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基本のCTHケアが新しいデザインに！
13％オフでプレゼント付きのお得なセットが登場＜8月1日（木）より数量限定販売＞
ニュー スキンのフェイス ケア製品の各部門で、もっとも人気の4製品が、新しいデザインで新登場。リニューア
ルを記念して、お得な13％オフのセットをご用意いたしました。さらに、Q10 スキン ローションの約30％相当
のミニ スプレー（50mL）をプレゼント！ 新たなデザインのCTHケア セットで、肌づくりケアを始めましょう。
※当キャンペーン製品が掲載されている「Nu calendar 2019 8&9」は、7月25日（木）より製品注文分
と共に順次発送となります。同日、専用Webページも公開となります。
新デザインについて
世界のニュー スキンが、ジャパン ビューティー（日本の美）を見つめて開発した製品で、「禅グレイ」と称し
た気品にあふれる淡いグレイカラーと、「粋」をイメージした市松模様のモチーフを使い、和のエッセンスを取
り入れたデザインとなっています。 

CTHケア NEWデザイン リニューアル セット（Q10 スキン ローション ミニ スプレー付き） 
製品コード：03136783 卸売価格：11,453円（税込）PSV：69.65  CSV：8,362 
今だけ13％OFF／通常の単品総卸売価格より1,711円お得
シェアリング ボーナス：530円（税抜） 参考小売価格：16,377円（税込） 
[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 ミルク ローション リッチ 100mL 
・ニュー スキン Q10 スキン ローション ミニ スプレー 50mL（非売品） 

※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）。 
[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 7月30日（火）リニューアル
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ご案内
をしておりました以下2製品が、リニューアル製品の発売を機に、ニュー スキンのこだわりと日本の美を融合し
た新たなデザインへと生まれ変わります。※製品コードも新しくなりますのでご注意ください。
製品ストーリーはこちらから
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/prod_faceGelandOil.html

＜2019年7月30日（火）リニューアル発売＞
・ニュー スキン フェイス クレンジング ジェル（新製品コード：03102887）

※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。
・従来製品（製品コード：03131493）は2020年春頃まで販売予定です。
・ニュー スキン フェイス クレンジング フォーム（新製品コード：03102888）

※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、容量（200ml）は、リニューアル後も変更ありません。
※従来製品（現製品コード：03003961）は2019年11月頃まで販売予定です。

※ADP登録をされている方へ
（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）
7月の出荷分までは現行製品をお届けいたします。8月以降の出荷につきましては、リニューアル製品に切り替え
てお届けいたします。
[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）

夏場に、特に人気のファーマネックス製品のご紹介
今年1月にアンチ・ドーピング認証を取得した「ジースリー スポーツ」は、箱とボトルに認証ロゴが入り、今夏
のスポーツシーンの必需品に。また、数量限定で販売中の「TR90 シェイク　カフェオレ味」も、手軽においしく
プロテイン補給ができる注目製品です。夏をアクティブに乗り切りたい方へ、ぜひ、2製品を組み合わせてご紹介
ください！
・TR90 シェイク カフェオレ味（製品コード:03136568）
    飲み切りタイプで、手軽にどこでもおいしくタンパク質補給 
・ジースリー スポーツ（製品コード：03003857）
   アンチドーピング認証。ジースリーと話題の成分「ロブビット®」
   でパフォーマンス サポート 

NU SKIN JAPAN LIVE 2020
予告編映像第2弾を公開
ニュー スキン ジャパン史上もっとも熱いステージを、ぜひ目指して
ください！ 日程：2020年4月28日（火）～29日（水・祝） 
最新動画：https://youtu.be/Uo5TyMGcqkc
表彰対象期間など詳細はこちらから（オフィス→ロードマップ内）
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/nsjLIVE2020.html



プレスルーム更新（予定）
プレスルームに2019年6月に実施したForce for Good Month 2019－社会貢献 活動
報告－を掲載されます。ニュー スキン ジャパンは、これからもForce for Good活動
を広げることで世の中に貢献してまいります。 

＜6月提出分LOIから対象＞
8月より期間限定プログラム
「ファースト トラックLOI」スタート 
8月1日（木）より期間限定で、ブランド レプリゼンタティブ資格審査プロセスに、「ファースト トラックLOI」
を導入します。これにより、同プロセスの参加者は、より自分に合った条件でブランド レプリゼンタティブ昇格
にチャレンジできます。ぜひ、強固な組織づくりにお役立てください。 詳しくはオフィス→Velocity内で。

各種インフォメーション
■ エクスペリエンス センター情報
ジースリーの試飲会を実施 東京 ＜7月23日（火）より＞
東京では、紫外線が多い夏の栄養補給におすすめのジースリーのご紹介と試飲を1日2回、実施します。
【日時】7月23日（火）～7月30日（火）、11:30～／15:00～   ※各回約15分、定員30名

VISIAの予約枠を増設 東京 ＜7月25日（木）より＞
より多くの方が肌状態を把握できるよう、VISIA（ビジア）予約枠を増設いたします。それに伴いカウンセリン
グ ルームでのサービス提供は中止とし、予約受付は7月20日（土）までといたしますので、ご了承ください。 

スキャナーを体験無料・セルフ化 全国＜7月25日（木）より＞
より気軽に栄養状態をチェックできるよう、すべてのエクスペリエンス センターでファーマネックス バイオ
フォトニック スキャナー S3の体験を無料化。予約不要で、ご自身で気軽にお使いいただけるようになります。

ビジネスのご相談はホットラインに 東京・名古屋 ＜7月25日（木）より＞
カウンターでのスタッフによるビジネスに関する受付は、ビジネスのご相談は「ホットライン」、LOI申請は
Webでの受付となります。 

■ プラチナライン開設のご案内
2019年7月17日より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、専用窓口を開設
しました。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。
プラチナライン概要（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） 

■ 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 12階 1211号室 

・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）



・LIVE 2019 （事前登録制）
  アメリカ ユタ州 ソルトレイクシティ：10月9日（水）～11日（金）
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/nsLIVE2019.html
【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。

■ 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、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。
＜品切れ日：6月4日＞
・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

■ 販売終了製品
以下の製品は、販売終了しました。
＜2019年7月18日（木）に終了＞メタボトリム ダイエット（製品コード：03003510）
※「メタボトリム ダイエット」の代替製品は、残念ながらございませんが、成分の特長などから「TR90 コント
ロール」（製品コード：03003752）、「TR90 ジャンプスタート」(製品コード：03003750）をはじめとする
TR90製品、「アールスクエア」（製品コード：03136701）をご案内いたします。ご希望やコンディションに合
わせてお選びください。

■ 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のため、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。
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