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「ライフパック ナノ プラス」新登場
＜11月付ブランド レプリゼンタティブ以上限定 先行販売＞
ニュー スキン ジャパン売上No.1*製品のライフパック ナノ EXが、初の全面リニューアルを行い、ライフパック 
ナノ プラスへと生まれ変わります。正式発売前にいち早く手に入れ、ビジネスを広げるチャンスにつなげるため
にも、先行販売をご活用ください！                                                 ＊ニュー スキン ジャパン全製品の中で。

■先行販売概要
対象者  2019年11月付ブランド レプリゼンタティブ以上

販売期間  2019年12月24日（火）～ 26日（木）にご注文＜3日間限定＞

 購入特典  ライフパック ナノ プラスの特長が分かるブローシャー（1箱につき5部）

購入制限  1 IDにつき2箱まで

製品情報
ライフパック ナノ プラス   製品コード：03004252  卸売価格：税込18,911円／税抜17,510円　
  PSV：123.35　CSV：14,804　シェアリング ボーナス：876円（税抜） 
  内容量：60パック／30日分目安  ※正式販売時の卸売価格、PSV等は上記と同じです。

配送時期  順次
※現行製品「ライフパック ナノ EX」（製品コード：03003610）は、新製品「ライフパック ナノ プラス」正
式発売以降、在庫がある限りの販売となります。終了時期は、今後の在庫状況により変動いたします。あらかじ
めご了承ください。
※ライフパック ナノ プラスの正式発売は2020年1月24日（金）
※先行販売やライフパック ナノ プラスの製品などの詳細は、順次、公式WebサイトやEメール等で更新してまいります。

サイエンス & プロダクトセミナー11月
＜対象：10月付資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上＞
ニュー スキン リーダーズ カンファレンスの同日夜にマーク バートレット博士を招いてのサイエンス ＆ プロダ
クト セミナーを大阪と東京で開催します。11月に本トレーニングに参加して、12月の先行販売、そして2020年
1月の正式発売へとビジネス チャンスを拡大していきましょう！ 



■サイエンス & プロダクトセミナー概要

【開催日時】大阪：11月24日（日）16：00～18：30   大阪OMMホール 2階 Cホール（大阪市中央区大手町）
東京：11月25日（月）18：30～21：00   ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿） 

【スペシャル ゲスト スピーカー】 
         ニュー スキン エンタープライズ ファーマネックス グローバル リサーチ ＆ 
         ディベロップメント バイスプレジデント マーク バートレット博士 
【対象】2019年10月付資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上
【参加方法】事前申し込み制（先着順） 
                ※受付期間：11月11日（月）～11月17日（日）予定 
                  ・対象者の方に配信されるメールよりお申し込みください。 
                  ・1 IDにつき最大2名（本人およびパートナー登録者）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。

※2019年9月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上の方は、ぜひ同日同会場で開催される以下のカンファ
レンスにもご参加ください。事前申込制です。
■ニュー スキン リーダーズ カンファレンス
エグゼクティブ ブランド パートナー以上のリーダーが、戦略を共有し、深めて
いくためのビジネス ミーティングです。
大阪：11月24日（日）13：00～15：00     大阪OMMホール 2階 Cホール
東京：11月25日（月）15：00～17：00     ベルサール新宿セントラルパーク
【対象】2019年9月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上
【参加方法】事前申し込み制（先着順） 11月6日（水）より受付開始予定 
※詳細は、追ってご案内いたします。 ※上記の内容は、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。

雑誌掲載情報　
以下の媒体に、ニュー スキンが「家庭用美容機器システムブランド」の世界ランクNo.1を達成したことについ
て紹介するページが掲載されます。ぜひご覧ください。
・『美ST（ビスト）11月号』9月17日（火）発売／光文社 
・『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）11月号』9月20日（金）発売／ハースト婦人画報社 
・『VOCE（ヴォーチェ）11月号』9月21日（土）発売／講談社 
・『MAQUIA（マキア）11月号』9月21日（土）発売／集英社 
※『Harper’s BAZAAR』同号では連載企画「Beauty」にて、genLOC Meも取り上げられます。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/zasshi201909.html

各種インフォメーション
■ 消費税率改定に関するお知らせ
10月1日（火）施行の消費税率の改定に伴い、製品等の税込価格が変更されます。なお、10月からの価格リスト
は、公式Webサイト（よくある質問）内に掲載しています。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/faq/201910_tax.html



・価格に適用される消費税率： 食品は、軽減税率8％の適用品目です。

・配送料金の改定について ＜通常注文およびADP注文の配送料金＞

・ADPの最低合計金額 ※ADP登録している方は、ご注意ください。
ADPの利用条件で規定されている最低合計金額には、消費税10％が適用されます。そのため、ADP登録製品に軽
減税率8％の適用製品（栄養補助食品）が含まれる場合は、最低合計金額に満たなくなることがあります。あらか
じめ登録内容をご確認のうえ、必要な場合は登録内容の変更手続きをお願いします。

・ビジネスツールの切り替え
切り替え予定日 対象ビジネス サポート マテリアル 製品コード

配送分：9月25日（水）注文分
より切り替え
持ち帰り：9月26日（木）より
順次切り替え

ニュー スキンへのご案内 03136204
ニュー スキン カタログ（1部） 03135652
ニュー スキン カタログ セット（カタログ5部・製品リスト1部） 03135653
購入契約書（領収書）（20枚組） 03135166

※大阪エクスペリエンス センターでは、「ニュー スキンへのご案内」「ニュー スキン カタログ」のみ、持ち帰り注文が可能です。 
※7月～9月に購入された未使用・未開封の「ニュー スキンへのご案内」は、ご希望の場合は10月版に交換しま
す。10月～12月の期間内に、当社シッピングまでお申し出ください。
・公式Webサイトでの価格表示の切り替えについて 
10月1日（火）0：00に、改定後の価格表示に切り替わります。
なお、グローバル システムを使用しているため、一部（検索によって表示される候補製品一覧等）、切り替えに
時間を要する可能性があります。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご了承くださるようお願いします。 

■ 販売終了予定製品
＜2019年9月30日（月）をもって販売終了予定＞
・ニュー スキン エクスフォリエント スクラブ（製品コード：03102707）

＜2019年9月末をもって終了：お得な定期購入セット＞ 
・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。



＜2019年9月中に終了：reDESIEN 90＞ 
・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） 
【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。 

■ 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。
・ニュー スキン フェイス リフト パック（パウダー リキッド）（製品コード：03110262）
※配送予定時期：9月下旬
■ 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：9月末～10月中旬

■ エクスペリエンス センター情報
プロモーション詳細は公式Webサイトで。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news
東京
・9月13日（金）～キャンペーン終了まで 11：30～、15：00～トゥルー フェイス エッセンス プラス実演会
横浜
・9月13日（金）～9月21日（土） 11：15～、18：15～トゥルー フェイス エッセンス プラス実演会
・9月24日（火）、26日（木） 11:15～、18:15～ フェイス リフト パック体験会
名古屋：
・9月13日（金）11：30～ 魅力を引き出すメイク レッスン（オトナのお悩み解決ポイント メイク）※予約制
・9月19日（木）11：30～ 魅力を引き出すメイク レッスン（基本のベース メイク）※予約制
・9月24日（火）11：30～ 魅力を引き出すメイク レッスン（基本のポイント メイク）※予約制
大阪：
・9月13日（金）～9月17日（火） 13：30～、17：00～トゥルー フェイス エッセンス プラス実演会
※9月15日（日）は、13：30～1回のみの実施となります。
・9月28日（土）13:30～、17:00～ プロが伝えるHow to メイクアップ ～グラデーションでつくるナチュラル
アイメイク（基本編）
福岡：
・9月13日（金）、9月14日（土） 11：30～、15：00～トゥルー フェイス エッセンス プラス実演会
・9月13日（金）、17日（火）、20日（金）、24日（火）、27日（金）14：00～17：00～ 体組成を知って、
秋太り対策！ TR90試飲会
・9月14日（土）、28日（土）11：30～、15：00～ 秋のレジャーに！ おすすめドリンクの試飲会（スプラッ
シュ クリスタル オレンジ）※先着40名
・9月21日（土）11：30～、15：00～ 秋のレジャーに！ おすすめドリンクの試飲会（スプラッシュ クリスタ
ル レモン）※先着40名

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜9月15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＜9月16日（月・祝）、9月23日（月・祝）＞
9月16日（月）、9月23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

9月14日（土）、15日（日）、16日（月・祝）に注文した製品　　 9月17日（火）以降

9月14日（土）、15日（日）、16日（月・祝）が注文作成日のADP製品 9月17日（火）以降

対象となる注文日　 出荷日

9月14日（土）、15日（日）、16日（月・祝）に注文した製品　　 9月17日（火）以降

9月14日（土）、15日（日）、16日（月・祝）が注文作成日のADP製品 9月17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。
※ADP注文作成日の変更方法：マイアカウント→ADP管理→配送情報・注文作成日を編集
[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）

■ 9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 9月30日（月）23：00

電話・FAX 9月30日（月）21：00
エクスペリエンス センター 9月30日（月）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 9月30日（月）23：59
郵送の場合 9月30日（月）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。
【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。
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