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基本のCTHケアで、肌本来の美しさが開花する春へ
＜4月2日（火）より数量限定＞
売上No.1*のフェイス ケア4製品を集めた、人気のCTHケア セットがお得。さらに、旅行などにも便利に使え
るQ10 スキン ローションのミニ スプレーをプレゼント！ 
＊当社パーソナルケア製品のメイク落とし、洗顔料、化粧水、クリームの各部門で売上1位。

CTHケア Q10 スキン ローション ミニ スプレー セット 
製品コード：03136769 卸売価格：12,328円（税込） PSV：76.80  CSV：9,217
シェアリング ボーナス：571円（税抜） 参考小売価格：17,629円 
※卸売価格合計14,504円（税込）のところ2,176円お得な15％OFF。
さらに、Q10スキン ローションのミニ スプレーもプレゼント
［セット内容］ニュー スキン クレンジング オイル 150mL、ニュー スキン フェイス クレンジング フォーム 
200mL、ニュー スキン Q10 スキン ローション 150mL、ニュー スキン リジューベネイティング クリーム 
75g、ニュー スキン Q10 スキン ローション 50mL（非売品） 
※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）。 

CTHの基本のステップで、キレイをつかもう！
美しい肌は、「洗う（Cleanse）」「整える（Tone）」「補う
（Hydrate）」という 3つの要素によってつくられる。それが、ニュー ス
キンのフェイス ケアの考え方。理想の肌は、シンプルなステップで手に入
れるのです。 

ご好評により、再販が決定！
限定カラーのアクセント ブラック 
＜4月2日（火）販売開始＞

ブラック ルミスパをお持ちの方に朗報！ サロン級のアイ ケアが自宅で手軽に叶うルミスパ アクセントの限定
色ブラックが、数量限定で再登場します。ブラックをお持ちの方へも、ぜひご案内ください。



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）

パーソナルケア2製品、リニューアルに伴う切り替えのお知らせ
この度、以下の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、現行製品から以下スケジュールで切り替わる予定で
す。切り替え時期は、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。
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。 
ニュー スキン クレンジング オイル（現製品コード：03102696／新製品コード：03102886） 
   ＜リニューアル製品：2019年5月末発売予定＞ 
   ＜現行製品：2019年7月初旬まで販売予定＞ 

※製品コード、価格、PSV、成分表示、容器デザイン等が、リニューアルにより変更されます。 
※製品名は、リニューアル後も変更ありません。 
※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。

ニュー スキン Q10 スキン ローション（現製品コード：03101282／新製品コード：03102889） 
   ＜リニューアル製品 発売：2019年5月末予定＞
   ＜現行製品：2019年6月中旬まで販売予定＞ 

※製品コード、価格、PSV、容器デザイン等が、リニューアルにより変更されます。 
※製品名と成分は、リニューアル後も変更ありません。 
※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。

パーソナルケア3製品リニューアルのお知らせ
＜4月3日（水）発売＞ 
以下の製品は、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
ルし、新しくなった製品を発売します。
※2019年4月以降のADPにつきましては、ADPの注文作成日により、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。



・ニュー スキン pH バランス リッチ トーナー （製品コード：03102690）
※製品名と製品コードは変更ありません。※3月28日現在、配送分の現行製品は終了しています
※リニューアル後は、成分、容器デザイン、価格、PSV等が変更されます。  

[製品の特長]ｐHバランスを整えるしっとりタイプの化粧水：洗顔後、アルカリ性に傾いた肌のpHを本来の弱
酸性に戻し、うるおいを守りながら、キメを整える、しっとりタイプの化粧水です。 
新たに配合されたバイオ アダプティブ ボタニカルブレンド（保湿成分）は、極度の乾燥地帯や極寒の高山など
の環境にも順応する植物たちの知恵の結晶。日々の乾燥、紫外線、大気汚染などによる環境ストレスも受け止め
る、しなやかな肌へ。内容量：150mL
・皮膚コンディショニング成分（イワベンケイ根エキス、イノノツスオブリクウスエキス、テマリカタヒバエキス、エゾ
ウコギ根エキス、ラポンチクムカルタモイデス根エキス）・保湿成分（ヒアルロン酸Na、キダチアロエ葉エキス） 

・ニュー スキン モイスチャー ミスト（製品コード：03101226）
※成分と製品名、製品コードは変更ありません。※現行品は3月31日（日）まで販売予定です。
※リニューアル後は、容器デザイン、価格、PSV等が変更されます。  

[製品の特長]サッとひと吹きするだけで水分を補給。肌をしっとりなめらかに保つ、スプレータイプの化粧水。 
・ニュー スキン クリーミー クレンジング ローション （製品コード：03110310）
※製品名と製品コードは変更ありません。※3月28日現在、配送分の現行製品は終了しています。
※リニューアル後は、成分、容器デザイン、価格、PSV等が変更されます。  

[製品の特長]ローションタイプの洗顔料：肌のうるおいをしっかり守りながら、皮膚の汚れをやさしく落とす洗
顔料。しっとりとした洗い上がりです。新たに配合されたバイオ アダプティブ ボタニカルブレンド（保湿成
分）は、極度の乾燥地帯や極寒の高山などの環境にも順応する植物たちの知恵の結晶。日々の乾燥、紫外線、大
気汚染などによる環境ストレスも受け止める、しなやかな肌へ。 内容量：150g
・皮膚コンディショニング成分（イワベンケイ根エキス、イノノツスオブリクウスエキス、テマリカタヒバエキス、エゾ
ウコギ根エキス、ラポンチクムカルタモイデス根エキス）・保湿成分（オウシュウヨモギエキス） 
・整肌成分（ダイズステロール）・エモリエント成分（メドウフォーム油）

雑誌公式Webサイト掲載情報
「ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク」が紹介
Web
サイト名

MAQUIA ONLINE  ＜雑誌『MAQUIA（マキア）』公式＞
https://maquia.hpplus.jp/

出版社 集英社

掲載製品 ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク
掲載内容 [公開中]マキアオンライン編集スタッフが見つけた、とっておきの最新情報をお知らせする

「MAQUIAオンライン編集部（トップ>モデル＆編集部 >マキアオンライン ）」ページに登場。
「マスクの上から美顔器を使う」という新感覚のお手入れについて解説してくれました。
https://maquia.hpplus.jp/model_editor/account/maquiaonline/detail
また、4月に1週間、スマホ＆タブレット用トップページを「ageLOC」バナーがジャックする予定
です（掲載日未定）。 

Webサイト
情報

きれいという運命は自分でつくる。そんな「自分の中のカを、もっともっと磨きたい」と思ってい
る女性たちのためのビューティ誌『MAQUIA』のWebサイト。人気のコスメやビューティ情報を
掲載。



Webサイト名
i-VOCE ＜雑誌『VOCE（ヴォーチェ）』＞ 
https://i-voce.jp/

出版社 講談社

公開日 2019年3月29日（金）公開予定
掲載製品 ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク
掲載内容 「スキンケア」ページに登場。 VOCEの読者3人が発売前の製品を試し、その感想を寄せる

レポート風のページに！ 実際に製品を使っているシーンもご覧になれます。
Webサイト情報 「キレイになるって面白い！」をキーワードに、美容感度の高い読者に支持されている

ビューティエンタテインメント マガジン『VOCE』のWebサイト。濃い「美容好きさん」に
向けて、コスメを買うのに役立つ情報を提供。 

※公開日時は前後する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※当記事は、雑誌社などの依頼を受けニュー スキン ジャパンが製品情報を提供しましたが、誌面の表現や解釈は、編集部の考えに基
づき作成されたものです。 
※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
■ 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品切れしております。皆様へはご迷惑をおかけしますが、販
売再開まで今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
・ファン リフト ブラシ（製品コード：03000265）※解除予定時期：5月上旬
・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。

■ エクスペリエンス センター情報
・大阪：リニューアルに伴う今後の予定（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、スピーカーは追ってご案内）
4月19日（金）19：30～21：00 ビジネス セミナー
4月20日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 
4月20日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション* 
4月26日（金）19：30～21：00 ビジネス セミナー
4月27日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 
4月27日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション *



*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。 

■「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。

■ 佐川急便 メール通知サービスご利用の方へ
佐川急便のメール通知サービスで、荷物が届く前に配達予定をメールでお知らせするという「配達予定通知メー
ルサービス」をご利用されている方は、毎月月末は注文が集中するため、配達予定通知メールでお知らせする日
にちよりも、実際のお届けに1～2営業日程度の遅延が発生しています。今月末の配送につきましても、このよう
な遅延が発生する場合がございますので、あらかじめご了承いただけますよう、お願い申し上げます。 
■ ご注文代金の振り込みに関するお願い
お支払い方法がお振り込みの場合、確実に3月度のポイントとするためには、3月28日（木）扱いまでにお振り込
みいただき、29日（金）には、ポイント照会にて確認できる状態にされることをおすすめいたします。
また、お振り込み代金は会員番号で確認を行っていますので、必ずJAを除く会員番号と氏名を半角カタカナご入
力ください。会員番号に漏れや誤りがあると入金確認ができず、製品のお届けができなくなります。

振込依頼人名：JAを除く7桁もしくは8桁の会員番号+氏名（半角カタカナ）
例：「JA12345678 ニュースキン太郎」の場合、「12345678ニュースキン タロウ」（半角カタカナ）と入力

※注文代金をよくお確かめのうえ、お振り込みください。入金に不足があると製品のお届けができなくなりま
す。もし、会員番号を入力し忘れたり、間違えたりした可能性がある場合は、必ずシッピングまでご一報くださ
い。【お問い合わせ先】 シッピング フリーダイヤル：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。
※LOI提出の際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について：
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。

■ ゴールデンウィーク中の営業と製品出荷のお知らせ
ゴールデン ウィークに伴う期間の営業および製品出荷予定日を、Webサイトに掲載しました。また、4月27日
（土）から5月6日（月・振休）まで、多くの金融機関で振り込みの取り扱いが休止となりますので、お振り込み
の際は、ご注意ください。 なお、「オーダーサービス」および「新規登録専用ダイヤル」は、4月29日（月・
祝）～5月2日（木・休日）の期間、9：00～17：00の時間帯にて特別営業いたします。
詳しくは公式Webサイト→お問い合わせページでご確認ください。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/contacts.html
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