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製品キャンペーン情報＜限定販売中＞
3月31日（日）まで ～ 夏までに美肌＆美ボディ キャンペーン
・genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル 3＋1 セット 
   製品コード：03136784　卸売価格：13,504円（税込）
   PSV：100.00　CSV：11,880 シェアリング ボーナス：624円（税抜） 
［セット内容］genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル×4箱 
※フェイシャル ジェル1箱分が、無料
※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。

・genLOC ガルバニック スパ システム Ⅱ ＆フェイシャル ジェル 3＋1 セット
   製品コード：03136785　卸売価格：42,276円（税込）
   PSV：275.00　CSV：32,615 シェアリング ボーナス：3,264円（税抜） 
［セット内容］genLOC ガルバニック スパ システム Ⅱ、genLOC ガルバニック ス
パ フェイシャル ジェル×4箱 ※フェイシャル ジェル1箱分が、無料
※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。
*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

・genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3＋1 セット（ノーマル）
   製品コード：03136788   ノーマルタイプ・コンビネーションタイプの方に／キューカンバー メロンの香り
・genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3＋1 セット（デリケート）
   製品コード：03136789 デリケート肌の方に／無香料
・genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3＋1 セット（しっとり）
   製品コード：03136790 ドライタイプの方に／バイオレット リーフ＆ミモザ ブロッサムの香り 
・genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3＋1 セット（さっぱり）
   製品コード：03136791 オイリータイプの方に／ホワイト ティー＆ベルガモットの香り
卸売価格：11,664円（税込） PSV：75.00 CSV：9,000 
シェアリング ボーナス：1,800円（税抜） ※トリートメント クレンザー1本分が、無料
［セット内容］genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー×4本（いずれか）* 
*ノーマルの場合はノーマルが4本、デリケートの場合はデリケートが4本
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。



・genLOC ボディ トリートメント 3＋1 セット
   製品コード：03136786　卸売価格：16,368円（税込）
   PSV：120.00　CSV：13,882 シェアリング ボーナス：756円（税抜） 
［セット内容］genLOC ガルバニック ボディ ジェル×2本、genLOC ダーマティック エ
フェクツ×2本 ※ダーマティック エフェクツ1本分が、無料
※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。

・genLOC ガルバニック ボディ スパ＆ボディ トリートメント 3＋1 セット
   製品コード：03136787　卸売価格：48,017円（税込）
   PSV：310.00　CSV：36,516 シェアリング ボーナス：3,660円（税抜） 
［セット内容］genLOC ガルバニック ボディ スパ、genLOC ガルバニック ボ
ディ ジェル×2本、genLOC ダーマティック エフェクツ×2本 
※ダーマティック エフェクツ1本分が、無料
※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。

・プロテインでカレー 5+1セット
   製品コード：03136782　卸売価格：12,647円（税込）
   PSV：55.00　CSV：6,300 シェアリング ボーナス：560円（税抜） 
［セット内容］プロテインでカレー 香り豊かな本格キーマ風（150g×5パック）
×6箱 ※5箱分のプライスで6箱手に入る
※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。

数量限定で好評販売中
・プロテインでカレー 香り豊かな本格キーマ風 
   製品コード：03136735 卸売価格：2,529円（税込）PSV：18.55　CSV：1,550　
   シェアリング ボーナス：112円（税抜）    内容量：750g（150g×5パック） 
※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）。 

・プロテインでホットスムージー マッシュルーム&ポテト
   製品コード：03004242 卸売価格：5,184円（税込）　PSV：22.70　CSV：2,726　 
   シェアリング ボーナス：229円（税抜）
   内容量：651g（マッシュルーム20.7g×15パック、ポテト22.7g×15パック） 
※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）。

・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ （ノーマル）
   製品コード：03136763   ノーマルタイプ・コンビネーションタイプの方に／キューカンバー メロンの香り
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（デリケート）
   製品コード：03136764 デリケート肌の方に／無香料
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（しっとり）
   製品コード：03136765 ドライタイプの方に／バイオレット リーフ＆ミモザ ブロッサムの香り 
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（さっぱり）
   製品コード：03136766 オイリータイプの方に／ホワイト ティー＆ベルガモットの香り
卸売価格：24,624円（税込） PSV：100.00 CSV：12,000 シェアリング ボーナス：3,300円（税抜） 
［セット内容］genLOC ルミスパ ブラック本体、ブラック 充電スタンド（電源コード／
電源プラグ付き）、genLOC ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド（標準タイプ）
※本体に付属、取扱説明書、スタート ガイド
genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 100mL（いずれか） 2本*
*ノーマルの場合はノーマルが2本、デリケートの場合はデリケートが2本
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。

・genLOC ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド（標準タイプ） 2個セット 
   製品コード：03136767 卸売価格：7,776円（税込） PSV：50.00 CSV：6,000 
   シェアリング ボーナス：1,200円（税抜）
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。

・genLOC ルミスパ ピンク トリートメント ヘッド（標準タイプ） 2個セット 
   製品コード：03136762 卸売価格：7,776円（税込） PSV：50.00 CSV：6,000 
   シェアリング ボーナス：1,200円（税抜）
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。
[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）



サプリメントを年代とニーズから簡単に探せるツールが登場
オンラインで簡単に、「世代共通のニーズ」「年代別のニーズ」「成分別」にサプリメントを簡単に探すことが
できるようになりました。まずはあなたご自身で使って、自分に合ったサプリメントを見つけてみてください！
URL: http://www.pharmanex.jp/search/

永井選手とのスポンサー契約を2019年も継続します
2016年からサポートしているプロゴルファーの永井 花奈 選手は、同年より、獲得バーディー数に応じた金額を
Force for Good基金に寄せる活動を開始。2018年度は332個のバーディーを獲得し、FFG基金に400,000円を
寄付しました。そして今年も、子どもたちの笑顔のために、このバーディー獲得数と連動した活動を継続いたし
ます。 
昨年は「伊藤園レディスゴルフトーナメント」2位をはじめ、各トーナメントで上位フィニッシュし、2年連続2
回目のシード権を獲得。 今シーズンは3月7日（木）から始まりますので、全力で応援しましょう！ 

■2019年度 LPGAツアースケジュール（3月）
   3月7日～10日「第32回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」
   3月15日～17日「ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ」
   3月22日～24日「Ｔポイント×ENEOSゴルフトーナメント」
   3月29日～31日「第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」 
 ※4月以降のスケジュールは「応援サイト」で順次更新予定。

雑誌掲載情報
以下の雑誌に紹介されますので、ぜひご覧ください。
掲載誌名 Regina（レジーナ）2019年春号 出版社 グローバル ゴルフ メディア グループ 株式会社

発売日 2019年3月7日（木） 価格 890円（税込）

掲載製品 ジースリー スポーツ

掲載内容 P57の「Regina Information」ページに「ジースリー スポーツ」が紹介されています。

雑誌情報    ゴルフ場でもオシャレしたい、楽しんで輝きたい気持ちを大切にしている女性たちへ向けた雑
誌。「ゴルフをすれば自分が輝いて、ハッピーになれる」というメッセージを込めて、トレンド
を先取りしたゴルフファッションを提案。スコアにこだわる女性ゴルファーへ、役立つレッスン&
ギアをはじめビューティやトラベルなど、リアルな情報を厳選して届けています。
（発行部数：約50,000部）

掲載誌名 週刊パーゴルフ 3/26号 出版社 グローバル ゴルフ メディア グループ 株式会社

発売日 2019年3月12日（火） 価格  450円（税込）

掲載内容 社長インタビュー：
連載「山崎将志のGOLF、今この人に聞きたい！」のゲストとして、小林 和則 社長が登場。イン
タビュー記事が紹介されます。



雑誌情報    「ニュース」性に特化した週刊のゴルフ情報誌。さまざまなゴルフの「現場」からの情報を、専
門誌ならではの視点で迅速かつ正確に取材して提供。リニューアルしたWebサイトや大人気のイ
ベントも併せ、多様な企画を提案しています。（発行部数：約150,000部）

※当雑誌に掲載された製品の感想は個人のものであり、効能・効果を保証するものではありません。
※会員の方が媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど）に直接、間接を問わず働きかけ、記事掲載を促進することや媒体からの取材に
応じることは、ブランド メンバー規約違反（規約 第3章 広告宣伝 参照）の対象となります。媒体から取材を依頼された場合は、まず
ニュー スキンまでお知らせください。また、上記でご案内している記事を使い、皆様が当社製品について効果・効能を話すことは薬
機法違反となります。さらに、これらの著作物を無断複製・転写するなどの行為は著作権法に抵触することになりますので、ご注意く
ださい。

各種インフォメーション
■ パーソナルケア2製品、リニューアル情報
この度、以下のパーソナルケア2製品について、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、リニューアルを行うこととなりました。これに伴い、現行製品は、販売を終了いたします。
リニューアル製品の発売日は、決定次第、公式WebサイトやEメール等でご案内いたします。 
また販売終了時期は、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。
■対象製品 
ニュー スキン ミルク ローション リッチ（現製品コード：03001360）    
   ＜現行製品：2019年5月末をもって販売終了予定＞
   ＜リニューアル製品：2019年5月末発売予定＞  

※製品コード、価格等、容器デザイン、内容量（現行：75mL→リニューアル後：100mL）が変更されます。 
※製品名、成分は、変更ありません。 
※ADP登録をされている方へ：5月までは現行製品、6月以降はリニューアル製品に切り替えてお届けします。希
望されない場合は、オンラインまたはオーダーサービスで登録内容の変更をお願いいたします。
■対象製品 
ニュー スキン ミルク ローション SPF （製品コード：03001362）
   ＜現行製品：2019年5月末をもって販売終了予定＞ 
   ＜リニューアル製品：2019年6月発売予定＞ 

※価格等、容器デザイン、内容量（現行：75mL→リニューアル後：100mL）が変更されます。 
※製品名、製品コード、成分は変更ありません。 
※ADP登録をされている方へ：5月までは現行製品、6月以降は注文作成日により、自動的にリニューアル製品に
切り替わる場合と登録内容から削除される場合がございます。登録内容を変更される場合は、オンラインまたは
オーダーサービスでお手続きをしてください。
※参考（以下ニュー スキン ミルク ローション SPF、ニュー スキン ミルク ローション リッチ現行の価格）

[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）



■ 販売終了予定製品
この度、以下のファーマネックス製品は終了いたします。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。 
＜2019年5月中に販売終了予定＞ プロスケア（製品コード：03003729） 
※「プロスケア」の代替製品は、残念ながらございませんが、成分の特長などから「ライフパック ナノ EX」（製品コー
ド：03003610）と「ティグリーン」（製品コード：03102993）、「ジースリー」（製品コード：03003688）をご案内
しております。ご希望やコンディションに合わせてお選びください。

■ 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、または品切れにて承っております。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）※解除予定時
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 タイムテーブルも発表
3月9日（土）、10日（日）いよいよ開催
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
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/KansaiColleSS2019.html

■ エクスペリエンス センター情報
・大阪：移転に伴う今後の予定（詳細は、決まり次第Webページにてお知らせします。 ）
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
【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） 

・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）※3月～6月の毎月第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）



■ 出荷業務休業についてのご案内＜3月21日（木・祝）＞
3月21日（木）は祝日のため、出荷業務をお休みします。出荷日は以下となりますので、ご了承ください。な
お、ADP注文指定日の変更をご希望の場合は、3月18日（月）までに手続きをお願いします。
対象となる注文日　 出荷日

3月20日（水）、21日（木・祝）に注文した製品　　 3月22日（金）以降

3月20日（水）、21日（木・祝）が注文指定日のADP製品 3月22日（金）以降
※支払方法が振り込みの場合は、入金確認後の出荷となります。
※ADP注文指定日の変更方法：マイアカウント→ADP管理→配送情報・注文作成指定日を編集
[問い合わせ先] オーダーサービス TEL0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 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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