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配送遅延についてのお知らせ： 倉庫移転に伴う諸々の事情により、入金確認後、お届けまでに6～10日の遅延
が発生する可能性がございます。最新情報は公式Webサイトのトップページにあります 「配送遅延についての
お知らせはこちら」にてご確認ください。遅延発生により、ご迷惑をおかけいたします。

【NANOプラス必見情報】
4つの耳寄り情報をアップデート 
ビジネス メンバー用Webページに、ライフパック ナノ プラスのリニューアルに関する情報を掲載。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/lifepak-nano-plus.html

その1 ライフパック ナノ プラスの製品名の由来って？　 
その2 体内インベスト設計を実現する、5つのメソッド「NNNDL」について、とことん掘り下げ！ 
その3 33種類の配合成分の中でも今話題の「β-クリプトキサンチン」って、だれにおすすめ？  
その4 一足先に実物を手にした方の声を一部紹介 「ライフパック ナノ プラスのサイズ感、正直どうですか？
※以上4記事は、すでに別メールにてブランド レプリゼンタティブ以上の方々にご案内している内容と同じです。

■先行販売概要 ～ライフパック ナノ プラスの実物をいち早く入手するチャンス
10月の製品トレーニングで一足先に実物を手にした多くの方が「小さくなって摂りやすくなった」と話すライフ
パック ナノ プラス。先行販売は3日間限定。対象者の方はこの機会に製品の市場優位性を体感すると共に、来年
1月の正式発売へ向け、より効果的な販売戦略を立てるためのツールとしてご活用ください。
 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）＜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）。



3個買って1個分を無料でゲット！ 
＜数量限定で好評販売中。残りわずかなセットも＞
「家庭用美容機器システムブランド」世界No.1*を達成した製品の一部、美容機器と一緒に使う
専用製品が、3個分の価格で4個手に入るお得なキャンペーン。限定数に達したセットが出始めま
した。
残りわずかなセットもありますので、ぜひ、お早めにお買い求めください！

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。 

■販売中のセット（近日中に終了予定です）
・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）
・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）
・genLOC ボディ トリートメント 3+1セット （製品コード：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） （製品コード：03136788）
・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） （製品コード：03136791）
・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 ）

*「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）

各種インフォメーション
■ エクスペリエンス センター11月プロモーション
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。 
※製品が売り切れ次第、終了予定。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news



ウインターギフトのご紹介 横浜
【内容】ウインターギフト製品のご紹介。全製品を実際にお試しいただけます。
【日程】11月26日（火）11：15～／18：15～　11月30日（土）11：15～／17：15～（各回15分）

シェイクY & グリーン プラス ギフト セットの試飲 東京・福岡
【内容】ファーマネックス グリーン プラス & TR90シェイク ヨーグルト味の製品紹介と試飲。 
【日程】東京：11月19日（火）～30日（土）11：30～／15：00～（各回15分、先着40名限定） 
            福岡：11月30日（土）11：30～／15：40～（各回15分、先着40名限定）
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 大阪
【内容】エスネピック ボディバターのタッチアップとジースリーの試飲。 
【日程】大阪：11月19日（火）～24日（日）13：00～／17 : 00～（各回30分）※日曜日は13:00～のみ開催
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～ 福岡
【内容】エスネピック ボディバターのタッチアップ 
【日程】11月22日（金）・26日（火） 14：00～／17：00～（各回15分） 

11月24日（日）は21:00まで特別営業 大阪エクスペリエンス センター
11月24日（日）は、2つのセミナーが大阪OMMホールにて開催されます。そこで、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、営業時間を夜21：00まで延長いたします。当日caféでは、10
月限定メニューとして大人気だった「ハロウィン モンスターシェイク（黒ゴマきな粉アーモンド味）」が1日限
定で復活。ご利用になったことない方も、ぜひこの機会に足をお運びください。

■ 11月イベントカレンダー
・ニュー スキン ネクスト セミナー 東京 11月22日（金）19:00～21:00 （東京本社）※受付終了
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html

・ニュー スキン リーダーズ カンファレンス ※受付終了
  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
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/EBP_leaderConfe2019.html

・サイエンス & プロダクト セミナー ※受付終了
  大阪 11月24日（日）16：00～18：30 大阪OMMホール 2階 Cホール
  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
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/training/201911/tr.html

■ 販売終了済みの限定製品
以下限定販売製品は、ご好評につき販売終了しました。
＜11月21日終了＞エスネピック ボディ バター ギフト セット（製品コード：03136781）※配送分（ 11月21日現在）

＜11月20日終了＞TR90 シェイク カフェオレ味（製品コード：03136568）
＜11月20日終了＞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 ）※配送分（ 11月21日現在）

＜11月19日終了＞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）※配送分、名古
屋、福岡エクスペリエンス センター分（ 11月21日現在）

■ 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。
・エクストラマイルド トータル システム（製品コード：03136267）※後送扱いで承り中／配送予定時期：11
月下旬　
・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→12月上旬

■ チャットサポートをご存知ですか
チャットサポートでは、製品の注文からデジタル ツールに関する質問まで、会員の皆様のニーズに幅広くお応え
しています。ぜひ、お気軽にご利用ください。オペレーターがチャット（テキスト形式の会話）でお応えする
サービスです。https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/support.html
・公式Webサイトからログインなしでご利用いただけます。
・オペレーターがチャット（テキスト形式の会話）でお応えします。 



■ 倉庫移転に伴う製品返送先の変更について
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  0120-377-499 

■ 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
お支払い方法がお振り込みの場合、確実に11月度のポイントとするためには、11月28日（木）扱いまでにお振
り込みいただき、29日（金）には、ポイント照会にて確認できる状態にされることをおすすめいたします。
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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