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5セットすべてが、お得な「3＋1」チャンス！

No.1*1 感謝キャンペーン
＜10月18日（金）スタート数量限定＞
「家庭用美容機器システムブランド」世界No.1*1 達成を記念して実施する、No.1*1 感謝キャンペーン。ガルバ
ニック スパ*2 やガルバニック ボディ スパ*2 、ルミスパ、ルミスパ アクセントといった4つの人気美容機器と一
緒に使う専用製品が、3個分の価格で4個手に入ります。年末へ向けたラストスパートのためにも、ぜひ本キャ
ンペーンを最大限にご活用ください。 
■ キャンペーン製品名
 製品名 製品コード
 genLOC ガルバニック スパ*2 フェイシャル ジェル 3+1セット  03136784

 ageLOC ガルバニック スパ*2 パワーチャージ マスク3+1 セット  03136880
 genLOC ボディ トリートメント 3+1セット  03136786
 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3+1セット （ノーマル）  03136788
 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3+1セット （デリケート）  03136789
 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3+1セット （しっとり）  03136790
 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 3+1セット （さっぱり）  03136791
 ageLOC ルミスパアイディアル アイズ3+1セット  03136881

※セット内容、価格、PSV等は、以下ページでご覧いただけます。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/no1-thanks-cam_191018.html

※上記製品は、すべて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）。 
＊1　2017年および2018年の家庭用美容機器システムブランド世界ランクで1位（ユーロモニター・インターナショナル
社による調査）  
出典：Euromonitor International Ltd（ユーロモニター・インターナショナル社）。2017年および2018年における小売
金額ベース（Retail RSP）、すべての流通チャネル。家庭用美容機器システムとは家庭用美容機器とその専用のスキン ケ
ア製品がセットで販売されている製品のみを含む。2019年1～2月のユーロモニター独自調査に基づく。ユーロモニ
ター・インターナショナル社の「パスポート（Euromonitor Passport）」データベースに定義される電動洗顔ブラシを
含む。ヘア ケア家電、脱毛器、ボディシェーバー、オーラル ケア家電は除く。
＊2　「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉の意味はありません。 
[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）



新ガルバ＆
新製品ageLOC ニュートリオール 最新情報
10月15日（火）Webサイトが全面リニューアル（予定）
10月18日（金）に正式発売となる「ageLOC ガルバニック スパ*」「ageLOC ニュートリオール スカルプ&ヘ
アー セラム」。発売より一足先の10月15日（火）には、ガルバニック トータル ボディ システムのサイトが、
今までのURLはそのままに、デザインをスタイリッシュに。新製品2製品の情報も、もちろん掲載。ガルバニッ
ク スパ*の使い方動画も新しくなります。公開後は、ぜひ多くの方へ広めてください。  

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

10月15日（火）全面リニューアル予定   ※10月11日現在は、リニューアル前のWebサイトです。
 ・公式Webサイト内、ageLOC ガルバニック スパ*製品紹介ページ 
 ・ガルバニック トータル ボディ システム

「スタートアップ」キット
新発売
＜好評販売中＞ファーマネックス6種類、＜11月1日（金）発売＞パーソナルケア7種類

対象となる製品セットにトライアル セットのプレゼントが付いたお得なキット、「ニュー スキン スタート
アップ」。10月1日に発売した人気サプリメントによる6種類の新キットは、大変好評を得ています。
11月発売のパーソナルケアにも、ぜひご期待ください。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/start-up_1910-11.html

ニュー スキン スタートアップ「ファーマネックス」6種類
～一歩進んだ*サプリ買ったら、身体づくり！           ＊ニュー スキン製品の中で。
・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） 
上記4製品を購入するともれなく「身体づくり トライアル セット」プレゼント （セット内容：TR90 
シェイク バニラ味、チョコレート味、ヨーグルト味の各1パック） 
～基本のサプリ買ったら、プラミアムな健康づくり！
・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）
上記2製品を購入するともれなく「プレミアムな健康づくり トライアル セット」プレゼント（セット
内容：ライフパック ナノ EX 6パック/3日分目安）
※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。



NU サクセス トリップ 2019 AUTUMN バリ

ダイジェスト動画 & フォト
ギャラリー公開 
9月にバリで開催されたトリップのダイジェスト動画と写真を公開中！ 

条件を満たしたリーダーだけが体験できる特別なトリップをご紹介します。 
http://www.successtrip.jp/2019-autumn-bali
■NEWコンテンツ ：ダイジェスト動画 、フォトギャラリー 、達成者紹介ページ 

タジキスタンvs日本代表戦の
看板をニュー スキンがジャック！ 
ニュー スキン ジャパンは、10月15日（火）に開催される「2022 FIFAワールドカップカタールアジア２次予
選 タジキスタン代表vs日本代表戦」の看板広告の権利を取得しました。ピッチの周囲から記者会見のバック
ボードまで、この試合ではほぼ全面にわたり看板がニュー スキン一色となります。ぜひ、多くの方と一緒に観
戦してください。
概要 テレビ放送 TV朝日系列にて全国放送

試合日時 10月15日（火）　日本時間21:15キックオフ予定

試合名 2022 FIFAワールドカップ カタール アジア２次予選 タジキスタン代表 対 日本代表
SNSアカウント申請はお済みですか？：ニュー スキン ビジネスでSNSを利用するには、アカウント申請が必要です。アカウント名を変更した場合
は、再申請をしてください。申請すると、SNS関連の各種サポートやサービスが受けられます。詳しくはオフィス→ビジネス情報で。 

※投稿の際は、ブランド メンバー規約、ソーシャル メディア ガイドラインに沿って正しく投稿してくださ
い。
※ニュー スキン ジャパンは10月15日（火）のタジキスタン代表vs日本代表戦に看板広告を出すのみであ
   り、FIFAワールドカップおよび日本代表の公式スポンサーではありません。
※本件に関しては、事実に基づいて情報を正しく取り扱うようご留意ください。
※ブランド メンバーの皆様がビジネス活動のために、放送される本試合の一部または全部を無断で転載する
（グループのラリーやセミナー等の公の場所での上映やホームページ、SNSへの掲載等）等、著作権、肖像
権、パブリシティ権を含む第三者の権利を侵害する一切の行為は固く禁じられていますので、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 10月プロモーション
各エクスペリエンス センターでの10月のプロモーションを公式Webサイトでご案内しています。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news

「エンジョイ ハロウィン 2019」 全エクスペリエンス センター  ※数量限定
ファーマネックス製品が含まれる「スタートアップ」キットまたはageLOC ガルバニック スパ*、ageLOC 
ニュートリオール スカルプ & ヘアー セラム（10月18日＜金＞販売開始）のご注文で、オリジナル ハロウィン 
クリアファイル & トータル体験チケット プレゼント。体験チケットは、お友だちへのプレゼントにもピッタリ
です。ぜひ、お誘いあわせのうえ、ご来店ください。*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

Tシャツ プレゼント 全エクスペリエンス センター  ※10月15日（火）～ ※数量限定
1回のご注文が15,000円（税込）以上の場合、オリジナル ハロウィン Tシャツ* （メンズMサイズのみ）プレ
ゼント  ＊10月15日（火）よりスタッフも着用する楽しいデザインのTシャツです。



製品の魅力を伝えるデモンストレーション 全エクスペリエンス センター
新製品ageLOC ニュートリオール スカルプ ＆ ヘアーセラムのご紹介
10月18日リニューアル発売となるageLOC ガルバニック スパ*と新製品ageLOC ニュートリオール スカルプ 
＆ ヘアー セラムをご紹介します。
【日程・時間】センターごとに開催日時が異なりますので、Webページにてご確認ください。

製品の魅力を伝えるデモンストレーション 東京
TR90 シェイク オリジナルレシピの試飲会
TR90 シェイク バニラ味を使ったオリジナル レシピ塩バニラ シェイクの試飲を実施します。いつもとは一味
違ったテイストをお楽しみください。
【日程】10月11日（金）・12日（土） 【時間】17：00～17：30

SNS投稿キャンペーン 東京   ※12月最終営業日まで
東京エクスペリエンス センターのキャンペーンやディスプレイの写真に指定のハッシュタグを付けてSNSに投
稿してくださった方へ、VISIA体験無料チケットをプレゼントします。
【期間】12月最終営業日まで 【指定ハッシュタグ】#エクスペリエンスセンター　#ニュースキンジャパン

Cafeに期間限定メニュー「ハロウィン限定モンスターシェイク」が登場 大阪
新TR90シェイクバニラ味をベースに黒ゴマ、きな粉、アーモンドを加えたオリジナルレシピが期間限定で登
場。ハロウィンらしく、見た目にも驚きのあるメニューです。 
【期間】10月12日（土）～10月31日（木）

製品の魅力を伝えるデモンストレーション 大阪
シーズナル メイク アップ ～ドラマチックな秋のトレンドメイク～
トレンドを意識した、秋のトータルメイクのテクニックをご紹介いたします。 
【開催日時】10月26日（土）13：00～13：30／17 : 00～17 : 30　

製品の魅力を伝えるデモンストレーション 福岡
体組成を知って、秋太り対策
体組成計レポートの見方とボディ メイクに欠かせないといわれるタンパク質についてご紹介します。プロテイ
ンでカレー 香り豊かな本格キーマ風の試食もご用意しています。 
※参加者は当日、開催時間までにセンター内の体組成計で計測を終えレポートをご持参ください。 
【開催日時】10月25日（金）14：00～14：15／17：00～17：15

製品の魅力を伝えるデモンストレーション 福岡
スポーツの秋、タンパク質で上手に健康的な体づくり
スポーツの秋、タンパク質を普段の生活に上手く取り入れよう！ 大人気の限定販売「TR90カフェオレ味」のご
紹介と試飲会を実施します。 
【日程】10月19日（土）・26日（土）【時間】11：30～／15：40～

■ 製品情報：TRA エッセンシャルズについて

すでにご案内しておりますよう「TRA エッセンシャルズ」（製品コード：03003541／名称：カキ殻・L-テアニ
ン・L-カルニチン含有加工食品）の内容量等を変更しました。製品の働きや原材料は変えずに、1日の摂取目安量
が減るため、より摂取しやすくなります。※製品名、製品コード、価格等は変更ありません。
＜主な変更点＞



■ 製品情報：ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップについて
「ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップ（2個入り）」（製品コード：
03310052）の色が、「クリアカラー」から「ブルー」へと変更になりました。
※トリートメント チップの素材（シリコン）、製品コード、価格等に変更はありません。
なお、「ageLOC ルミスパ アクセント」（製品コード：03310050）の付属品の「ageLOC 
ルミスパ アクセント トリートメント チップ」はすでに切り替えずみです。

■ 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。
・モイスチャー ティッシュ ペーパー（240枚 120組）（製品コード：03121456） ※解除予定時期：12月中旬
・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：10月中旬

■ 販売終了予定製品、販売終了製品
＜10月7日（月）販売終了済み＞ 
・ミスト用 スプレー ポンプ（製品コード：03000231） 
※「ミスト用 スプレー  ポンプ」の代替製品は、残念ながらございません。ご了承ください。 
＜近日中に終了予定（10月9日現在）＞
※11月30日（土）をもって販売終了予定とご案内していましたが、早まりました。
・エスネピック エバーグライド（製品コード：03110805）

■ オンライン返品受付サービスを導入
「オンライン返品受付サービス」がスタートしました。公式Webサイトからログインなしでご利用いただけま
す。
■ システム メンテナンスのお知らせ ＜10月13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＜10月14日（月・祝）・10月22日（火・祝）＞
10月14日（月）、22日（火）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。なお、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。
対象となる注文日　 出荷日

10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）に注文した製品　　 10月15日（火）以降

10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）が注文作成日のADP製品 10月15日（火）以降

10月21日（月）、22日（火・祝）に注文した製品　　 10月23日（水）以降

10月21日（月）、22日（火・祝）が注文作成日のADP製品
ADP注文作成日の変更をご希望の場合は、10月17日（木）までに手続きをお願いします。

10月23日（水）以降

※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 TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　休）

■ 10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 10月31日（木）23：00

電話・FAX 10月31日（木）21：00
エクスペリエンス センター 10月31日（木）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 10月31日（木）23：59
郵送の場合 10月31日（木）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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