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限定販売中の製品
ただいまお得なキャンペーンを実施しています。

genLOC ガルバニック スパ* フェイシャル ジェル 3+1セット
製品コード：03136784  卸売価格：13,755円（税込） 
PSV：99.00   CSV：11,880　シェアリング ボーナス：624円（税抜）
[セット内容]genLOC ガルバニック スパ* フェイシャル ジェル × 4箱
3個分のプライスで4個手に入る、3+1チャンス！
※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 ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク 3+1 セット
製品コード：03136880  卸売価格：19,008円（税込） 
PSV：108.00   CSV：12,960　シェアリング ボーナス：2,880円（税抜）
[セット内容]ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク × 4箱
3個分のプライスで4個手に入る、3+1チャンス！
※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）。

genLOC ボディ トリートメント 3+1セット
製品コード：03136786  卸売価格：16,671円（税込） 
PSV：120.00   CSV：14,400　シェアリング ボーナス：756円（税抜）
[セット内容]genLOC ガルバニック ボディ ジェル × 2本、genLOC ダーマティック 
エフェクツ × 2本
3個分のプライスで4個手に入る、3+1チャンス！
※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）。

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） 製品コード：03136788    （デリケート） 製品コード：03136789
（しっとり） 製品コード：03136790    （さっぱり） 製品コード：03136791 
卸売価格：11,880円（税込） PSV：75.00   CSV：9,000　
シェアリング ボーナス：1,800円（税抜）

[セット内容]genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー× 4本  
※ノーマルの場合ノーマルが4本、さっぱりの場合さっぱりが4本
3個分のプライスで4個手に入る、3+1チャンス！
※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 3+1セット
製品コード：03136881  卸売価格：15,444円（税込） 
PSV：89.70   CSV：10,770　シェアリング ボーナス：1,800円（税抜）
[セット内容]ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ × 4本
3個分のプライスで4個手に入る、3+1チャンス！
※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）。

・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：7,920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：7,920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）。 

*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等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）

「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＞ ※配送時期：順次



 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。

※ライフパック ナノ プラスの正式発売は2020年1月24日（金）。
[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）

11月7日（木）開始

第3回「みんなでTRY」
（プレゼント付きオンライン クイズ）実施
ビジネス活動に関するオンライン クイズ、第3回「みんなでTRY」を、11月7日（木）より実施します。クイズ
の正解率に関わらず、第1回～第3回の全問題に解答した方の中から、抽選でプレゼントを進呈します。第1回～
第3回の問題を、まとめて解答することも可能。ぜひ、当日配信のメールより、チャンレンジしてください。
【掲載場所】オフィス→ビジネス情報→コンプライアンス

コンセプト ムービー公開中

サクセス トリップ 2021 ハワイ
新しく生まれ変わったサクセス トリップのコンセプト ムービーが届きました。 ハワイ
で過ごす最高の日々を、大切な仲間と共に目指してください！ 毎年「だれと行くか」
を明確に思い描けるよう、2021年より、開催地は継続してハワイとなります。
https://youtu.be/MICg8PFVDW4
開催地／開催時期 ハワイ 2021年春

対象期間 2020年1月～12月

～ビタミール3袋購入ごとにニュー スキンが1袋プラス～
この冬、子どもたちに笑顔とビタミールを届けましょう
11月1日（金）～12月31日（火）（米国の山岳部時間）の期間、ビタミール キャンペーン「シーズン・オブ・
ギビング」を今年も実施することになりました。通常は、みなさまのビタミール購入8袋ごとにニュー スキンが1
袋上乗せしているところ、期間中は3袋購入ごとに1袋をプラスして寄付します。
日本で購入されたビタミールを寄付しているマラウイでは、現在も食糧難が深刻で追加の支援が求められていま
す。寄付が通常の約3倍になるこの期間にぜひ、ビタミールを必要としている大勢の子どもたちに笑顔を贈りま
しょう。 



各種インフォメーション
■ 販売終了製品、販売終了限定製品
＜10月26日（土）終了＞ エスネピック エバーグライド（製品コード：03110805）
＜10月29日（火）終了＞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）

■ 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

■ 出荷業務休業についてのご案内＜11月4日（月・振休）／11月9日（土）＞
11月4日（月）は振替休日のため、11月9日（土）は倉庫移転のため、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。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
11月2日（土）、3日（日・祝）、4日（月・振休）に注文した製品　　 11月5日（火）以降
11月8日（金）、9日（土）、10日（日）に注文した製品 11月11日（月）以降
11月8日（金）、9日（土）、10日（日）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、11月6日（水）までに手続きをお願いしま
す。

11月11日（月）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

配送サービス リニューアルについて 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/corporate/faq/about_DeliveryMethod.html
2019年11月8日（金）までの発送分：佐川急便 株式会社 
2019年11月11日（月）以降の発送分：日本郵便 株式会社 
[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）

■ 11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 11月30日（土）23：00

電話・FAX 11月30日（土）17：00
エクスペリエンス センター 11月30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 11月30日（土）23：59
郵送の場合 11月29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。
【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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