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ビジネス成長を後押しする
「スタートアップ」キット新発売！
＜ファーマネックス6種類　2019年10月1日（火）発売＞
＜パーソナルケア7種類　2019年11月1日（金）発売＞ 

「美顔器」「一歩進んだ*サプリ」「基本のサプリ」の3つの軸から成り立つ人気の製品セットに、次におすすめ
したい「肌づくり」「身体づくり」「健康づくり」製品のトライアル セットが特典として付いた新しいキット、
スタートアップ。初めてニュー スキン製品を使う方に人気製品をセットでおすすめでき、さらに次に繋がる製品
も試していただけます。また、ご自身でADP登録をされ、ビジネスを加速させるツールとして、毎月届くトライ
アル セットをご活用いただくことも可能です。 

＜Webページも完成しました＞ 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/start-up_1910-11.html

10月1日
（火）発売

一歩進んだ*サプリ買ったら、身体づくり！（製品セット全4種類） 
～TR90 シェイクのフレーバー3種類が試せる「身体づくり トライアル セット」付き～ 
・ナノ EX ＋ ユース＋TR90 セット（製品コード：03136857） 
・ナノ EX ＋ ユース ＋ アールスクエア セット（製品コード：03136859） 
・ナノ EX ＋ ユース セット（製品コード：03136860） 
・ナノ EX ＋ アールスクエア セット（製品コード：03136861） 
※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。 

10月1日
（火）発売

基本のサプリ買ったら、プレミアムな健康づくり！（製品セット全2種類） 
～ワンランク上のサプリ、ライフパック ナノ EXが6パック（3日分目安）試せる「プレミアム
な健康づくり トライアル セット」付き～～ 
・ライフパック T ＋ ユース ＋ シェイク Y セット（製品コード：03136855） 
・ライフパック T ＋ ユース セット（製品コード：03136856） 
※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。 



11月1日
（金）発売

美顔器買ったら、肌づくり！（製品セット全7種類） 
～CTHケアが試せるたっぷり1週間分のミニサイズ「肌づくりケア トライアル セット」付き～
・ageLOC ガルバニック スパ* フルセット（製品コード：03136865） 
・ageLOC ガルバニック スパ* フェイシャル ジェル＆マスク セット（製品コード：
03136866） 
・ageLOC ガルバニック スパ* フェイシャル ジェル セット（製品コード：03136867） 
・ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク セット（製品コード：03136868） 
・ageLOC ガルバニック スパ* スカルプ ケア 3ヵ月セット（製品コード：03136869） 
・ガルバニック ボディ スパ* フルセット（製品コード：03136870） 
・ルミスパ＆アクセント セット 
   ノーマル（製品コード：03136871） 
   デリケート（製品コード：03136872） 
   しっとり（製品コード：03136873） 
   さっぱり（製品コード：03136874） 
※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。 
*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。 

＊ニュー スキン製品の中で。 
■ 販売終了予定製品のお知らせ 
すでにお知らせしておりますとおり「reDESIGN90」「お得な定期購入セット」全製品は、2019年9月出荷分を
もって販売を終了します。詳しくは販売終了予定欄をご確認ください。
[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）

限定販売中の製品
弾むようなハリをもたらすカプセル タイプの美容液「genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス」が、2個
分の価格で3個手に入るなど、見逃せない製品が限定販売中です。 

genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス 2+1 セット 
製品コード：03136835  ※内容量：60カプセル（10mL）×3
[セット内容]genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス×3個 
卸売価格：34,102円（税込） PSV：250.00   CSV：30,000　 
シェアリング ボーナス：1,576円（税抜）
※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。 

・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    ※近日中に終了予定
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）。

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。 
雑誌名 美ST（ビスト） 11月号 出版社 光文社
発売日 2019年9月17日 価格  980円（税込）
媒体情報    「美しくあるための方法」「内側から美しくする食」「美しさをキープする習慣」の３つの要素

にこだわって、「美しい40代」に必要な「美・食・習」を提案。自分だけでなく、周りの人たち
にも「美の魔法」をかけていく「美魔女」というワードを中心に、40代女性に気付きと勇気を与
える美容情報誌です。（発行部数：約70,000部）

雑誌名 Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）11月号 出版社 ハースト婦人画報社
発売日 2019年9月20日（金） 価格 700円（税込）
掲載内容 「もう迷わない、悩まない。パーソナライズド・ビューティの到来」がテーマの企画内で、

genLOC Meが紹介されます。
媒体情報    1867年、ニューヨークで創刊した世界でもっとも長い歴史をもつファッション誌。現在では、世

界中で発売されており、2013年秋、日本版が新創刊となりました。ファッションの最新情報はも
ちろん、知性を磨くコンテンツも盛りだくさん。年齢を超えて輝き続ける、すべての女性に贈ら
れます。（発行部数：約40,000部）

雑誌名 VOCE（ヴォーチェ） 11月号 出版社 講談社

発売日 2019年9月21日（土） 価格  600円（税込）

媒体情報    化粧品情報を中心に、ビューティージャーナリズムから生き方まで、全てのテーマをエンターテ
インメントの視点でとらえた女性誌。20代後半の女性が主な読者層。（発行部数：約50,000
部）



雑誌名 MAQUIA（マキア）11月号 出版社 集英社

発売日 2019年9月21日（土） 価格  650円（税込）

媒体情報    「願望実現ビューティー」をコンセプトに、「美容が好き」の先にある「きれいになってもっと
自分を好きになり、人生を叶えたい」と願う女性の気持ちに応える美容マガジン。美容意識が高
くコスメが好きな読者に向け、確かな取材による情報を発信しています。（発行部数：約
85,000部）

※『Harper’s BAZAAR』連載企画「Beauty」の記事は、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。

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
東京
・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21日（土）まで 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

■ 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。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/faq/201910_tax.html

・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。 

■ システム メンテナンスのお知らせ 
9月30日（月）23：30～10月1日（火）9：00（約9時間30分） 
消費税率の改定に伴うシステム メンテナンスにより、9月30日（月）23：30から約9時間30分、ニュー スキン 
ジャパン公式Webサイトおよび公式アプリにおいて、製品の注文、ADPの登録および登録内容の変更、ブランド 
メンバーおよびショッピング メンバー登録の申請ができません。 
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。 
※ページの閲覧は可能です。 ※メンテナンス時間は、都合により長引く場合があります。 

■ 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

■ 販売終了予定製品
＜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。 

＜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）

■ 出荷業務休業についてのご案内＜9月23日（月・祝）＞
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21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）に注文した製品　　 9月24日（火）以降

9月21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）が注文作成日のADP製品 9月24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）

■ 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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