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限定販売中の製品
ニュー スキンのフェイス ケア製品の各部門で、人気No1の4製品が、今だけセットで限定販売中です。 
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 
シェアリング ボーナス：530円（税抜）
今だけ13％OFF／単品総価格より1,711円お得
[セット内容] クレンジング オイル 150mL 、フェイス クレンジング フォーム 
200mL 、Q10 スキン ローション 150mL 、ミルク ローション リッチ 100mL 、
Q10 スキン ローション ミニ スプレー 50mL（非売品） 
※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）。 

・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）。
[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）

東京エクスペリエンス センター
ガルバニック スパ パワーチャージ マスク ワークショップを開催
東京で開催する「ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク ワークショップ＆デモンストレーショ
ン」は、未登録の方にこの話題の製品をご紹介するチャンス。ぜひ、スポンサリングにご活用ください。定員に
限りがございますので、お早目の予約をおすすめします。 
対象者 ニュー スキンに未登録の方とその紹介者（事前予約制）

開催日時 ・8月16日（金） 11：30～12：30、   15：00～16：00
・8月26日（月） 11：30～12：30、   15：00～16：00

開催場所 東京エクスペリエンス センター

内容 genLOC ガルバニック スパ* システムⅡ、パワーチャージ マスクのデモンストレーションと製品
紹介
※ガルバニック スパ *システムⅡのデモンストレーションは、参加者全員がお顔で製品を体験でき
ます。そのため、開始前にメイクを落としてからご参加ください。
パワーチャージ マスクは、手での体験となります。

参加方法 ※1 IDにつき、ご本人と未登録の方1名の計2名分がご予約いただけます。 
事前予約制    ※8月9日（金）正午より以下URLより申込開始
https://www.nuskin-ent.jp/event/surl/EXPC_TOKYO190816 （申し込みURL）

*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。



各種インフォメーション
■ 雑誌掲載情報
以下の媒体に「ニュー スキン AP 24 歯周ケア トゥースペースト」が紹介されました。ぜひご覧ください。 
掲載誌名 婦人画報9月号 出版社 ハースト婦人画報社

発売日 2019年8月1日（木） 価格  1,200円（税込）

掲載製品 ニュー スキン AP 24 歯周ケア トゥースペースト（医薬部外品）

掲載内容 「今月の要観察」企画内の口臭ケアページ（P222）にて、「歯周病を原因菌から撃退する歯磨
き粉」のキャッチフレーズと共に紹介されています。

媒体情報    創刊から100年以上も愛され続ける老舗女性誌。伝統ある和の文化から世界のトレンドまで、今
の時代だからこそ本当の価値が問われる美しいもの、おいしいもの、心あるもの、心躍る瞬間
をビジュアルとともに提供しています。（発行部数：約90,000部）

※当記事は、雑誌社などの依頼を受けニュー スキン ジャパンが製品情報を提供しましたが、表現や解釈は、編集部の考えに基づき作成さ
れたものです。
※会員の方が媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど）に直接、間接を問わず働きかけ、記事掲載を促進することや媒体からの取材に応じ
ることは、ブランド メンバー規約違反（規約 第3章 広告宣伝 参照）の対象となります。媒体から取材を依頼された場合は、まずニュー ス
キンまでお知らせください。また、上記でご案内している記事を使い、皆様が当社製品について効果・効能を話すことは薬機法違反となり
ます。さらに、これらの著作物を無断複製・転写するなどの行為は著作権法に抵触することになりますので、ご注意ください。

■ 製品に関するお知らせ（ジャンガマルズ チューワブル）
「ジャンガマルズ チューワブル」（製品コード：03003687）について、以下のとおり、2019年10
月1日（火）より価格を変更することとなりました。近年の世界的なインフレ傾向などによって、海
外で展開するニュー スキンの各マーケットで製品価格の値上げが行われています。一方ニュー スキ
ン ジャパンでは経費削減などにより製品価格を据え置く努力をしてきましたが、本製品の価格変更
に踏み切る運びととなりましたこと、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
※成分や容器デザインに変更はありません。今までと同様にご利用いただけます。 
＜変更内容＞ 
■変更後　2019年10月1日（火）より 
卸売価格（税込）：4,039円 PSV：26.35 CSV：3,162 シェアリング ボーナス：187円（税抜）
ADP 5％割引（税込）：3,837円 PSV：25.00 CSV：3,004 シェアリング ボーナス：178円（税抜）
ADP10％割引（税込）：3,635円 PSV：23.70 CSV：2,846 シェアリング ボーナス：168円（税抜）
参考小売価格（税込）：5,776円

■変更前　2019年9月30日（月）まで 
卸売価格（税込）：3,672円 PSV：23.95 CSV：2,875 シェアリング ボーナス：170円（税抜）
ADP 5％割引（税込）：3,488円 PSV：22.75 CSV：2,731 シェアリング ボーナス：162円（税抜）
ADP10％割引（税込）：3,305円 PSV：21.55 CSV：2,587 シェアリング ボーナス：153円（税抜）
参考小売価格（税込）：5,251円 

■ 製品に関するお知らせ（エンハンサーについて）
2019年8月初旬頃～11月初旬頃までの3ヵ月間、「ニュー スキン エンハンサー」（製品コード：03110308）の蓋
の色が、通常製品の「ブルー」から一時的に「白」へと変更になります。あらかじめご了承ください。
※切り替え時期は、販売状況によって前後することもあります。
※製品コード、価格、成分等に変更はありません。
[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）

■ 8月27日（火）新たなブランド メンバー登録プロセス導入
ビジネス開始までの時間を大幅に短縮！ 8月27日（火）導入の新たなブランド メンバー登録プロセスでは、夜11時
までにオンライン申請を完了すると、翌日午前中に契約成立が通知されます。 詳しくは公式Webサイト ビジネス 
キャンペーン一覧内で。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/business_info_top/signupInfo.html
※8月31日（土）をもって新規登録専用ダイヤル終了
すでにブランド メンバー申請をしていて、まだ登録が完了していない方は、お早めに新規登録専用ダイヤルにお電
話ください。9月1日（日）以降は、本人確認書類をご提出いただくこととなります。



■ 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。
・aeLOC ルミスパ アクセント（製品コード：03310050） ※配送予定時期：8月中旬

■ 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

■ 出荷業務休業についてのご案内＜8月12日（月・振休）＞
8月12日（月）は振替休日のため、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

8月10日（土）、11日（日・祝）、12日（月・振休）に注文した製品　　 8月13日（火）以降

8月10日（土）、11日（日・祝）、12日（月・振休）が注文作成日のADP製品 8月13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）
■ システム メンテナンスのお知らせ 
＜8月18日（日）0：00～8月19日（月）0：00＞　
クラウドベースのシステム環境への移行に伴うシステム メンテナンスのため、上記日時の約24時間、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。
なお、前後約1週間、最新情報や緊急のお知らせは、Ｅメールや公式Facebook等でお知らせします。あわせてご了
承ください。 
※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、8月18日（日）は終日、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）

■ 8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 8月31日（土）23：00

電話・FAX 8月31日（土）17：00
エクスペリエンス センター 8月31日（土）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 8月31日（土）23：59
郵送の場合 8月30日（金）必着

（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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