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NU SKIN L!VE 予告編公開中
ニュー スキン最大級のグローバル イベント、「NU SKIN L!VE」予告編を公開中です。 
開催日：2019年10月9日（水）～11日（金）米国ソルトレイクシティ 
予告編URL： https://youtu.be/PC0vwJo8L9g

タンパク質を手軽にチャージできる
TR90 シェイク カフェオレ味が再登場
＜3月20日（水）数量限定で販売開始＞
昨年の限定販売で好評を得た、「TR90 シェイク カフェオレ味」が再登場。タンパク質12.5gを手軽に補給で
きる人気ドリンクは、ボディメイク中の方はもちろん美や健やかさを目指す多くの方々におすすめです！ 
■製品のポイント 
・125mLの飲み切りサイズ（24本入り）：持ち運びやすく、ジムでもオフィスでも移動中でも手軽に栄養補給。
・すっきりおいしいカフェオレ味： タンパク質をおいしく補給できるから、おやつや間食に置き換え可能。



・1本当たりのタンパク質12.5g：美と健康・理想のボディを目指す方が重視しているタンパク質を毎日手軽に補給。 
・カルシウム 318mgを含み、鉄4.7mgやビタミン11種も配合： 朝食やランチの栄養バランスをサポート。
■こんな方におすすめ 
・TR90 プログラム体験中の方、体験後の方へ（手軽なタンパク質補給で理想のボディメイクをサポート） 
・アスリートから健康のためにウォーキングしている方まで（運動後のたんぱく質補給に） 
・食事が不規則で忙しい方、移動が多い方、外食が多い方へ（栄養バランスのサポートに） 

■製品情報（数量限定） ＜3月20日（水）～＞

内容量：125mL×24本入 
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。ADPに登録していても、指定日前に限定数に達した場合は購入できなくなりますので、ご了承ください。 

◆「TR90 シェイク カフェオレ味」に関する記載内容の訂正のお知らせ 
3月20日（木）改訂発行の以下の媒体における「TR90 シェイク カフェオレ味」の記載箇所に関して記載内容
に誤りがありました。お詫びを申し上げますと共に、下記のとおり読み替えてくださいますようお願いいたしま
す。 
誤）通常販売         TR90 シェイク カフェオレ味（製品コード：03136568）
正）数量限定販売   TR90 シェイク カフェオレ味（製品コード：03136568）
※対象媒体 ・『ニュー スキン カタログ 2019年3月版』37ページ 

・『製品／ビジネス サポート マテリアル・サービス リスト 2019年3月版』3ページ 
・『ニュー スキンへのご案内 概要書面 2019年3月版』106ページ 

[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

ニュー スキン カタログ改訂版（2019年3月版）
ニュー スキン カタログは、現在の2018年7月版から2019年3月版へ、表紙もあらたに切り替わります。最新版
のカタログを、ぜひご利用ください。 ※B5版／全136ページ 

＜3月20日（水）出荷分より切り替え＞
・ニュー スキン カタログ（1部）製品コード：03135652 卸売価格：162円
・ニュースキン カタログ セット（カタログ5部・製品リスト1部）*
製品コード：03135653 卸売価格：756円（税込）
*今回よりカタログ5部セットには、全製品の価格やPSV・CSV、シェアリング ボーナ
ス等が掲載された『製品／ビジネス サポート マテリアル・サービスリスト』が1部付
きます。 ※製品リスト：A4版／全12ページ
※TR90 シェイク カフェオレ味につきまして記載内容の訂正が（前記事に掲載）あり
ます。

ファーマネックス専用Webページが一新
サプリメントを年代とニーズから探せる新ツールが登場！
人気ブランドのすべてを集約した専用ページに、自分に合ったサプリメ
ント
を簡単に探せる便利な新ツールが加わりました。ぱっと見て分かりやすい「年代別おすすめサプリメント」
「ニーズで選べるサプリメント」のアイコンが目印です。ぜひ、専用ページをブックマークしてください！ 
URL: http://www.pharmanex.jp/search/



「夏までに美肌&美ボディ キャンペーン」 実施中
厳選7セットが外側と内側から全力サポート！ 3月31日（日）までの限
定で、カラダの外側と内側、両方からサポートする7つのセットを販売中
です。限定数に達した場合は、期間中であっても予告なく終了します。
詳細は、公式Webサイトでご覧ください。

集中トリートメントで、毛穴汚れをオフ＆みずみずしさをオン フェイシャル ジェル1箱分が、無料に！
・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）
・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）

洗顔タイムに美肌づくり、選べるルミスパ専用クレンザー フェイシャル ジェル1箱分が、無料に！
・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）
・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）
・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）
・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）
二の腕、太もも、お腹、ヒップ……、気になるボディをケア ダーマティック エフェクツ1本分が、無料に！
・genLOC ボディ トリートメント 3＋1 セット （製品コード：03136786） 
・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） 

夏に向けての準備は、まず、プロテインから。カレー1箱分が、無料に！
・プロテインでカレー 5＋1 セット（製品コード：03136782） 

※上記セットは、すべて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。

TR90 ボディ システム パッケージ リニューアル発売
3月20日（水）より、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TR90 ボディ システム パッケージはリニューアルいたします。
・TR90 ボディ システム パッケージ  （製品コード：03136779）

エントリー受付中！
サインアップ チャレンジ シーズン4
2019年も皆様のアクティブなビジネス活動を後押しするプログラム、サインアップ チャレンジを実施します。
エントリーをして、「登録月に100PSV以上の新規会員*」を4人スポンサリングすれば、チャレンジは達成。
ソーシャル メディアが急速に広がる今こそチャンスです。スポンサリング獲得数上位者には、ビッグイベント
「NU SKIN JAPAN L!VE 2020」で表彰も！
＊新規会員：2019年3月1日以降に新規登録したショッピング メンバーのみ
【対象】全ブランド メンバー （日本登録）
【期間】2019年3月～2019年12月31日（月） ※事前エントリー制
【特典】NU SKIN JAPAN L!VE 2020での表彰 ほか 
【エントリーURL】https://pro.form-mailer.jp/fms/76cdf7a5165745
                      ※エントリー月より前のスポンサリングはカウントされません。 
                      ※エントリー後かつ期間内であれば、スポンサリングした新規会員の登録時期は問いません。 



プレスルーム情報
「ニュー スキン ジャパン Force for Good 基金」 
2018年度 活動報告について

「ニュー スキン ジャパン Force for Good 基金」（以下FFG基金）2018年度の活動に関するプレスリリースを
配信しました。FFG基金は、支援を必要とする子どもたちへ笑顔を届けることを目的に2006年3月に設立し、現
在まで、会員の皆様と社員からの継続的な寄付により、支援先への安定したサポートを行ってまいりました。
2018年は、東日本大震災被災地への継続的な支援や、平成30年7月豪雨・北海道胆振東部地震への緊急支援を
行いました。また、セカンドハーベスト・ジャパンを通じた支援のひとつ、フード フォー キッズでは、新たに
「ひとり親世帯」へのサポートの強化を開始。普段からニーズの高い米・調味料などを箱詰めし、ひとり親の
240世帯へ隔月で提供しています。そのほか続けている、子どもたちへのさまざまなサポートを含め、2018年
度の支援合計金額は8,987万1,716円となりました。
ニュー スキン ジャパンは、心温かい会員の皆様と一緒に、今後も多くの子どもたちの輝く未来と笑顔をつくる
さまざまな活動を実施してまいります。  

雑誌掲載情報
以下の雑誌に紹介されましたので、ぜひご覧ください。
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 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ています。P117～P119

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）

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）

※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。

マリンオメガ リニューアルに伴う切り替え時期に関するご案内
この度、「マリンオメガ」をリニューアルすることとなりました。これに伴い、現行製品からリニューアル製品
に切り替わりますので、以下をご確認ください。切り替え時期は、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
・マリンオメガ（製品コード：03003536） 
   ＜現行製品一時品切れ：2019年4月中旬予定＞ 
   ＜リニューアル製品の発売：2019年6月予定＞ 



※ADPについて：5月の出荷分までは、通常どおりお届けいたします。
※リニューアル製品は、現行製品のEPA、DHAの配合量は変えずに、カプセルを小さく、さらに1日の目安量が8
粒から4粒へと少なくなるため、摂取しやすくなるのが特長です。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。 
※現行製品販売終了後、リニューアル発売までの代替品として「オプティマム オメガ」（製品コード：
03003103）や「キッズ オメガ」（製品コード：03003726）、「ユーススパン」（製品コード：03003763）
をおすすめしますので、ご自身のコンディションに合わせてお選びください。 
[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）

各種インフォメーション
■ 販売終了予定製品
＜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。
今後は、3月20日新発売の「TR90 ボディ システム パッケージ（製品コード：03136779）をご利用ください。 

■ 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。
・ディーティーエックス ケア（製品コード：03003715）※後送扱い　※配送予定時期：3月下旬
・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
※販売再開製品：以下の製品は、後送扱いとなっておりましたが通常販売を再開しました。
・ageLOC ルミスパ アクセント（製品コード：03310050）※解除日：3月14日（木）
・ニュー スキン ホワイト システム（製品コード：03102734）※解除日：3月14日（木）

■ 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。

■ 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） 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
ニュー スキンをビジネスとしてどう捉えるか

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* 
genLOC ガルバニック スパ システムⅡとgenLOC Me

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* 
ベーシックサプリ ～ライフパック ナノ EXとジースリー～

松本 真理



開催日時 概要 （テーマ） スピーカー            ※敬称略

3月22日（金） 
19：30～21：00

ビジネス セミナー
Velocity 新しい時代の可能性

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* 
肌の構造と栄養素

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 *
ベーシックサプリ ～ライフパック ナノ EXとユーススパン～

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。 

■「製品の交換 オンライン手続き」のご案内
不良品・破損品が届いた場合や、ご注文内容と異なる製品が届いた場合、また、ご注文の製品が不足していた場
合、正規の製品との交換等のお手続きがオンラインで行えます。
申請方法：公式Webサイト→お問い合わせ先→製品の交換 オンライン手続き内の「製品の交換　申請フォーム」
に必要事項を入力して送信。※通常の返品および解約に伴う返品には対応しておりません。

■ 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。
※ビジネス契約書提出時の「本人確認書類について」：氏名、住所、生年月日が確認できる有効期限内のものを
使用してください。なお、マイナンバーカードまたはマイナンバー（個人番号）が記載されているものは、本人
確認書類として受理できません。
※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

■ ブランド メンバー規約等 一部改定のお知らせ ＜2019年4月1日（月）施行＞
昨年4月に開始した「会員登録資格に関する一部規定のトライアル運用」は、2019年3月末日をもって終了しま
す。 
・ショッピング メンバー会則： ※登録資格は満20歳以上です。
・ブランド メンバー規約 第1章1.1、1.4：「卒業、退学、除籍その他の理由により学生でなくなった日から６ヵ
月を経過しない者を含む」の一文が削除されます。 
詳細は、オフィス ビジネス情報内でご確認ください。
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