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TR90 ボディ システム パッケージがリニューアル
ビジネス成長を後押しする新セット誕生＜3月20日（水）販売開始＞
皆様のビジネスの成長をTR90で後押しするために、また、お客様の90日間のボディメイクをより強固にサポー
トするためにリニューアル。筋肉をつけながら理想のボディを目指す方に向け、まずは90日間摂っていただき
たい製品の組み合わせに、特典をプラスした新しいセットに生まれ変わります。 
※価格も変更いたします。
■新セットの特長 
1,000PSVのため、2ブロックを構築しやすい
右肩上がりの成長を続けるダイエット市場、そして今や時代のトレンドと言えるフィットネス市場。TR90でビジネスを
拡大するチャンスは増しています。そこで、現行製品よりもPSVをアップして1,000PSVへと変更。ぜひ、ビジネスを加
速させるツールとしてご活用ください。
ジャンプスタートが2本に増え、ボディメイク継続の力に 
やる気を高め、成果の出るカラダに整えるためのジャンプスタート。2本に増えたことで、90日間の中で、自分のカラダ
と心のコンディションに合わせたタイミングで摂れるようになりました。おすすめは次の2つの摂り方です。
＜パターンA＞最初の15日間摂ったあと、さらに続けて15日間、合計30日間連続して摂る。 
＜パターンB＞最初の15日間と、2ヵ月目や3ヵ月目に停滞を感じたときに再び15日間摂る。
バニラ、チョコレート、ヨーグルトの3種類のシェイクが楽しめる 
ボディメイクに理想的なプロテインがバランスよく摂れるシェイク。2019年1月にレギュラー化したヨーグルトも仲間入
りし、全3種を各2箱ずつセット。バリエーションを楽しむことができるようになりました。
ほかでは入手できないオリジナルのシェイカーボトル付き 
カラビナ付きのスタイリッシュなボトルは、新セット購入者だけが手にすることができる特典です。 
より見やすくなった、新クイックガイドブック付き 
「製品」「食事」「運動」の3つを組み合わせたボディメイクを90日間行い、理想のボディを維持する習慣を身につける
TR90のプログラム。3つのポイントを分かりやすくまとめたガイドブックも一新します。
2019年4月には、新しいTR90の公式Webサイトもオープン予定ですので、ぜひお楽しみに！
■製品情報



[セット内容] TR90 ジャンプスタート（2箱）、TR90 フィット（3本）、TR90 コントロール（3本）、TR90 
シェイク（バニラ味2箱・チョコレート味2箱・ヨーグルト味2箱）、シェイカーボトル、クイックガイドブック
※ADP割引の対象ではありません。ADPおよびADPへのワンタイム製品として登録できません。 
※当製品は、2月22日配信のメールでご案内した「夏までに美肌&美ボディ キャンペーン」に含まれる製品と同じです。

◆リニューアルに伴う販売終了のお知らせ 
新「TR90 ボディ システム パッケージ」発売に伴い、以下の製品の販売を終了いたします。 
＜2019年3月19日（火）をもって販売終了＞ 
・genLOC TR90 ボディ システム パッケージV（製品コード：03136324） 
・genLOC TR90 ボディ システム パッケージC（製品コード：03136326） 
※上記2製品について、3月20日（水）以降にADPの注文指定をしている場合は購入できなくなります。

ユーススパン＆アールスクエア定期購入セット

プレゼント キャンペーンで、毎日の輝きを応援！
＜3月・4月／各月先着5,000個限定＞
対象の定期購入セット（ADP専用製品）をいずれかご購入の方に、各月先着で素敵なグッズをプレゼント。お
得に続けられるセットで、今と未来のための新習慣をはじめませんか？ 30年にわたる独自の研究と科学の手法
を用いて開発された先進的なサプリメントです。ぜひ、大切な方々におすすめください。
■対象セット ADP専用 

製品コード 
セット内容 

アールスクエア＆ナノ セット*
*3月4日（月）9：00よりADP登録可能

03136770 アールスクエア、ライフパック ナノ EX 

ユース & ナノ セット 03136548 ユーススパン、ライフパック ナノ EX
プレミアム セット 03136619 ユーススパン 、アールスクエア 、ライフパック ナノ EX
ベーシック セット 03136620 ユーススパン 、アールスクエア 
ライフパック T & ユース セット 03136618 ユーススパン、ライフパック タブレット（2箱） 
ライフパック C & ユース セット 03136547 ユーススパン 、ライフパック （2箱） 
※ライフパック T セット（ADP専用製品コード：03136624）、ライフパック C セット（ADP専用製品コー
ド：03136623）は、本プレゼントの対象外となります。ご注意ください。 

■プレゼント内容   ※ADPの各月出荷先着5,000個となります。 

《3月のプレゼント》
ageLOC ポーチ  
持ち歩きやすい大きさがうれ
しいオーロラカラーのクリア
ポーチ。 
約W170×D28×H140mm  

《4月のプレゼント》
ageLOC サプリメントケース
ちょっとした小物入れにも使
えるミントグリーンの缶ケー
ス。 約W95×D60×H20mm



PHARMANEX お得な定期購入セット
すでにご案内していますとおり、3月5日（火）指定登録分よりお得な定
期購入セット（ADP専用製品）のPSVとCSVを改定します。また、新た
なセットとして、「アールスクエア＆ナノ セット」（製品コード：
03136770）も販売開始します。
価格等詳細は、Nu Express Vol.5（2月8日発行）号でご覧ください。

■PSV、CSVが改定される製品
※価格、シェアリング ボーナス、成分等に変更はありません。 ※ADP登録されている場合は、自動的に切り替わります。
・ライフパック T & ユース セット（製品コード：03136618） 
・ライフパック T セット（製品コード：03136624）
・ライフパック C & ユース セット（製品コード：03136547）
・ライフパック C セット（製品コード：03136623） 
・プレミアム セット（製品コード：03136619）
・ユース & ナノ セット（製品コード：03136548） 
・ベーシック セット（製品コード：03136620）
[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）

会員用名刺のデザインを一新
会員用の名刺がよりスタイリッシュなデザインになり、カラーバリエーションも
増えました。あなたらしい色を見つけてください。
【掲載場所】オフィス→ビジネス情報→ビジネツツール
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/basic_information/how_to_order_business_card.html

■名刺/種類
個人用（日本語／7色、資格掲載用／7色、ルミスパ絵柄入り／4柄、英語／7色）
連名用（日本語／7色、英語／7色）
法人用（日本語／7色、英語／7色）

大阪エクスペリエンス センターが移転します
5月、大阪エクスペリエンス センターが西梅田に移転し、より心地よく、よ
りビジネスに活用しやすい空間に生まれ変わります。どうぞ、ご期待くださ
い。詳細は、決まり次第Webページにてお知らせします。 

■今後の予定 
クリスタルタワーでの通常営業は、以下の日程をもって終了します。これまでご利用くださったすべての皆様
に、深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。
・2019年3月30日（土）クリスタルタワーでの通常営業の最終日 
・2019年5月（予定）西梅田にてリニューアル オープン*
■オープン後の概要
【住所】大阪府大阪市北区梅田 2-6-20 パシフィックマークス西梅田 1階 【TEL】03-5321-3600（代表） 
【営業】月火木金土11：00～21：00、日11：00～17：00（水・祝 休） 

製品を自由に試せるメイク エリアや、洗面台付きのエステティック エリアが、快適なニュー スキン体験を提
供。エクスペリエンス センター初のカフェ スペースも登場します。 

お客様をお誘いしやすい西梅田エリアで、大阪駅からは地下直結の好立地。営業時間も拡大します。 

店頭でオーダーし、ご自宅で受け取り。同センターだけの送料特典もあります。
※製品のお持ち帰りはできません。  



各種インフォメーション
■ 製品情報
「ニュー スキン エンハンサー」発売 ＜3月4日（月）より＞ 
グローバルで展開している新たなブランディングに基づく製品リフレッシュにより、販売をいったん停止して
おりましたが、リニューアル発売します。リニューアル後は、ボトルデザイン、価格、PSV等が改定されま
す。
※製品コード、製品名、成分に変更はありません。

※ADP割引対象製品です。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。 

クレイパックが新パッケージで登場 ＜3月22日（金）発売予定＞ 
うるおいを与えながら、古い角質や毛穴の汚れを落とす、洗い流すタイプの「ニュー スキン クレイパック」が
パッケージを新たに、販売を開始します。※入荷状況により販売日が遅くなる可能性があります。

※ADP割引対象製品です。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。 
なお、これに伴い、「ニュー スキン エクスフォリエント スクラブ」は、販売を終了することとなりました。

■ 販売終了予定製品
＜2019年9月30日（月）をもって販売終了＞
ニュー スキン エクスフォリエント スクラブ（製品コード：03102707） 
※ADPは9月出荷分までお届けします。
※なお、代わる製品として、3月22日（金）発売予定の「ニュー スキン クレイパック」（製品コード：
03101192）をおすすめします。
■ 品切れ製品
現在、以下の製品は、製造および入荷の遅れにより後送扱い、または品切れとなっております。皆様へはご迷
惑をおかけしますが、製品の販売再開、お届けまで今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
・ageLOC ルミスパ アクセント（製品コード：03310050）※後送扱い　※配送予定時期：3月中旬
・ニュー スキン ホワイト システム（製品コード：03102734）※後送扱い　※配送予定時期：3月中旬
・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）
※品切れ解除時期：確認中

■ 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。

■ NU SKIN JAPAN LIVE! 2019 開催まであとわずか！
オフィスでは最新情報を公開しています。
DAY1：3月9日（土）13：00開演～18：00終了予定 ※11：00開場（受付・エキスポ エリア オープン）
DAY2：3月10日（日）13：00開演～18：15終了予定 ※12：00開場（受付・エキスポ エリア オープン）
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/award201903.html

■ 「関西コレクション 2019 SPRING & SUMMER」出展についてのお知らせ
オフィス→ロードマップ内に情報を掲載しました。ご一読ください。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/KansaiColleSS2019.html



■ サプリメント マスター管理士    第2期募集中 
※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。 
サプリメント管理士の受講者募集は定員に達したため受付を終了しました。 

■ 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）
※6月までの毎月第3、第4金曜日と土曜日  
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters/Nagoya.html
開催日時 概要 （テーマは追ってご案内） スピーカー               ※敬称略

3月15日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー 渡辺 三和

3月16日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 東 幹代 

3月16日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション* 松本 真理

3月22日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー 荒島 智貴

3月23日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 久野 しのぶ 

3月23日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション * 東城 裕子  （有）ジュウエル

*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。 

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜3月10日（日）15：00～19：00＞　
上記日時の4時間、システム メンテナンスにより、ニュー スキンの全Webサイトおよびアプリへのアクセスが
できなくなります。都合により、メンテナンス時間が長引くことがあります。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
[お問い合わせ]テクノロジープロダクト＆サービスサポート TEL：0120-377-499　携帯電話：050-3786-0300 月～金
9:00～17:30（土・日・祝 　休）

■ 3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 3月31日（日）23：00

電話・FAX 3月30日（土）17：00
エクスペリエンス センター 3月30日（土）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 3月31日（日）23：59
郵送の場合 3月29日（金）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 3月30日（土）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。

■ 確定申告についてのお知らせ
ブランド メンバーの皆様は、独立した個人事業者として、納税を行う義務があります。 ニュー スキン ビジネ
スを主としている方も、副業としている方も、ブランド メンバー活動によって生じた所得＊、小売販売活動に
よって得た小売利益について、確定申告をする必要があります。
＊所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。 
確定申告：所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する税額
を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署へ提出することが必要です。
確定申告の必要がある人
　1. ニュー スキン ビジネスを専業としている場合　2. 給与所得がある場合　　3. 雑所得となる場合
確定申告についての詳細、不明な点については、下記の国税庁ホームページや最寄りの税務署、各市区町村役
場の税務窓口に必ずご相談ください。・国税庁ホームページ　　http://www.nta.go.jp
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