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配送についてのお知らせ：※12月5日（木）現在、出荷は通常どおりとなっています。
12月5日（木）、6日（金）のオートマティック デリバリー プログラム注文のお届けについては、通常のお届
け（入金確認後2～5日後）より2～3日程度お日にちを要する場合がございます。
引き続き、作業人員の増員と夜間作業での出荷作業を行っております。 皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいた
しますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

お得なセットなど、限定販売中の製品 
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） 
［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）。

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）
［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） ※「ジースリー ギフト セット」はギフト扱いのセットです。
※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）。

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。

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 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  （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）。

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。

＜第3期受講者募集！＞
サプリメント管理士マスター認定講座 
専門性をブラッシュアップして、ビジネスに差をつけよう！ 12月11日（水）より、サプリメント管理士マス
ター認定講座の第3期受講者を募集（先着50名）します。
※今回は、サプリメント管理士マスターのみの受講者募集となります。サプリメント管理士の受講者募集は、2020年3月を
予定しています。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/px_lp/qualification.html
募集期間  12月11日（水）9:00～12月16日（月）23:59

対象者  サプリメント管理士の資格取得者かつ2019年12月1日付ブランド レプリゼンタティブ以上 

応募方法  オフィス内「サプリメント管理士資格取得」ページよりお申し込みください。 



主な日程 【受講期間】2020年1月～5月 【本試験】2020年7月  【合格認定】2020年8月

特典 ・受講料が通常の30％オフ（申込者全員） ・本試験受講料が免除（受講期間内の修了者）
・認定登録料が免除（合格者*） 
・合格者セミナーご招待（合格者*）  *2020年7月の本試験合格者。 

エクスペリエンス センター情報
すべてのセンターがクリスマス ディスプレイに衣替え！ 心浮き立つ華やかな
雰囲気の中、皆様のお越しをお待ちしております。 

大阪 プロが伝えるHow to メイクアップ～決め手はやっぱり眉！ アイブロウの描き方基本編～ 
【内容】初心者にも簡単なアイブロウの描き方など、すぐに役立つテクニックをご紹介します。 
【日程】12月21日（土）13:00～／17:00～　※各回30分程度

大阪 Caféに12月限定「リッチベリー チョコレートシェイク」が登場 
【内容】Caféにクリスマス メニューとしてリッチな味わいのシェイクが登場。TR90シェイク チョコレート味
をベースに牛乳、ストロベリーピューレをふんだんに加え、ストロベリーパウダーで仕上げています。
【期間】12月7日（土）～12月24日（火）　【価格】500円（税込）

福岡 「目的に合わせて選べるサプリメント」のご紹介 
【内容】すべての方に摂って欲しいベースサプリメント、ライフパック シリーズの特長をわかりやすくお伝え
します。何かと外食が増えるシーズンにお勧めのグルコイーズ、ファイバーネット、オイスターマックスも併
せてご紹介。グルコイーズの試飲もご用意しています。
【日程】12月7日（土）・14日（土）・21日（土） 11：30～／15：00～ ※各回先着40名様限定 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news

【NANOプラス必見情報】 
製品説明に役立つブローシャーを1月10日に発売 
製品の特長を図や表、写真を使って見やすく、分かりやすく構成した小冊子が完成。A5判な
ので持ち歩きにも便利です。 
＜2020年1月10日（金）発売＞ ライフパック ナノ プラス ブローシャー（5部組）
   製品コード：86996893　卸売価格：275円（税込） 
※ライフパック ナノ プラスの価格等が掲載されたリスト（5部）付き。 ※全12ページ
※ADP割引の対象ではありません。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。 

※ライフパック ナノ プラス先行販売の購入者には、1箱に付き1セットが特典としてプレゼントされます。
※ライフパック ナノ プラスの卸売価格・PSVの情報は別紙（プライスリスト／5枚組）に掲載しておりますの
で、お客様に合わせてご活用ください。
[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）

各種インフォメーション
■ 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。後送扱い品は別送でお届けします。



製品名 製品コード 解除／配送予定時期

バイトックス 03102992 12月中旬 ※後送扱いで承り中

ディヴィデンズ シェーブ クリーム 03101456 12月中旬 ※後送扱いで承り中

genLOC エレメンツ パッケージ Ⅱ 03136025 12月中旬 ※後送扱いで承り中

TR90 ボディ システム パッケージ 03136779 12月中旬 ※後送扱いで承り中

マリンオメガ 03003536 12月下旬

■ 販売終了予定製品
この度、以下の製品は販売を終了することとなりました。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2月をもって販売終了＞
・ディヴィデンズ シェーブ クリーム（製品コード：03101456） 
・ディヴィデンズ アフターシェーブ バーム（製品コード：03101457） 
※なお、終了予定製品の全情報は、Webページでご覧ください。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/discon.html

■ 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
より心地よいニュー スキン体験をお届けするための取り組みの一環として、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した。
＜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。 

※ニュー スキン ジャパンからのメール配信ではありません。ご注意ください。
        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。 

■ 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、あらかじめ当社シッピングへの連絡が必要
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）返品交換係  0120-377-499 
[返品に関するお問い合わせ]シッピング TEL：0120-377-499　携帯電話：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 ＜12月15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。

■ 年末年始にかかるシステム メンテナンスのお知らせ 
  ＜12月31日（火）14:00～1月2日（木）23:59＞ 
上記の日程にて約58時間、システム メンテナンスを行います。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。メンテナンス時間は、都合により長引く場合があります。あらかじめご了承ください。 

【影響】 
公式Webサイトおよび公式アプリから以下のサービスがご利用いただけません。
   ・ブランド メンバー申請／ショッピング メンバー登録／注文／ADP管理
12月ポイント対象締切り時間が次ページのように変更となります。 
[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）



■ 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
Webでのご注文は、システム メンテナンスの影響により、締切り時間が以下のように変更となりました。ご了承
ください。
ポイント締切日 オンライン注文 12月31日（火）13：59

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

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 12月29日（日）23：59
郵送の場合 12月27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。

■ 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。 

■ 確定申告について
ブランド メンバーの皆様は、独立した個人事業者として、納税を行う義務があります。 ニュー スキン ビジネス
を主としている方も、副業としている方も、ブランド メンバー活動によって生じた所得*、小売販売活動によっ
て得た小売利益について、確定申告をする必要があります。 
*所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。
確定申告：所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する税額を
計算し、翌年の規定の期間に申告書に記入して税務署へ提出することが必要です。
■期間：2020年2月17日（月）～3月16日（月）
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