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3本で15％オフのお得なジースリー セット登場
＜7月23日（火）数量限定販売＞
独自成分・リポカロテン*により栄養素を効率よく摂取できるジースリーは、紫外線の多い夏、スポーツやアウ
トドアなどでアクティブに過ごすときの栄養補給としておすすめです。 ＊カロテノイドと脂肪酸の複合成分。 
g3 スペシャル サマーセット  ※数量限定 
製品コード：03136875 卸売価格：13,767円（税込）PSV：89.85   CSV：10,782 
シェアリング ボーナス：636円（税抜）参考小売価格：19,686円（税込） 
※通常卸売価格合計16,200円（税込）のところ、2,433円お得　※15％OFF
［セット内容］ジースリー（ペットボトル 900ml）×3本 
※数量限定のため、限定数に達し次第、販売終了となります。お早めにお買い求めください。 
※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）。 
[こんな方におすすめ！]
・暑い夏を元気に過ごしたい／・最近食事が偏っている……／ ・ドリンクで手軽に栄養補給したい 
・お子様*からご年配まで家族みんなで摂りたい *2歳以上 

製品キャンペーン情報＜限定販売中＞
ageLOC ガルバニック スパ* パワー チャージ マスクの発売を記念して数量限定セットを販売中です。 
・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（税込）  PSV：207.30　CSV：24,876 
   シェアリング ボーナス：2,339円（税抜）※単品総価格より7,193円お得  
   [セット内容] ※1 IDにつき1セット限定 
   ・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。

・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（製品コード：03001567）」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
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（デリケート）製品コード：03136764
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（しっとり）   製品コード：03136765
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（さっぱり）   製品コード：03136766
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）。

・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）。

・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）。

ニュー カラー パワーリップ ポリッシュ デュオ リップ シャイン（全5色） ※7月12日（金）販売開始
・デイドリーム（製品コード：03102877）※ピンク系 
・バブリー（製品コード：03102876）※ローズ系 
・グロスボス（製品コード：03102880）※ピンク系 
・ゴールゲッター（製品コード：03102883）※オレンジ系 
・バッショニスタ（製品コード：03102884）※レッド系 
卸売価格：2,592円（税込） PSV：16.90 CSV：2,029 
シェアリンク ボーナス：120円（税抜）※1ID各色3本まで購入できます。
※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。
[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）

雑誌掲載情報
以下の媒体に「ニュー スキン ティ・エス スカルプ 薬用エッセンス ⅩⅦ（医薬部外品）」「ジースリー スポー
ツ」が紹介される予定です。ぜひご覧ください。 
・『up PLUS（アッププラス）AUGUST 2019』7月12日（金）発売／アップマガジン／ 580円（税込）予定



プレスルーム更新「スマイル ライブラリー プラン」を実施
岩手県釜石市と大槌町の全小学校11校の子どもたちへ、図書と書架、そして6月のキッツ フォー キッズ プロ
ジェクトで作成した文房具セットを寄贈いたしました。 詳しくは公式Webサイト内プレスルームで。

LIVE 2019
あなたを変える特別なイベントLIVEは、10月9日（水）～11日（金）ソルトレイクシティで開催されます。
スペシャルサイト：https://www.nuskin.com/content/live/ja/home.html
表彰対象期間：2017年8月付～2019年7月付

登録受付
スケジュール

※日本時間

■早期登録（299米ドル）
2019年7月1日付 エグゼクティブ ブランド パートナー以上 ：7月12日（金）8:00～ 
2019年7月14日までの資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上：7月19日（金）8:00～
■一般登録（399米ドル）
資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上：8月12日（月・祝）15:00以降

キャンセル 
ポリシー

※日本時間

キャンセル時期 キャンセル料（税込）
7月9日（火）8：00 ～ 8月13日（火）14：59 50米ドル
8月13日（火）15：00 ～ 9月16日（月・祝）14：59 100米ドル
9月16日（月・祝）15：00以降 全額返金されません

【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
■ プラチナライン開設のご案内
シニア世代の皆様に、安心・簡単に注文や登録等を行っていただくために、7月17日（水）より専用窓口を開設
します。ニュー スキンに関するご質問に、スタッフが丁寧に対応いたします。
プラチナライン（70歳以上の会員の方専用ダイヤル）
フリーダイヤル：0120-887-866／ 月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休） 

■「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。※お客様のご事情による返品および解約に伴う返品には対応しておりません。

■ イベント・セミナー カレンダー
・ネクスト セミナー （申込制/対象者向け）

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 
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
東京： 7月26日（金）19:00～21:00東京本社
東京： 8月24日（土）13:00～15:00東京本社
大阪： 8月24日（土）13:00～15:00アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前 ※開催日が変更となりました。

・NU サクセス トリップ 2019 AUTUMN バリ（申込制/規定の資格条件達成者）
  バリ島：9月9日（月）～9月13日（金）（滞在先：ザ リッツカールトン バリ）

■ リニューアルに伴う販売終了予定製品（genLOC ガルバニック スパ* システム Ⅱ）
上記製品は、グローバルで展開している新たなデザインでの今秋発売に伴い、現行製品は、在庫がなくなり次
第、販売を終了することとなりました。終了時期は、今後の販売状況により変動する場合がありますので、あら
かじめご了承ください。リニューアル等の情報は、決定次第、公式Webサイトにてお知らせいたします。 
＜現行製品の販売時期：在庫がなくなり次第、販売終了（2019年9月見込み）＞
・genLOC ガルバニック スパ* システム Ⅱ（製品コード：03101332） 
※リニューアル製品：2019年10月以降 発売予定   *「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

【ADPご登録の方へ】当該製品は、現行製品の販売終了後、ADP登録から自動的に削除されます。
リニューアル後もADPで購入をご希望の方は、誠に恐縮ですがリニューアル製品の販売開始後に公式Webサイト
内の「ADP内容変更」にて再度ご登録いただくか、オーダーサービス（電話）までご連絡ください。 



■ 販売終了予定製品（reDESIEN 90）
以下「reDESIEN 90（リデザイン ナインティ）」のすべてのパッケージ製品は、販売を終了することとなりまし
た。終了時期は、今後の販売状況により変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
＜販売終了時期：2019年9月（予定）＞ 
・reDESIGN フェイス スパ スターター パッケージ（製品コード：03136148） 
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（グッド）（製品コード：03136149） 
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベター）（製品コード：03136150） 
・reDESIGN ボディ スパ スターター パッケージ（製品コード：03136144） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（グッド）（製品コード：03136145） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（ベター）（製品コード：03136146） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（ベスト）（製品コード：03136147） 
・reDESIGN デイリー フェイス ケア ADP パッケージ（製品コード：03136152） 
※「reDESIGN フェイス スパ スターター パッケージ」（製品コード：03136148）は、他製品よりも早期の販
売終了が予想されます。 
【ADPご登録の方へ】当該製品は販売終了後にADP登録から自動的に削除されます。 

■ リニューアルに伴う販売終了予定製品（お得な定期購入セット）
以下ファーマネックス製品のセットは、新たなセットでの今秋発売に伴い、2019年9月の出荷分をもって、
販売を終了いたします。リニューアル等の情報は、決定次第、公式Webサイトにてお知らせいたします。 

＜現行製品の販売時期：2019年9月まで＞ 
・ライフパック T ＆ ユース セット（製品コード：03136618） 
・ライフパック T セット（製品コード：03136624） 
・ライフパック C ＆ ユース セット（製品コード：03136547） 
・ライフパック C セット（製品コード：03136623） 
・プレミアム セット（製品コード：03136619） 
・ユース ＆ ナノ セット（製品コード：03136548） 
・ベーシック セット（製品コード：03136620） 
・アールスクエア ＆ ナノ セット（製品コード：03136770） 
【ADPご登録の方へ】当該製品は、現行製品の販売終了後、ADP登録から自動的に削除されます。そのため、リ
ニューアル後もADPで購入をご希望の方は、誠に恐縮ですがリニューアル製品の販売開始後に公式Webサイト内
の「ADP内容変更」にて再度ご登録いただくか、オーダーサービス（電話）までご連絡ください。 

■ 販売終了製品
以下製品は2019年7月5日（金）販売終了いたしました。
・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）

■ 品切れ製品
現在、以下の製品は、6月4日より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、製品の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。
・ディヴィデンズ シェーブ クリーム（製品コード：03101456）※解除予定時期：8月中旬

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜7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。
※上記のメンテナンスに伴い、大阪エクスペリエンス センターでは同日13:00以降、製品の注文・会員登録を承
ることができません。ご了承ください。
[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）
■ 出荷業務休業についてのご案内＜7月15日（月・祝）＞
7月15日（月）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。
対象となる注文日　 出荷日

7月13日（土）、14日（日）、15日（月・祝）に注文した製品　　 7月16日（火）以降

7月13日（土）、14日（日）、15日（月・祝）が注文作成日のADP製品 7月16日（火）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。



[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）
■ 7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 7月31日（水）23：00

電話・FAX 7月31日（水）21：00
エクスペリエンス センター 7月31日（水）＊19：00

                       ※エクスペリエンス センターは、7月の最終日が水曜にあたるため、営業いたします。

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 7月31日（水）23：59
郵送の場合 7月31日（水）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（7月23日＜火＞19：00をもって受け付けは終了します）。 
（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。

　　　　　　　　　　　　©2019 Nu Skin Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
〒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　TEL:03-5321-3600（代） 


