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ユーススパン＆アールスクエア定期購入セット
4月は「ageLOC サプリメントケース」＆「ユーススパン ブローシャー」をプレゼント！
対象の定期購入セットをいずれかご購入の方に素敵なプレゼントを贈呈。3月分のプレゼントは大好評のうちに
終了しましたので、4月のご注文はお早めに（※ADPの出荷先着5,000個限定です）。
■対象セット（いずれも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 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。 
■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



新時代へ向けて、新しいTR90公式Webサイトが誕生！
製品×食事×運動による健康的なボディメイクのヒントや秘訣を紹介するTR90の総合情報サイト。 ボディメイ
クに興味のある方はもちろん、関心のない方にも興味をもってもらえるような内容に！ 

www.tr90.jp

ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク最新情報
【予告】6月正式発売へ向けた、新Webページが4月16日（火）より公開予定
製品紹介に活用できる、製品情報や各種動画、よくある質問などが掲載された新しいWebページを準備中で
す。ぜひ、以下へアクセスし、公開後にビジネス活動にお役立てください。
・4月16日（火）以降 下記ページよりアクセスしてください（予定） 
（掲載場所：オフィス>スライドバナー「ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク」より）

ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク (製品コード：後日ご案内）
＜6月4日（火）正式発売＞ 

※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。 
＊SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。
[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）

ナリッシュ ザ チルドレン
アンバサダー プログラム条件一部変更
飢えや栄養不良に苦しむ子どもたちに「ビタミール」を購入して寄付するNTC プログラム。2019年4月1日よ
り、アンバサダー プログラムにおいて、「NTC アンバサダー」「NTC チーフ アンバサダー」資格取得条件が
一部変更となり、NTC ADPに加え、単発での購入・寄付がカウントされることとなりました。
今回の変更により、アンバサダー プログラムに対し、より多くの人がより柔軟な形で参加することができるよ
うになります。よくある質問など詳細を会員専用のページに掲載しました。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/culture/NTC/ntcprogram.html
掲載ページ：公式Webサイト>社会貢献>ナリッシュ ザ チルドレン>アンバサダー プログラム（会員専用）



ageLOCアンバサダー 
美ボディ事情2を公開
第2期ageLOCアンバサダーの皆様の「美ボディでアクティブに輝く秘訣」を毎週月曜日に更新中。ボディ メイ
クや体力UPに興味のある方に、ぜひシェアしてください。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc-ambassador.html#2
【掲載場所】Webトップ>Campaign 詳しくはこちら「SPECIAL キャンペーン」 より

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となっております。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。
・バイトックス（製品コード：03102992）※解除予定時期：確認中
・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
※4月8日より後送扱いとなっておりましたgenLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル （製品コード：
03003876）は、販売再開しました。

■ 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。

■「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。

■ エクスペリエンス センター情報
・大阪  ＜5月26日（日）12：00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：4月1日（月）よりゲストの体験が無料化 
名古屋エクスペリエンス センターを通じて、より多くの方にニュー スキンの魅力を体験・体感していただくた
め、ゲストのトータル体験（500円相当）が初回無料でご利用いただけるようになりました。スポンサリングや
製品紹介など、皆様のビジネスにお役立てください。 

無料化
の対象

ブランド メンバーがお連れしたニュー スキンに入会していないゲストお1人に付き1回分のトータル体
験*＊トータル体験：VSIA、ファーマネックス バイオニックスキャナー S3、エステティック エリア
（genLOC ルミスパ、genLOC ガルバニック スパ システムⅡなどがご利用いただける体験エリア）

利用方法 ご利用当日にオンライン受付をすませ、スタッフに体験する方がゲストであることをお伝えください。 
※トータル体験には、ご利用枠の当日受付が必要です。ご利用枠が埋まっている場合はご利用いただけません。
※トータル体験を無料でご利用いただけるのは、ゲストお1人に付き1回までとなります。 
※ブランド メンバー、ショッピング メンバーがトータル体験を利用する場合には、従来どおり有料となります。 
※名古屋エクスペリエンス センターのみでの実施となります。 
・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、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。 

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜4月14日（日）14：00～18：00＞　
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）

■ 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ご案内いたします。なお、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、あわせてご注意ください。
＜営業＞

＜製品出荷＞

■ 4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 4月30日（火・休日）23：00

電話・FAX 4月30日（火・休日）17：00 ※特別営業日

エクスペリエンス センター 4月27日（土）19：00
※FAXによる注文受付は、4月30日（火）17：00より5月7日（火）9：00まで停止しますので、ご了承ください。

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 4月30日（火・休日）23：59
郵送の場合 4月26日（金）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 4月27日（土）19：00受付分まで

※ビジネス契約書（LOI）は、東京・名古屋エクスペリエンス センターでのみ受け付けます。
※大阪エクスペリエンス センターは西梅田への移転準備のため、4月1日（月）より休業中です。
（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。
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