのために開発された、ルミスパの目もと専用トリートメント ヘッド「ルミスパ アクセン
ト」と、専用の目もと用美容液「ルミスパ アイディアル アイズ」。自宅で手軽に、サロン級のアイ ケアを体感
していただけます。多くのルミスパ ファンの方々へ、ぜひご紹介ください。なおエクスペリエンス センターで
は、2月18日（月）までの期間限定で体験できますので、お近くの方はご来場ください。詳しくはWebで。

～瞳の存在感（メヂカラ）を育む*1、新しいスパ*2のかたち～ 
ルミスパ アクセントの3つのポイント 

■目もとにも「目覚めよ、美肌プロテイン」 
サロン級のアイ ケアを自宅で手軽に。やさしく心地よい振動に肌をゆだねるだけで、目も
との悩みに総合的にアプローチします。 

■メヂカラを育む*1、独自開発のソフトウェーブ型チップ 
「美肌ストレッチ」を目もと用に微弱化。立体的な2重ウェーブに成型されたチップが、肌
への負担を軽減しながら、ハリと透明感*3を生み出します。肌当たりのソフトな抗菌シリ
コンを使用。 

■目もとに革新を届ける唯一*4のパートナー、美容液 
ageLOCブレンド（保湿成分）を配合。肌負担の軽減と、ルミスパの効果を正確に届ける
ことを両立させた、ルミスパ アクセント専用の目もと用美容液です。 

＊1メヂカラ：ハリと透明感（*3）があり、瞳の存在感を際立たせる（アクセントの由来）理想的な目もと
の状態に導くこと。
＊2「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。 
＊3うるおいのある肌の印象。 
＊4ニュースキン パーソナルケア製品において。



ageLOC ルミスパ アクセント 
製品コード：03310050　
卸売価格：7,646円（税込）PSV：50.00　CSV：6,000　 
シェアリング ボーナス：1,080円（税抜）参考小売価格：10,934円（税込） 
[セット内容]ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント ヘッド 、ageLOC ルミスパ 
アクセント トリートメント チップ 、スタート ガイド 
※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として登録することができます（ADP割引対象外）。 
※「ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ」と必ず一緒にお使いください。 

ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップ（2個入り） 
製品コード：03310052　参考小売価格：2,780円（税込） 
        卸売価格：1,944円（税込）PSV：10.00　CSV：1,200　 シェアリング ボーナス：300円（税抜）
【ADP5％割引】 1,847円（税込） PSV：9.50　CSV：1,140　シェアリング ボーナス：285円（税抜） 
【ADP10％割引】1,750円（税込）PSV：9.00　CSV：1,080　シェアリング ボーナス：270円（税抜） 
[セット内容]ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップ 2個 
※ADP割引対象製品となります。ADP登録および「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として登録できます。

ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ 
製品コード：03001567　参考小売価格：7,227円（税込） 
          卸売価格：5,054円（税込）PSV：29.90　CSV：3,590　 シェアリング ボーナス：600円（税抜）
【ADP5％割引】4,802円（税込）PSV：28.40  　CSV：3,411　 シェアリング ボーナス：570円（税抜） 
【ADP10％割引】4,549円（税込）PSV：26.90　CSV：3,231　 シェアリング ボーナス：540円（税抜） 
※ADP割引対象製品となります。ADP登録および「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として登録できます。
・「ageLOCルミスパ アクセント」専用の目もと用美容液。肌への負担軽減と、ルミスパの効果を正確に目
もとへ届けることを両立させるパートナーです。必ず一緒にお使いください。 

限定のブラック カラーも同時販売
＜2月19日（火）より数量限定＞
限定カラー「ルミスパ アクセント ブラック」も販売をスタート。ルミ
スパ ブラックをお持ちの方は、ぜひお見逃しなく。 

ageLOC ルミスパ アクセント ブラック
製品コード：03310051　参考小売価格：10,934円（税込） 
卸売価格：7,646円（税込）PSV：50.00　CSV：6,000
シェアリング ボーナス：1,080円（税抜）
[セット内容]ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント ヘッド ブラック、ageLOC ル
ミスパ アクセント トリートメント チップ 、スタート ガイド 

※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として追加することができます（ADP割引対象外）。 
※数量限定のため、限定数に達し次第、販売終了となります。
※「ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ」と必ず一緒にお使いください。 

[注文] オーダーサービス TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　休）
[製品の使い方や成分]プロダクトサポート TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～17：30 土・日・祝　休）

＜第2期募集開始！＞サプリメント管理士／サプリメント マスター管理士
サプリメントに関する実践的な知識を習得できる「サプリメント管
理士」。受講者だけが参加できるセミナーも大好評です。お得に受
講できるチャンスですので、製品や栄養の正しい知識と伝え方を身
に付けるためにも、ぜひ受講して資格取得を目指しましょう。
※申し込み手続きおよび入金完了した方から先着順となります。 

■募集期間：2019年2月25日（月）9：00～3月8日（金） ※定員に達し次第、受付終了となります。
■受講者募集人数：サプリメント管理士 150名／サプリメント管理士マスター 65名 



ageLOCアンバサダーの
「美肌事情」を公開中
ageLOCアンバサダーの皆様の若々しさと美しさの秘訣とは？ 年代や性別を問わず、多くの方に紹介しやすいイ
ンタビュー記事、全６本を公開中です。 
【美肌事情1】ageLOCアンバサダー 
【美肌事情2】ageLOCアンバサダー 
【美肌事情3】ageLOCいつから始める？ 

【美肌事情4】意外と見られているオトコの肌 
【美肌事情5】自分を大事にする 
【美肌事情6】もっとアクティブに過ごすには？

◆第2期ageLOCアンバサダー◆ 美BODYでアクティブに輝く方を募集中。応募は2月20日（水）まで！
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/info/cp-190214_0220.html

トップページを一新！
ニュー スキン ジャパン公式Webサイト

グローバル統一のブランディングに基づき、トップページをリニューアル！
より魅力的に生まれ変わった公式Webサイト（www.nuskin.co.jp）ご活用くだ
さい。
リニューアルの詳細は公式Webサイトでご覧ください。

各種インフォメーション
■ エクスペリエンス センター情報
・名古屋：ニュー スキンの魅力がわかるセミナー（申し込み不要）
※2月～6月の毎月第3、第4金曜日と土曜日  
※6月までのカレンダー情報はエクスペリエンス センター→最新情報でご確認いただけます。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters/Nagoya.html
開催日時 概要 （テーマ） スピーカー      ※敬称略

2月15日（金）
19：30～21：00

ビジネス セミナー
ビジネスに必要な考え方と行動 

越本 滋人

2月16日（土）
11：30～12：10

エンゲージメント セッション* 
genLOC ルミスパ と エクストラマイルド シリーズ

田村 友里江 

2月16日（土）
13：30～14：10 

エンゲージメント セッション* ベーシックサプリ ～ライフパック 
ナノ EX と ジェンロック TR90 シェイク～

東 幹代 

2月22日（金）
19：30～21：00

ビジネス セミナー
ニュー スキンへの確信と自分への確信！！

押澤 源生

2月23日（土）
11：30～12：10 

エンゲージメント セッション* ベーシック サプリ ～ライフパック 
シリーズ と ジェンロック アールスクエア～

久野 しのぶ 

2月23日（土）
13：30～14：10 

エンゲージメント セッション *
カタログセミナー ～パーソナルケア製品～

清水 千絵  
（有）ウエルネスデザイン

*エンゲージメント セッション：パーソナルケア／ファーマネックス製品に関するセミナー
※お座りいただける席には限りがあり、立ち見席となる場合がございます。 

■ 販売中止製品
現在、以下の製品はより一層の品質向上を図るために販売を中止しております。皆様にはご迷惑をおかけいたし
ますが、販売再開については現在確認中ですので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
・ニュー スキン AP-24 ブレス スプレー（製品コード：03111154）　※販売再開時期は、現在確認中です。



■ 販売終了製品
＜リニューアルのため2019年2月14日（木）をもっていったん販売終了＞
・ニュー スキン エンハンサー（製品コード（製品コード：03110308）
※2月14日（木）までに登録された2月分のADPは出荷いたします。
※現行製品の販売終了日を2019年2月末とご案内しておりましたが、在庫がなくなったため予定を前倒して販売
終了することとなりました。ご了承ください。

＜2019年3月末をもって販売終了＞ 
以下の製品は、販売終了させていただきます。終了時期は、販売状況によって前後することもあります。あらか
じめご了承ください。 
・genLOC TR90 シェーカー（製品コード：03136169） 

■ 2月度 ポイント対象の締切、ブランド レプリゼンタティブ資格申請締切日
ポイント締切日 オンライン注文 2月28日（木）23：00

電話・FAX 2月28日（木）21：00
エクスペリエンス センター 2月28日（木）19：00

ブランド レプリゼンタ
ティブ資格申請締切日

オンラインで提出の場合 2月28日（木）23：59
郵送の場合 2月28日（木）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 2月28日（木）19：00受付分まで

※横浜・福岡エクスペリエンス センターでは、ビジネス契約書（LOI）を受け付けていません。 
（郵送の場合の送付先） 〒163-1323　 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー23階 ニュー スキン ジャパン（株）LOI係 
※ビジネス契約書（Letter of Intent）提出時のご注意： ブランド レプリゼンタティブ資格申請トレーニングの「ブランド レプリゼン
タティブ資格申請テスト」は、申請月の末日までに合格（オンラインまたは郵送）が必要です。
※ブランド レプリゼンタティブ資格の認定は、週単位で行われます。資格申請を月途中で完了させたい場合は、
各週のビルディング ボーナス締め日の2営業日前（土・日・祝日を除く）までに、申請月の条件をすべて満たし
てください。
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