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スタートアップ キットが
ライフパック ナノ プラスにリニューアル！
＜2020年1月24日（金）販売開始＞
ライフパック ナノ プラスの正式発売に合わせ、以下の4種類のセットの構成品がライフパック ナノ EXからライ
フパック ナノ プラスへとリニューアル。別セットにプレゼントとして付くトライアル セット1種類も同日切り替
わります。 
※ナノ プラス発売に伴い販売終了する製品につきましては、販売終了製品の記事内をご覧ください。 

＜2020年1月24日（金）発売＞ ※構成品は、次ページでご覧ください。
・ナノ プラス＋ユース＋TR90 セット（製品コード：03136885） 
・ナノ プラス＋ユース アールスクエア セット（製品コード：03136886） 
・ナノ プラス＋ユース セット（製品コード：03136887） 
・ナノ プラス＋アールスクエア セット（製品コード：03136888） 

＜2020年1月24日（金）切替＞ 
・ライフパック T＋ユース＋シェイク Y セット（製品コード：03136855）とライフパックT＋ユース セット
（製品コード：03136856）にもれなく付いてくる「プレミアムな健康づくり トライアル セット」セット内容
が、ライフパック ナノ プラス（6パック／3日分目安）に変わります。 

＜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。A5判なので持
ち歩きにも便利です。 
   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）

サインアップ チャレンジ 
シーズン4＜11月の達成者を発表＞
公式Webサイト内オフィスにて11月の達成者を発表しました。達成した皆様、おめでとうございます。また、
2020年は、より魅力的に進化した同プログラムを実施予定です。詳しくは、決まり次第お知らせします。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/challenge/season4.html#new
【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。



各種インフォメーション
■ エクスペリエンス センター
年内の営業は、12月30日（月）19時までとなります。 
SNS投稿キャンペーン 東京  :東京エクスペリエンス センターのディスプレイの写真など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30日（月）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

■ 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
             オンライン注文での12月ポイント対象締切り時間が12月31日（火）13：59に変更になります。 
[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
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

*オンラインでのブランド レプリゼンタティブ資格申請は、12月30日（月）～31日（火）の間は受け付けること
ができませんので、ご注意ください。
（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。

■ 販売終了予定製品
以下の製品は、販売を終了する予定となりました。今後の販売状況によっては終了時期が前後することがありま
す。あらかじめご了承ください。 
＜2020年3月　販売終了（ADP：代替製品への自動切替）＞
・ニュートリオール ヘアー フィットネス トリートメント（製品コード：03101218） 
※代替製品として「ageLOC ニュートリオール スカルプ & ヘアー セラム」（製品コード：03002149）をおす
すめしており、2020年月4のADPより自動的に代替製品へ切り替えてお届けすることとなりました。

＜2020年3月　販売終了＞
・ニュー スキン AP 24 歯ブラシ アドバンス（3本入り）（製品コード：03111377） 
（ADP登録分に関して）※販売終了時期によりADP登録をしていただいても出荷することができない場合もござ
います。あらかじめご了承ください。 



※ご愛用製品に代わる製品として、下記の新製品の発売を予定しています。新製品の詳細情報は、公式Webサイ
トにてお知らせいたします。
※2020年3月中旬頃：新発売：ニュー スキン AP 24 歯ブラシ（4本セット）（製品コード：03136892）卸売価
格：1,685円（税込） 

＜2020年2月　販売終了＞
・ニュー スキン ストロングホールド ヘアースプレー アルコールフリー（製品コード：03100639） 
（ADP登録分に関して）販売終了時期によってADP登録をしていただいても出荷することができない場合もござ
います。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（ADP:リニューアル新製品への自動切り替え）＞
・ライフ パック ナノEX（製品コード：03003610）
※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。

＜2020年1月末をもって販売終了（ADP:リニューアル新製品セットへの自動切り替え）＞
・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）
※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。

■ 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。
製品名 製品コード 解除／配送予定時期
ageLOC ルミスパ アクセント 03310050 1月中旬～下旬 ※後送扱いで承り中
ディヴィデンズ シェーブ クリーム 03101456 1月中旬～下旬 ※後送扱いで承り中

■ 販売停止製品
現在、以下の製品は、販売停止しております。皆様へはご迷惑をおかけいたします。
製品名 製品コード 解除時期
エスネピック ハンド サニタイザー 03110833 1月上旬
ニュー スキン ティ・エス スカルプ 薬用エッセンス ⅩⅦ 【医薬部外品】 03102895 1月上旬
ageLOC ガルバニック スパ スカルプ ケア 3ヵ月セット 03136869 1月上旬

■ 年末年始の営業および配送についてのご案内
＜年末年始の配送について＞
年内のお届けは、一部地域を除き12月27日（金）までに当社で入金確認が取れたご注文のみとなります。また、
年末年始は配送会社の荷物量が増加するため、通常より配達に時間がかかる可能性がございます。ご迷惑をおか
けいたしますが、あらかじめご了承ください。

＜年内の最終営業日＞
・オーダーサービス：12月31日（火）13：00まで
・上記以外の電話対応：12月27日（金）17：30まで
・エクスペリエンス センター：12月30日（月）19：00まで
＜年始＞
・オーダーサービス：1月4日（土）9：00より
・上記以外の電話対応：1月6日（月）9：00より
・エクスペリエンス センター：1月4日（土）11：00より



■ フリーダイヤルをご利用の際のご注意
一部のフリーダイヤルについて、番号のかけ間違いにより、他企業へかかってしまうケースが増えています。間
違い電話を受ける企業は、非常に迷惑を被っています。番号をよくお確かめのうえ、フリーダイヤル0120-377-
499におかけください
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