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パワーチャージ マスク発売記念デビュー セット
＜いよいよ6月4日（火）発売＞
ハリとツヤに満ちた、ふれたくなるほどなめらかな肌へ。美顔器ガルバニック スパ*と一緒に使う、新発想の
フィルム状美容液「ageLOC ガルバニックスパ* パワーチャージ マスク」が来週6月4日より正式販売をスター
ト。ガルバニック スパ*未体験の方におすすめしやすい発売記念のデビュー セットも同時発売。数量限定です
ので、ぜひお早めにご注文ください。 
・ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク （製品コード：03002108）

内容量：24mL×5袋
※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。 

・パワーチャージ マスク デビュー セット 
   製品コード：03136795    卸売価格：34,020円  PSV：207.30　CSV：24,876   
   シェアリング ボーナス：2,339円（税抜）参考小売価格：48,649円（税込）
   ※単品総卸売価格より7,193円（税込）お得  
   [セット内容] ※1 IDにつき1セット限定で販売 
   ・ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク（24mL×5袋）×2箱 
   ・genLOC ガルバニック スパ* システム Ⅱ 
※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。
[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）



Instagramで活躍するインフルエンサーたちが、パワー
チャージ マスクを体験しました。
Instagramの世界で活躍するインフルエンサーの方々が投稿してくださったパワーチャージ マスク体験談は、
ご覧になりましたか？ 正式発売に先駆けお試しし、ご自身の言葉で製品を語ってくれました！、Instagramで
指定ハッシュタグを入れ、ご覧ください！ ＊SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

【閲覧方法】Instagramの検索ボックスにハッシュタグ「#パワーチャージマスク試してみた」を入れると、投
稿が表示されます。 

ミリオン ダラー サークルの名称変更について
ミリオン ダラー サークルに替わる新たな名称として、「サークル オブ エクセレンス」がグローバルで導入さ
れました。10月のLIVEでは、新タイトルで表彰が行われます。なお、名称は変更されましたが、各達成条件は
従来どおりです。 「よくある質問」など詳しくは、オフィス→表彰→最新情報でご確認いただけます。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/success_story/info.html

ニュー スキン サクセス アカデミー
第2期参加申し込み受付中 
現在、第2期の参加申し込みを受付中です。お申し込みの最後のチャンスをお見逃しなく。相部屋プラン（2人
部屋）をお申し込みくださった皆様には、1人当たり10,000円（税込）を進呈します。詳しくはオフィスで。
【開催日程】7月8日（月）～10日（水）韓国（仁川）
【第2期参加申し込み受付】6月5日（水）23：00まで

ネクスト セミナー 6月開催
＜大阪6月19日（水）、東京6月22日（土）開催＞
成功への第一歩を踏み出したNEWブランド レプリゼンタティブの方とそのアッ
プラインが参加できる約2時間のセミナーです。

ニュー スキンのミッション、ビジョン、ストラテジーのほか、最新情報やビジネスの進め方などをお伝えしま
す。ぜひ、NEWブランド レプリゼンタティブを達成された方は、アップラインの方と一緒に参加してくださ
い。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。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html
6月の
スケジュール

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）
東京：6月22日（土） 13:00～15:00 東京本社（定員50名）

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）＜6月1日（土）10時より受付開始＞
※オフィス内の本イベントページ内よりお申し込みください。 ※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。

サインアップ チャレンジ シーズン4
＜4月の達成者を発表＞
サインアップ チャレンジ シーズン4の最初の達成者を掲載しました。
達成した皆様、おめでとうございます。 まだエントリーしていない方も、このチャンスをお見逃しなく。
対象 全ブランド メンバー対象（日本登録）

期間 2019年3月～2019年12月31日（火）＜エントリー制＞ 
【エントリーURL】https://pro.form-mailer.jp/fms/76cdf7a5165745

特典 NU SKIN JAPAN LIVE 2020 での表彰 ほか 
詳細は、オフィス＞サインアップ チャレンジ シーズン4で。
【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。

各種インフォメーション
■ ニュー スキン ミルク ローション SPF＜6月4日（火）リニューアル発売＞
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、リニューアルいたします。
ニュー スキン ミルク ローション SPF （製品コード：03001362）
   ＜リニューアル製品：2019年6月4日（火）発売＞ 
※現行製品は、2019年5月31日（金）までの販売となります。 

※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。
■マリン オメガ＜6月4日（火）リニューアル発売＞
・マリンオメガ（製品コード：03003536） 

※内容量＊、容器、価格、PSV等が変更されます。
※製品名と製品コードは、変更ありません。



＊DHA、EPA、オキアミ油の1日の目安量に含まれる量は変わらず、
以下が変更となります。
・カプセルのサイズ→小さくなります
・1日の摂取目安量
リニューアル前：8カプセル → リニューアル後：4カプセル　
・カプセル数
リニューアル前：240カプセル → リニューアル後：120カプセル　

■ 品切れ製品（後送扱い）
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。
・イメージホワイト（製品コード：03131339） ※配送予定時期：6月中旬

■ 販売終了予定製品
このたび、以下製品は、販売を終了する予定となりました。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7月をもって販売終了予定＞ 
・ニュー スキン スタイリンジェル ファーム ホールド アルコールフリー（製品コード：03100641） 
[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）

■ チャットサポートがさらに便利に
公式Webサイトからログインなしでご利用いただける「チャットサポート」は、会員の皆様からの質問等に、
オペレーターがチャット（テキスト形式の会話）でお応えするサービスです。 
この度、サービス範囲を拡大し、ページも見やすく一新しました。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/support.html

■プレスルーム情報 
「大阪エクスペリエンス センター」リニューアル オープン 、初めての体験型店舗、Caféも併設 ～について掲載
されました。

■「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、お振り込み代金は会員番号で確認を行っていますので、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。

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、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 ：0120-377-499 携帯電話：050-3786-0300 （月～金 9：00～17：30 土・日・祝 休）

■ 5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 5月31日（金）23：00

電話・FAX 5月31日（金）21：00
エクスペリエンス センター 5月31日（金）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 5月31日（金）23：59
郵送の場合 5月31日（金）必着

          ※エクスペリエンス センターでは、東京、名古屋のみ受け付けております（5月31日＜金＞19：00まで）。
（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。

■ システム メンテナンスのお知らせ 
＜6月9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）
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