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「ウインター ギフト キャンペーン」
＜11月19日（火）より数量限定販売＞
もうすぐ始まるウインター ギフト キャンペーン。心くすぐる素敵なギフトがパーソナルケア＆ファーマ
ネックスから登場。日本未発売の製品や今だけの限定デザイン、お得なセットなど話題が豊富で、会員
以外の方にも紹介しやすいライン アップに。プレゼントや、自分へのご褒美にもおすすめです。 

冬に送りたい、バオバブの豊潤なうるおいギフト。 今年はハンド クリームとのセットで、全身しっとり

エスネピック ボディ バター ギフト セット
製品コード：03136781 卸売価格：4,070円（税込）　
PSV：24.80　CSV：2,975　シェアリング ボーナス：200円（税抜） 
参考小売価格：5,506円（税込） 
［セット内容］
・エスネピック ボディ バター 125g 
・エスネピック サイレント フォレスト エッセンシャル ハンド クリーム 30g（非売品） 
※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。
［おすすめポイント］ 
・日本未発売のハンド クリームは、柑橘系のエッセンシャルオイルを配合。
・製品1個お買い上げにつき25セントがニュー スキンForce for Good財団に寄付されます。 
※「エスネピック ボディ バター ギフト セット」はギフト扱いのセットです。※ギフトボックス入り 



タンパク質×乳酸菌×食物繊維。 キラキラシェイカーで心弾むヘルシー習慣を 

シェイクY ＆グリーン プラス ギフト セット 
製品コード：03136802 卸売価格：28,620円（税込）
PSV：167.65 CSV：20,126　シェアリング ボーナス：1,325円（税抜） 
参考小売価格：40,926円（税込） 
［セット内容］
・TR90 シェイク ヨーグルト味（15 パック）×2箱 
・ファーマネックス グリーン プラス（30 スティック）×3箱 
・限定デザイン シェイカーボトル（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）。
［おすすめポイント］ 
・人気のシェイク ヨーグルト味とグリーン プラスに、特別なシェイカーボトルが付いたセット。
・キラキラのシェイカーボトルは、限定デザイン。便利な目盛り線入りです（非売品）。 

キュートな缶入りコスメが登場！ 3つのカラーと質感で、魅せたい自分に 

ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス セット
（ウォーム）
製品コード：03136806 卸売価格：8,148円（税込）　
PSV：49.30　CSV：5,921　シェアリング ボーナス：355円（税抜） 
参考小売価格：11,651円（税込） 

［セット内容］※各エクスペリエンス センターでの販売個数については、下のページでご覧ください。
・ニュー カラー ライトシャイン トリプル アイ メイカー（ウォーム）
・ニュー カラー ライトシャイン トリプル フェイス メイカー（ウォーム）
※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。
［おすすめポイント］ 
・日本未発売の韓国コスメ。アイカラーとフェイスカラーをセットに！ 
・アイカラーもフェイスカラーもトレンド感たっぷりの配色と質感。缶のパッケージもワクワク感たっぷり。 

デリケートな冬肌へ、うるおいたっぷりのギフト。 今だけの限定デザインボトルで、ワクワクもプラスして 

エクストラマイルド 30％増量 限定ボトル セット
製品コード：03136803 卸売価格：5,830円（税込）　PSV：37.30　CSV：4,481　
シェアリング ボーナス：265円（税抜） 参考小売価格：8,337円（税込） 
［セット内容］
・ニュー スキン エクストラマイルド スキン ローション（増量限定ボトル）150mL 
・ニュー スキン エクストラマイルド ミルク ローション（増量限定ボトル）150mL 
※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。
［おすすめポイント］ 
・大人気のスキン ローションとミルク ローションが、通常価格のままで約30％増量サイズに。
・乾燥が気になるこの時期に、高い保湿効果をおしみなく。 

スーパーフルーツの恵みと共に、 ギフトボックスに込めて贈りたい冬の元気 

ジースリー ギフト セット 
製品コード：03136808 卸売価格：9,394円（税込）　PSV：57.90　CSV：6,956　 
シェアリング ボーナス：434円（税抜）参考小売価格：13,433円（税込） 
［セット内容］
・ジースリー（ペットボトル900ml）×2本 
・ジースリー 専用ギフトボックス（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）。

［おすすめポイント］ 
・13％OFFプライスで、単品総卸売価格（税込）より1,406円お得！ 
・持ち手の付いた専用ギフトボックス入り（日本未発売）。
・家族みんなで元気に過ごしたい季節に贈るジースリーのお得なセット。
＊「ジースリー ギフト セット」はギフト扱いのセットです。



ギフト扱いのセットについて：ギフト配送料は1セット440円（税込）ですが、ギフト セットを含む複数の製品
をお買い上げの場合は、通常の配送料となります。また、会員のお名前で一般のお客様への配送も可能です。
パートナー登録されている方のお名前での配送をご希望の場合には、オーダーサービスまでご連絡ください。 
[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）

配送業者等の変更に伴う

配送サービスのリニューアルについて
＜2019年11月11日（月）導入＞
ニュー スキン ジャパンでは、皆様により心地よいニュー スキン体験をお届けするために、さまざまな取り組み
を推進しています。その一環として、11月11日（月）より配送サービスをリニューアルし、配送業者および梱包
スタイルを変更します。併せて、「ご注文明細書兼納品書」のデザインを、合計金額等がより見やすいものに変
更します。
製品のお届けについて   ～受取方法の選択肢が増え、利便性が向上～

【配送業者の変更】
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

【出荷からお届けまでの手順】
1. ご注文の製品が出荷されます。
2. ニュー スキンにご登録のEメール アドレス宛てに、以下のメールが配信されます。
  このメールから、時間指定や配送先変更の手続きができます。

件名：【日本郵便】ゆうパックのお届け予定のお知らせ、 配信元：info@delivery.post.japanpost.jp
3. 製品をお届けにあがります。

※上記の配信元からのメールを受け取れるよう受信設定をしてください。
※ニュー スキンにEメール アドレスを登録されていない方は、新たな配送サービスを受けられるよう、
   登録されることをおすすめします。詳しくはWebサイトでご確認ください。
※銀行振込の場合は入金確認後2～5日後、各種カードの場合は決済後2～5日後のお届けとなります（連休の
   場合を除く）。ただし、エタノールを24％以上含む製品（ニュー スキン ティ・エス スカルプ 薬用エッセ
   ンス XVII、エスネピック ハンド サニタイザー）は航空法により空輸ができないため、お届けまで９日
   以上を要する場合があります。

【ご参考：郵便局のサービスについて】
あらかじめ郵便局に登録しておくと、「はこぽす」やコンビニエンス ストアでの受け取りが可能となります。
https://www.post.japanpost.jp/service/e_assist/notice_mail.html （郵便局Webサイト）
 ゆうびんIDを登録→ ログイン→「オプション設定」で、同サービスの利用設定を行います。 

製品の梱包について   ～より環境に配慮したものに～

【梱包スタイルの変更】
2019年11月8日（金）までの発送分：従来どおり
2019年11月11日（月）以降の発送分：新しいスタイルに変更

【主な変更ポイント】
・梱包材に再生プラスチックを使用 
・シュリンク包装を採用し、梱包材の量も削減*
・開けやすく、捨てやすい設計の段ボール箱を導入*  ＊一部の箱サイズより

配送関連のお問い合わせ先 ｜ シッピング フリーダイヤル：0120-377-499 携帯電話：050-3786-0300 月～金：9:00～17:30（土・日・祝　
休）



■ 倉庫移転に伴う製品返送先の変更について
2019年10月21日より、返品・交換の際の製品の返送先が変更されました。旧住所あてに返送した場合は、荷物
の受け取りができないため、荷物の依頼主である皆様の元へ返却されます。その際、配送業者によっては転送料
金が発生する場合がありますのでご注意ください。なお、返品・交換の際は、あらかじめ当社への連絡が必要で
す。
＜製品返送先の新住所＞ 
〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-7-4
ニュー スキン ジャパン 株式会社 返品交換係
フリーダイヤル 0120-377-499 

■ 出荷業務休業についてのご案内＜11月9日（土）＞
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。
対象となる注文日　 出荷日
11月8日（金）、9日（土）、10日（日）に注文した製品、注文作成日のADP製品 11月11日（月）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 TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　休）

エクスペリエンス センター最新情報
ウインター ギフトのデモンストレーションを開催
この時季にしか手に入らない、素敵なギフト アイテムをご紹介。香りや味、
使い心地などを実際に試して、お気に入りを見つけてください。
会員の方以外も参加できますので、お気軽にどうぞ。開催日時詳細は、Webページでご確認いただけます。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news
東京：・メイク デモンストレーション（ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス） 
         ・シェイクY & グリーン プラス ギフト セットの試飲 
横浜：・ウインターギフトのご紹介 
名古屋：メイク デモンストレーション（ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス）
大阪：・メイク デモンストレーション（ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス） 
         ・エスネピック ボディ バターギフト セットとジースリー ギフト セットのご紹介 
福岡：・メイク デモンストレーション（ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス） 
         ・エスネピック ボディ バター ギフト セットのご紹介 ～渇き知らずのボディへ～ 
         ・シェイクY & グリーン プラス ギフト セットの試飲 

「ニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス」 販売について
11月14日（木）より、すべてのセンターでテスターをお試しいただけます。ただし、大阪を
除く各センターでのニュー カラー ライトシャイン アイ＆フェイス（製品コード：
03136806）の販売には、数に限りがございます。売り切れ次第販売終了となります。
【販売個数】 東京：320個 、 横浜・名古屋・福岡：各160個 
※現金でお支払いの場合、注文完了後は速やかに精算をお願いいたします。注文完了後、3時間経過してもお支
払いが確認できない場合、在庫の状況により製品を確保できないことがございますのでご注意ください。 
 ※大阪エクスペリエンス センターでは、当該製品の販売は行いません。

11月24日（日）は21:00まで特別営業｜大阪
サイエンス＆プロダクト セミナー終了後にも大阪エクスペリエンス センターにご来店いただけるよう、11月
24日（日）は営業時間を通常17時までのところ、夜21：00まで延長いたします。プロモーションも企画してい
ますので、詳しくはエクスペリエンス センター Webページにてご覧ください。 



各種インフォメーション
■ 「スタートアップ」キット　 好評販売中！
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）
※製品詳細は、Webサイトでご覧ください。ニュー スキン カタログには掲載されていません。ご了承ください。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/start-up_1910-11.html
※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。

■ 販売終了予定製品
「ライフパック ナノ EX」は全面リニューアルを行い、2020年1月24日に「ライフパック ナノ プラス」へと生
まれ変わります。それに伴い、現行のライフパック ナノ EXは、販売終了いたします。販売終了時期は、販売状
況によって前後することもあります。あらかじめご了承ください。 
＜2020年1月末をもって販売終了＞ 
・ライフ パック ナノEX（製品コード：03003610） 
・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登録の切り替えに関して】
ライフ パック ナノEX： 2020年2月出荷分より、自動的に新製品「ライフパック ナノ プラス」に切り替えてお
届けいたします。 
※2020年1月の注文作成日を25日または26日に指定されている場合は、ライフパック ナノ プラスを登録することも可能です。
ニュー スキン スタートアップ：2020年2月出荷分より、自動的に、ライフパック ナノ プラスで構成された新・
製品セットに切り替えてお届けいたします。 
※2020年1月の注文作成日を25日または26日に指定されている場合は、ライフパック ナノ プラスで構成された新・製品セットを登録
することも可能です。※新・製品セットの価格、PSV等の詳細は、決定次第、お知らせいたします。 
※ADP登録内容の確認・変更方法：Webサイト、または電話（オーダーサービス）にて承ります。 
■ 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。
・genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル（製品コード：03003876）※解除予定時期：11月中旬
品切れ：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
[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）

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜11月17日（日）15：00～19：00＞　
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、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14:00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）



■ 11月度・12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
11月
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

12月
ポイント締切日

オンライン注文 12月31日（火）23：00
電話・FAX 12月31日（火）13：00
エクスペリエンス センター 12月30日（月）19：00

11月
BR*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

12月
BR*資格申請締切日

オンラインで提出の場合 12月29日（日）23：59
郵送の場合 12月27日（金）必着

*BR：ブランド レプリゼンタティブ
（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。

■ 年末年始営業のご案内
ニュー スキン ジャパンの年末年始の営業日をお知らせします。 
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