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製品キャンペーン情報＜限定販売中＞
・ageLOC ルミスパ アクセント ブラック
製品コード：03310051　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）」として追加可能（ADP割引対象外）。 
※「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。 
・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。

・TR90 シェイク カフェオレ味
   製品コード：03136568 内容量：125mL×24本入 
   卸売価格：8,015円（税込）PSV：57.10　CSV：4,671　   
   シェアリング ボーナス：371円（税抜） 
【ADP5％割引】7,614円（税込）PSV：55.20 CSV：4,438 シェアリング ボーナス：352円（税抜） 
【ADP10％割引】7,213円（税込）PSV：53.25 CSV：4,204 シェアリング ボーナス：334円（税抜） 
※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。 

・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）。

[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）

LIVE最新情報
＜参加登録条件の詳細決定＞
最新ティーザー動画も公開中です。 
開催日：2019年10月9日（水）～11日（金）
開催地：米国ソルトレイクシティ 
最新動画： https://youtu.be/bOY0vtGljF0

参加登録
条件

2019年6月1日付エグゼクティブ ブランド パートナー以上

※組織内の資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上を併せて登録できます。

参加登録料

499米ドル（1人当たり） 

※組織内の4 ID以上の資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上を併せて登録した場合、参加
登録料は399米ドル（1人当たり）となります。

登録受付
スケジュー
ル

2019年6月上旬～9月15日（日）：プレジデンシャル ディレクター 

2019年6月中旬～9月15日（日）：2019年6月1日付エグゼクティブ ブランド パートナー以上

※詳細は、決まり次第お知らせします。 
※登録数が定員（1万5,000人）に達した時点で、受付は終了となります。 
※参加登録の権利は、譲渡することが可能です。譲渡する場合は50米ドルの手数料が発生します。 

※上記の内容は、予告なく変更される場合があります。 



ニュー スキン ネクスト セミナー＜5月～8月開催情報＞
5月以降の日程（東京、名古屋、大阪、福岡）が決定しました。5月24日（金）開催（東京）の受付は、5月1日
（水・祝）午前10時より開始します。最新情報はオフィス→ロードマップの本イベントページ内で。
■開催情報
開催地 開催日、会場、定員 ※参加申し込み受付は、開催月の1日10：00から開始します。 

東京

4月20日（土）13:00～15:00 東京本社（定員50名） ※受付終了
5月24日（金）19:00～21:00 東京本社（定員50名） 
6月22日（土）13:00～15:00 東京本社（定員50名） 
7月26日（金）19:00～21:00 東京本社（定員50名） 
8月24日（土）13:00～15:00 東京本社（定員50名）

名古屋 7月21日（日）13:00～15:00 名古屋エクスペリエンス センター（定員40名）

大阪
6月19日（水）19:00～21:00 大阪エクスペリエンス センター（定員40名） 
8月17日（土）13:00～15:00 アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前 12階 1211号室（定員40
名）アクセス：https://abc-kaigishitsu.com/osaka/ekimae/access.html （大阪市北区梅田） 

福岡
7月20日（土）13:00～15:00 エルガーラホール 7階 会議室1（定員40名）
アクセス：http://www.elgalahall.co.jp/access/ （福岡市中央区天神）

開催地
一覧

対象 ・NEWブランド レプリゼンタティブ達成から4ヵ月以内の方 
・その直上のアップライン ブランド レプリゼンタティブ

プログラム
内容
※参加当日は、
筆記用具をご持
参ください

・Opening（レコグニション、セミナーの目的、ミッション、ビジョン、ストラテジーなど） 
・ビジネス戦略（サクセス ロードマップ、サインアップ チャレンジ シーズン4、Velocity） 
・ニュー スキン ビジネスにおけるソーシャルの活用例など 
・リーダースピーチ（ベスト プラクティスの共有など） 
・製品の情報、ツール活用方法 
・Valueビデオ 
・Closing （「次なる一歩」のためのコミットメント）

参加方法 事前申し込み制（先着順） 以下オフィスページ内に掲載
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html
※申込受付期間は、開催月の1日10：00～開催日の5日前です。 ※1ID 2名（パートナー登録者
を含む）まで申し込めます。 ※定員に達した時点で、受付を終了します。 

※上記の内容は、会社の都合により、変更される場合があります。
【お問い合わせ】ビジネスサポート TEL：050-3786-0300 （月～金 9：00～17：30　土・日・祝　休）※エグゼクティブ 
ブランド パートナー以上の方は担当スタッフまでご連絡ください。



ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク最新情報
＜新Webページ公開中＞
ショッピング メンバー向けの製品情報Webページを先駆けて皆様に公開してい
ます。ぜひ、ご活用ください。
■ショッピング メンバー向けのWebページ
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc_power-
charged-mask.html

■製品トレーニングのWebページ（オフィス>製品情報>エイジング ケア ）
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/product/genLOC.html

＜6月4日（火）正式発売＞ 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）

※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。

ageLOCアンバサダー 
美ボディ事情3を公開
今回のテーマは、ボディ メイクのマストアイテム 
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。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#3
【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

パーソナルケア2製品、リニューアル情報
＜フェイス クレンジング ジェル、フェイス クレンジング フォーム＞
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 フェイス クレンジング ジェル（現製品コード：03131493／新製品コード：03102887） 
   ＜リニューアル製品：2019年7月末 発売予定／現行製品：2019年8月末まで販売予定＞ 

※製品コード、容器デザイン、価格、PSV等が、リニューアルにより変更されます。 
※製品名、成分、容量（115g）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：7月までは現行製品、8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 フェイス クレンジング フォーム（現製品コード：03003961／新製品コード：03102888） 
   ＜リニューアル製品：2019年7月末 発売予定／現行製品：2019年7月末まで販売予定＞ 

※製品コード、成分表示、容器デザイン、価格、PSV等が、リニューアルにより変更されます。 
※製品名、成分、容量（200ml）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：7月までは現行製品、8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。

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

■ 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。

■ 販売終了予定製品
＜2019年4月末頃販売終了予定＞ 
・ニュートリオール シャンプー（製品コード：03101219） 
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベスト）　（製品コード：03136151） 
※販売終了時期は、5月末とご案内していましたが、販売状況により変更となりました。
※なお、ニュートリオール シャンプーに代わる製品として、髪にうるおいを与えるタイプの「ニュー スキン モイスチャーライジング 
シャンプー」（製品コード：03101350）をおすすめします。

■ 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 スピーカー  ※敬称略
4月19日（金）
19：30～21：00

ビジネス セミナー
新時代のニュー スキン ビジネスと戦略的マネジメント

花井 暁洋
(株)プラスワン

4月20日（土）
11：30～12：10 

エンゲージメント セッション* 
スキンケアの流通

赤塚 薫

4月20日（土）
13：30～14：10 

エンゲージメント セッション*
オススメするサプリメントの選び方 

藤田 ナナ

4月26日（金） 
19：30～21：00

ビジネス セミナー
「なりたい自分」になるための考え方

市川 継哉

4月27日（土）
11：30～12：10 

エンゲージメント セッション* 
美肌になる3つの条件とは

岡本 侑子 

4月27日（土）
13：30～14：10 

エンゲージメント セッション *  
負けない明日をつくるために～ファーマネックス製品を知る
～ ジースリー スポーツ、オーバードライブ、グルコイーズ

荒島 智貴

*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。 



・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） 
■ ゴールデンウィーク中の営業と製品出荷のお知らせ
＜営業＞

＜製品出荷＞

■ ご注文代金の振り込みに関するお願い
ゴールデン ウィーク中の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。 そのため、お振り込みで4月のポイントをご希望の場合、今月度ポイントとなるのは、4月26
日（金）扱いで正しく入金されたものです。確実に4月度のポイントするためには、4月25日（木）扱いまでにお
振り込みいただき、26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）

■ 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。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/basic_information/submit_loi.html
※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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