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あなたにこのカタログをお届けしたブランド メンバーは

製品のご購入は、上記のブランド メンバーにご相談ください。

本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。
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東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階　TEL：03-6626-1234（代）
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www.nuskin.com

■メンバー専用窓口

■ニュースキン消費者相談室

■プラチナライン（70歳以上のメンバー専用）

製品注文・ADP：月～金 9:00～21:00、土 9:00～17:00（日・祝 休）
その他：月～金 9:00～17:30（土・日・祝 休）

0120-377-499＊ TEL:050-3786-0300

0120-400-512

ニュースキンジャパン公式Webサイト

お問い合わせ先

www.instagram.com/ nuskin_japan

［ ニュースキンジャパン公式アカウント ］

www.facebook.com/ NuSkin.JPN
@NuSkin.JPN @nuskin_ japan

月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休）

＊固定電話専用の
　番号となります。

0120-887-866

一般消費者の方

会員（ブランド メンバー・ショッピング メンバー）の方

チャットサポート www.nuskin.com「チャットサポート」ページ
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
受付時間：月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休） ※日本語のみ対応しています。

月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休）　Ｅメール：nsj-consumer@nuskin.com 

メールでのお問い合わせはこちら▶

使う度に、美が高まる。
ageLOC  ブースト。

詳しくは、本カタログP32～35をご覧ください。

Eメールにてお得なキャンペーンや新製品の情報を配信中！
ログイン後、プロフィール内の「連絡先の設定」より「Eメールでの配信を希望する」をチェック。

本誌の情報は2021年3月現在のものです。最新情報は、公式Webサイトでご確認ください。
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私たちが目指すもの。
人々がより豊かになるための力となる。

      私たちのミッションは、

    世界のForce for Goodになることです。

  努力が形になるビジネスや、革新的な製品、人間性を高める

文化をとおして、人々がより豊かになるための力となります。

    私たちのビジョンは、

  世界をリードするビジネス オポチュニティの

プラットフォームを提供することです。



ニュースキン エンタープライズ社

ニュースキン エンタープライズ社の概要

アメリカ合衆国ユタ州プロボ

1984年6月

ブレイク M. ローニー

リッチ N. ウッド

24億2,000万ドル（2019年度）

パーソナルケア製品、栄養補助食品
および生活関連製品の製造販売と、
インターネット関連製品、サービス
の販売

本 社 所 在 地

創 業

創 業 者

最高経営責任者

売 上 高

事 業 内 容

ニュースキンジャパン株式会社の概要

本 社 所 在 地

 

開 業 年 月 日

代表取締役社長

資 本 金

事 業 内 容

 

所 属 団 体

東京都港区虎ノ門1-3-1

東京虎ノ門グローバルスクエア14階

1993年4月23日

小林 和則

17億6,000万円

パーソナルケア製品、栄養補助食品
および生活関連製品の製造･輸入･
卸売販売と、インターネット関連
サービスの提供

公益社団法人 日本訪問販売協会
日本化粧品工業連合会
訪販化粧品工業協会
日本輸入化粧品協会　
公益社団法人 日本広告審査機構
在日米国商工会議所 ほか

あなたにとって良いものだけを…
その思いを広めた、１本のスプーン。

ニュースキン  エンタープライズ
共同創業者  兼
エグゼクティブ  チェアマン  兼 
ナリッシュ ザ  チルドレン
エグゼクティブ ディレクター

スティーブン   J.  ランド

ニュースキン  エンタープライズ
創業者

ブレイク  M .  ローニー

ニュースキン  エンタープライズ
創業者  兼
シニア  バイスプレジデント

サンディ  N .  ティロットソン

ニュースキンの誕生は、1984年。創業者ブレイク M. ローニーの姉が投げかけた素朴な疑問が始ま

りでした。「なぜ、人の肌に良い成分だけでつくられた製品がないのかしら？」。この問いをきっかけに、

ローニー姉弟は研究を重ね、肌に有害な成分を一切使わず、肌にやさしい成分だけを選び抜き、高

品質なスキン ケア製品等の製造を開始しました。工場から届いた最初の製品は、何の飾り気も

ない 1ガロン（約3.8リットル）容器に詰められたものでした。しかし、その品質に興味をもった人々

が、自分で入れ物を持ち寄り、１本のスプーンで分け合っては持ち帰り、それを使い始めたのです。

素晴らしい製品であれば、手にした人は、その良さを周りの人へ自然に伝えていくことが証明され

ました。以来、「あなたにとって良いものだけを…」は、ニュースキンのすべての製品に込められた

変わることのない思いです。その思いを秘めた１本のスプーンを原点に歩み始めた私たちは、

今日も優れた品質の製品を世界の人々へ広めています。
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あなたらしく、若々しく。
想像以上の未来がはじまる。

今日も、未来も、若々しく健やかで、美しくありたい。多くの人が願う、その気持ちに応える

ために。1本のスプーンに込められた思いは、現在、数多くの製品となって世界中の人々を

サポートしています。

エイジング ケアの分野で世界に類を見ない研究成果を上げてきたライフジェン テクノロジーズ社。
ニュースキン グループの一員となった2011年より、2社のテクノロジーは1つとなり、エイジング ケアの仕組み
を内側からも外側からも見つめた、これまでにないトータルなエイジング ケアを提案し続けています。

エイジング ケアの世界で類を見ない研究成果を、あなたへ

美しさと健康を支え続ける3つのブランド

ニュースキンの製品は全プロセスを6段階の厳しい基準・視点から管理する
「６Sプロセス」によって守られています。

製品化のすべてのプロセスを、一貫してマネジメント

ニュースキンでは、カラダ本来の力を目覚めさせる次世代の製品をつくり出すために
「ソーシング」「サイエンス」「テクノロジー」の3つの要素による独自のアプローチを採用しています。

カラダがもつ潜在力を解き放つ 3 つの要素によるアプローチ

Y�r
＆

エイジングの仕組みを
根本から見つめる

スペシャリティ ケア製品

自然の恵みと
サイエンスを融合させた
サプリメント等の健康食品

肌にやさしい成分を使った
スキン ケア

＆ビューティー製品

有用成分量の基準を定め品質を一定に維持
標準設定 STANDARDIZATION

微生物テスト、毒素・重金属分析などを全製品に実施
安全性 SAFETY

有用性・安全性テストをクリアした製品のみを提供
実証主義 SUBSTANTIATION

健康に役立つ原料を厳しい選定基準に基づき選択
選 択 SELECTION

厳しい基準を満たす原産地のものだけを使用
原産地 SOURCING

常に均質な製品を製造するための仕様を明確化
仕 様 SPECIFICATION

1
2
3

4
5
6

Sourcing
Science

Technology

ソーシング

サイエンス

テクノロジー
＊1  P31の「＊2」参照　＊2  P31の「＊3」参照

長年取り組んできたエイジング ケア研究をはじめ、
日々のストレスを跳ね返す力をサポートする「バイオ アダプティブ」のアプローチなど
ニュースキンを代表するサイエンスが、製品開発の科学を次のレベルへと前進

「6Sプロセス」での製造管理を行うほか、
一部の製品においては「環境制御型農業（CEA）」を採用するなど、
ピュアでクリーンな原材料の配合を目指した製品の開発

「家庭用美容機器システム ブランド＊1」世界ランク1位＊2の美容機器に代表される
独自のテクノロジーや、手の皮膚から栄養状態をチェックすることができるファーマネックス 
バイオフォトニック スキャナーのテクノロジーなど、多様な技術が革新的な製品を生み出す鍵
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製品化の全プロセスに
6段階の厳しい基準 6Sプロセス



民族薬学研究所
脳化学ラボラトリー 理事

ポール A. コックス 博士
デューク大学
顧問教授

ゾーイ ドレイロス 医学士
ウプサラ大学（スウェーデン）
教授

ラーズ ボーリン 博士
ルートビィッヒ・マクシミリアン
大学（ドイツ）
名誉教授

ヒルデベルト ワーグナー 博士
ライフジェン テクノロジーズ社
共同創業者
ウィスコンシン大学 教授

トーマス A. プロラ 博士
ハーバード大学
講師

モリー ワナー 医学士
ブエノスアイレス大学（アルゼンチン）
教授

セサル フラーガ 博士
カリフォルニア大学 デービス校 
教授

パトリシア オテイサ 博士
バレンシア大学（スペイン）
生理学部門 教授および部門長

ホセ ビーニャ 博士
ノースカロライナ州立大学
再生医学部門 准教授

ジュゼッペ バラキ 博士

ニュースキン  エンタープライズ
最高科学責任者 兼
製品開発担当
エグゼクティブ  バイスプレジデント

ジョセフ  チャン  博士

ニュースキン グローバル 
リサーチ ＆ ディベロップメント
バイスプレジデント

ヘレン E. ナッグス  博士

ファーマネックス グローバル
リサーチ＆ディベロップメント
バイスプレジデント

マーク バートレット  博士

健やかさを科学する。
先進の研究が、あなたをさらに輝かせる。
ニュースキンでは、カラダのメカニズムを内側と外側から見つめ、理想の美しさと健やかさを実現するための研究

に、社内の専属科学者と世界トップレベルの研究機関が共同で取り組んでいます。2013年10月にはイノベーション 

センターがオープン。科学的な探求がもたらす数々の発見を活かして、革新的な製品づくりに挑み続けています。

ニュースキンのエイジング ケア アドバイザリーボードは、エイジング ケア研究の第一人者で構成

されています。深い知識を持ち、数々の発見に携わる世界的な科学者たちからの的確なアドバイ

スは、ニュースキン独自の製品を生み出すための礎となっています。

ニュースキンの社内には数多くの専属科学者がおり、エイジング ケア リサーチ 

センターをはじめとする世界数ヵ所の研究センターで、先端技術の革新を追

求し続けています。天然素材の構造や栄養学的有用性を科学的に分析し、人々

の美と健康に真に有用な成分を活かした製品の開発に取り組んでいます。

あなたの未来に生きてくる、
アドバイザリーボードの知見
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ビタミール（購入・寄付）

製品コード：03113523
価格（免税）：¥2,400 PSV 22.00

ファーマネックスの研究チームが開発。
子どもたちの栄養状態を改善するのに
理想的な栄養食です。ビタミール 1袋
（30食分）で、5歳未満の子どもが栄養あ
る食事を1ヵ月間、毎日1回摂ることが
できます。

ビタミールとは

※ビタミールの価格には、生産、一般管理、
配送、販売にかかる費用が含まれています。
※寄付専用製品のためお手元には届きません。

チャリティとビジネスが融合した「ナリッシュ ザ チルドレン」は、会員・社員によって購入され
た栄養食「ビタミール」を、飢えと栄養不良に苦しむ世界中の子どもたちに届ける革新的な
プログラムです。

世界中の飢餓に苦しむ子どもへの支援

ナリッシュ ザ チルドレン

ニュースキンは「Planet（地球）」「Product（製品）」「People（人々）」の観点から、サステナビリティ
（持続可能性）の向上を目指しております。製品パッケージの簡素化やリデュース、リユース、リサ
イクルへの取り組み、サステナビリティを意識した成分やサービスの採用などを行っています。

持続可能な環境への取り組み

サステナビリティ
コミュニティ アウトリーチでは、みなさまよりいただいた支援が「フォース フォー グッド活動」
「ナリッシュ ザ チルドレン プログラム」「サステナビリティへの取り組み」を通じて、どのように
役立てられているのかをしっかりお伝えします。　

子どもたちの未来や大切な地球のための活動を報告

コミュニティ アウトリーチ

フォース フォー グッド活動とは、「人々がより豊かになるための力となる」というニュー
スキンの企業理念に基づき行われる社会貢献活動です。会員・社員からの寄付は、未来
の日本を支える子どもたちのための「食」と「教育」につながる支援に役立てられています。

子どもたちの明るい未来につながる活動

フォース フォー グッド

※2018年世界銀行調べ

アフリカ南部　人口1,814万人　国民総所得（GNI）148位／192ヵ国中

マラウイ共和国

世界最貧国のひとつであるマラウイ。5歳以下の子どもたちの2人
に1人が栄養不良といわれています。自然災害に見舞われることも
多く、子どもたちは生まれたときから困難を背負っています。

日本で購入されたビタミールは、
マラウイの子どもたちへ届けられます。

How to Give?

フードバンク「セカンドハーベスト・
ジャパン」を通じて児童養護施設や
母子家庭などへの食糧提供を支援

食糧支援

子どもたちの主体性やリーダーシップ
を高める教育プログラム「リーダー・
イン・ミー」の導入を支援

教育支援

つながる力から、豊かな未来を。
子どもたちの笑顔や大切な地球のために。
ニュースキンでは「フォース フォー グッド」「ナリッシュ ザ チルドレン」「サステナビリティ」の活動をとおして、

さまざまな活動を続けています。

ニュースキンジャパンは全製品の売上利益の1％を、「ニュースキンジャパン フォース 
フォー グッド基金」に寄付し、子どもたちの明るい未来につながる活動に役立てています。

▶▶▶ニュースキンジャパンの社会貢献活動はこちら

会員であれば、だれでも今すぐニュースキンジャパン フォース フォー 
グッド基金への寄付およびナリッシュ ザ チルドレン プログラムに
参加することができます。またボランティア活動にも参加できます。

Planet
地球

People
人々

Product
製品
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1984

1990

1996

1993

1998

2002

2006

2011

2016

2014

2018

2020

2010

2004

2001

1997

1995

1993

2013

2014

2016

2017

2018

2020

2021

人々の生活をより豊かにするために
歩み続けるニュースキン。

グローバルな事業展開スタート
世界共通のセールス コンペンセーション プランを実施

ニュースキン創業

ニューヨーク証券取引所に上場

フォース フォー グッド キャンペーン開始

フォース フォー グッド財団を設立

ファーマネックス社を買収 アメリカズカップ2000を支援
アメリカズカップ2000ニッポンチャレンジのメインスポンサーに

日本支社業務開始
ニュースキンジャパン インク
日本支社が７番目のマーケット
として業務を開始

ライフパック 発売

スキン ケア製品等  25品目 発売

ナリッシュ ザ チルドレン（NTC）開始

冬季オリンピックを支援
ソルトレイク オリンピックのスポンサーに

ライフジェン テクノロジーズ社を買収

ニュースキン 創立30周年

「ビタミール」寄付
累計7億食を超える

ニュースキンジャパン 
フォース フォー グッド基金を開設

One for Smilesスタート

ニュースキンジャパン25周年

ニュースキンジャパン本社を虎ノ門に移転

genLOC ルミスパ 発売

ライフパック ナノ プラス ／ユーススパン R 発売

ageLOC ブースト 発売

ライフパック タブレット 発売

genLOC Me 発売

TR90 ボディ システム 発売

genLOC ガルバニック ボディ スパ 発売

genLOC シリーズ 発売

バイオフォトニック スキャナー導入
栄養状態をチェックできるツールとして話題に

ガルバニック スパ システム 発売

エスネピック シリーズ 発売

NU  SKIN ENTERPRISES NU  SKIN JAPAN PRODUCT
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3周分地球

販売パケット数

ライフパック シリーズは、累計販売個数約5,500万個の人気製品。
パケットを１つずつ並べた距離は、なんと地球３周分にも。

12万人毎日広がる笑顔

世界中に広がるニュースキンの社会貢献活動。その成果は、
１日に12万人の子どもたちの笑顔につながっています。

116約 万人
会員数

ニュースキンの会員として製品を愛用している人々は
世界中に約116万人います。

120億ドルボーナス累計

＊ニュースキンのセールス コンペンセーション プランに基づき
　ブランド メンバーに支払われる報酬。

以上のボーナス＊支払い（2017年時点）

1%
ニュースキンジャパンは全製品の売上利益の１％を、
子どもたちの笑顔をつくる活動に役立てています。

売上利益の寄付

ナリッシュ ザ チルドレン プログラムをとおして会員が購入し、
子どもたちに無償で提供されたビタミール（寄付専用の食糧）は
現在7億食を超えています。

7億食お届けしたビタミール 10約 億円
FFG基金

「ニュースキンジャパン フォース フォー グッド基金」の累計
金額は約10億円にのぼり、子どもたちの明るい未来を創る
ための活動に役立てられています。

50マーケット約

世界で展開

アメリカ ユタ州から始まったニュースキン。
高品質な製品を約50のマーケットの人々にお届けしています。

エイジングの今と未来を見据えたトータル ケアを提案してきた
ageLOCブランドの売り上げが100億ドルを突破しました。

100億ドルageLOCシリーズ
　  世界累計売上

数字で読む、信頼。
世界に広がるニュースキン。

世界のアワードが証明する
数々のイノベーション

※以下はニュースキン エンタープライズでの受賞歴等の一部であり、
　記載されている製品名は米国の製品名およびブランド名となります。

長年にわたり、ニュースキンは数々の賞を受賞してきました。

人々の生活を豊かにするために続けてきた活動や革新的な製品、

信頼性の高いビジネスが世界中で高く評価されています。

2020年
ageLOC ルミスパ

2017年
ageLOC Me

2020年
ビジネス インテリジェンス グループ（BIG）
サステナビリティ アワード2020 
プログラム サステナビリティ 
リーダーシップ アワード（企業）

◀受賞履歴の詳細はこちら

主な受賞歴（一部）

ニュー ビューティ アワード 2020
最優秀クレンジング機器部門

ベストインビズ アワード
インターナショナル部門
もっとも革新的な製品 銀賞

ニュースキンが目指すのは、優れた業績だけではありません。素晴らしい人々、革新的な製品、Force for Goodという

文化、優れたビジネスの機会、これら４つによって育まれた信頼は、実績として数字にあらわれています。
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C a f éでヘルシーなオリジナル 
メニューを楽しむ（東京・大阪のみ）

スキン ケア＆ビューティー製品を
自由にお試し

肌の状態や栄養状態、
体脂肪や筋肉量等をセルフチェック

専用エリアで最新の
美容機器などをゆっくり体験

ニュースキンジャパン 
公式アプリ

お得な情報や
新着情報が受け取れる
公式ショッピング アプリ

ショッピングはもちろん、カタログやWebサイト
のチェック、ビジネス管理まで、このアプリ一つで
簡単に。プッシュ通知で最新情報もお届けします。

エクスペリエンス センターやイベントなど、
リアルな体験とも連動。AR機能を使った
コンテンツなど、新しい楽しみ方も提供します。

このカタログは一部、公式アプリの
「QRフォト機能」に対応しています。
詳しくはP20をご覧ください。

Digital 
  Experience

ダウンロードはこちらから

Androidをお使いの方

iPhone/ iPadをお使いの方

エクスペリエンス センターで、
新しい自分に出会う。

エクスペリエンス センターでできること

美しさと健康のヒントがつまった体験型の店舗、エクスペリエンス センター。

ニュースキン製品を試したり、肌や栄養の状態をチェックしたり。どなたでもご利用いただけます。

名古屋エクスペリエンス センター
（三井住友銀行名古屋ビル内）

※東京、大阪エクスペリエンス センターでは、一部製品を除き持ち帰り注文は
　できません。店頭で卸売価格5,500円（税込）以上のご注文で配送料が無料
　になります。

横浜エクスペリエンス センター
（横浜イーストスクエア内）

東京エクスペリエンス センター
（表参道）

福岡エクスペリエンス センター
（天神MENT ビル内）

大阪エクスペリエンス センター
（パシフィックマークス西梅田内）

まるでお店の中にいるように、
VR（ヴァーチャル リアリティ）で
エクスペリエンス センターの
雰囲気を体験できます。

全国5都市で展開

ヴァーチャル ツアーで体験

エクスペリエンス センター 
360° VRツアーはこちら▶
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ニュースキンでのお買い物を
より便利に簡単にする機能が満載

アプリならではの快適さや楽しさも
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さまざまな安心

自由な働き方

平等なチャンス
メーカー 商 社 問 屋 小売店

通常の流通システムの場合

消費者

ニュースキンの場合

消費者ブランド メンバーニュースキン

自分らしさを大事にできる。
やりがいがある。成長できる。
そんなビジネスを、ニュースキンは大切にします。

ニュースキンでは、人から人へ製品やサービスを広めていくダイレクト セリングのビジネス モデルを

採用しているので、中間コストが抑えられ、その分がビジネス会員へのボーナス等に還元されています。

シンプルな流通システム

ビジネス活動の基本は2つ

好きな製品を紹介しながら、ニュースキン ブランドのファンを増やしましょう。卸売価格で仕入れた製品を、
自分が決めた小売価格で販売してもOK。さまざまな特典がある会員登録をおすすめすることもできます。

収入の可能性にも興味をもった方には、ニュースキンのビジネス モデルを伝えましょう。会社の部下のような
存在ではなく、一緒に働く「仲間」として、起業家精神をもったビジネス パートナーを増やしてください。

ノルマなし＊、サポート体制も充実
＊登録時のみ登録料（税込4,500円）がかかります。年会費は無料です。

報酬制度や卸売価格は、経歴等に関係なし

仕事をする場所や時間、ペースはあなた次第

ニュースキンが目指すのは、ニュースキンの製品とビジネスをとおして、 一人でも多くの方にいつも

「最高のあなた」でいていただくこと。だからこそ、副業やパートタイムの仕事としても始めやすいビジネス 

モデルを提案し、イベントやデジタル ツール等をとおして、第一歩からしっかりサポートしています。

自分のスタイルで働ける

ニュースキン ビジネスの特長

製品をシェアする

ビジネス パートナーを増やす
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ニュースキン＆ファーマネックス小物 140

製品の注文方法

ビジネス サポート マテリアル

144
14 1

ニュースキン チャージアップ 22

美容機器
　ageLOC ブースト
　genLOC ルミスパ
　ageLOC ガルバニック スパ
　genLOC ガルバニック ボディ スパ
　genLOC Me
フェイス ケア
　genLOC フューチャー セラム
　genLOC エレメンツ パッケージ
サプリメント＆健康食品
　ユーススパン R
　アールスクエア
　TR90 ボディ システム

32
36
40
44
46

48
49

50
52
54

フェイス ケア
　ニュートリセンシャルズ
　ティ・エス トゥルー フェイス
　トゥルー フェイス シリーズ
　ニュー スキン ホワイト
　ニュー スキン エクストラマイルド
メイクアップ（ニュー カラー）
ボディ ケア
　サン ケア（サンライト）
ヘア ケア
　ティ・エス スカルプ ⅩⅦ 
　ニュートリオール
エスネピック
ライフ ケア（エコスフィア）
オーラル ケア（AP 24）
ライン アップ
美しい肌のためのQ&A
成分説明

58
69
73
74
75
76
78
84
8 7
88
90
9 1
92
95
96
98

104
106

おすすめサプリメント
ライフパック シリーズ
ソリューションズ
ライン アップ
栄養成分と原材料

1 10
1 14
1 19
130
134

 

❶製品コード

❷参考小売価格

❸卸売価格

❹ ADP

❺ PSV

ご注文の際にご利用いただく番号です。

ブランド メンバーの方が一般の方に製品を販売するときの目安となる
価格です。あくまで参考であり実際の小売価格はブランド メンバーの方が
自由にお決めいただけます。

ブランド メンバーおよびショッピング メンバーの方にお買い上げいただく
価格です。

ご指定の製品を月々自動配送するオートマティック デリバリー プログラム
（ADP）の対象製品であることを表します。継続６ヵ月目までは５％、７ヵ月
目からは最大10％の割引が適用されます。詳しくは、P146をご覧ください。

Personal Sales Volume のこと。ブランド メンバーが1ヵ月間にニュー 
スキンより購入した製品の価格をポイントとして換算したものです。  
※ショッピング メンバーの場合は、SPV（Shopping Member Personal Volume）。

❻配送専用 持ち帰り注文を承っているエクスペリエンス センターでも、お持ち帰り
いただけない製品です。

カタログの表記について

CO
N

TE
N

TS
❶

❷
❸ ❺
❹

❻ 配送専用

製品コード：03003610
参考小売価格：¥26,255（税抜¥24,310）
卸売価格：¥18,360（税抜¥17,000） PSV 119.75  
  5% ： ¥17,442（税抜¥16,150）  PSV 113.80 
  10%： ¥16,524（税抜¥15,300）  PSV 107.80  

8％（栄養補助食品、特定保健用食品）※ディープリリーフを除く

ニュースキン＆ファーマネックス小物、ビジネス サポート マテリアル

10％（化粧品、雑貨）、8％（栄養補助食品）

10％（化粧品、医薬部外品、雑貨）

10％

消費税率について ※食品は軽減税率8％の適用品目です。

QR フォト マーク
公式アプリのQRフォト機能の画面でカメラをこのマークのついた
画像にかざすと、購入ページなどにアクセスできます。
※公式アプリのダウンロード方法はP17をご覧ください。
※一部の端末ではご利用いただけません。
詳しくは公式アプリ内「サポート端末」をご覧ください。
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CTH＊で
構成する
3セット展開

ニュースキンを長く、深く、楽しむためのセット。

ニュースキン スタートアップがリニューアルしてパワーアップ！

ニュースキン製品を初めて使う方はもちろん、美と健康を充実させたいすべての方に。

現代人の多忙な生活や季節、ライフステージによって変化する興味や目的に合わせた、おすすめのセットをご用意。

さらに、選べる特典でフレキシブルにサポートします。トライアル セットを選ぶと、「肌づくり」や「健康づくり」が

気になる方へ次におすすめの製品を一緒にお届け。クーポンを選ぶと、気になる製品を自由に選んで購入可能です。

ニュースキン  チャージアップは、ワンランク上の「プレミアム セット」と基本の「ベーシック セット」で、

ニュースキンを幅広く楽しめます。あなたのニュースキン ライフをチャージアップしましょう！

NU SKIN
ニュースキン チャージアップ

セットは全部で39種類。欲しい製品と特典を自由に組み合わせることができます。

美顔器でプレミアムな肌づくりケア

4種類の
美顔器を含む
8セット展開

ライフパック
ナノ プラスを含む
3セット展開

or

or

or

スキン ケア&
ビューティー

サプリメント

スキン ケア&
ビューティー

サプリメントプレミアムなマルチビタミン＆ミネラル＋
目的別サプリによるワンランク上の健康づくり

毎日の基本のフェイス ケアで
肌本来の美しさへ導く肌づくり

気軽に始めたい人向けのお手頃な基本のサプリ＋
目的別サプリによる健康づくり

ライフパック
タブレットを含む
3セット展開

6パック入りミニサイズボックス

ミニサイズのCTH＊ケア4製品

＊ CTHについてはP58参照　※クーポン画像はイメージです。

プレミアム セット ベーシック セット

ニュースキン 
チャージアップ
について
詳しくはこちら   

▶▶▶  

クーポン

共通特典
選べるトライアル セット
またはクーポン

共通特典
￥500クーポン
共通特典

2021年3月
正式発売
予定

or or or
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Premium setNu Skin Charge-up

or

or

ナノ & ユーススパン® セット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136989
                   （ミニNano＋付き）：03136988
                   （クーポン1500付き）：03136887
参考小売価格：¥50,208（税抜¥46,489）
卸売価格：¥35,111 PSV 229.05（税抜¥32,510）

¥1,756お得
単品総価格より

5%：¥33,355 PSV 217.60（税抜¥30,884）
¥3,511お得10%：¥31,600 PSV 206.10（税抜¥29,259）

・ライフパック® ナノ プラス　・ユーススパン® R

ガルバニック スパ®＊ フルセット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136865
                   （ミニNano＋付き）：03137001 
                   （クーポン2000付き）：03137002
参考小売価格：¥77,702（税抜¥70,637）
卸売価格：¥54,337 PSV 357.65（税抜¥49,397）

¥2,716お得
単品総価格より

5%：¥51,621 PSV 339.75（税抜¥46,927）
¥5,433お得10%：¥48,904 PSV 321.95（税抜¥44,458）

・ageLOC® ガルバニック スパ®＊  ・genLOC® ガルバニック スパ®＊ フェイシャル ジェル  ・ageLOC® 
ガルバニック スパ®＊ パワーチャージ マスク®   ・ニュー スキン® トゥルー フェイス® ペプタイド ジェル
・ageLOC® ニュートリオール® スカルプ & ヘアー セラム   ・ニュー スキン® モイスチャー ミスト

ガルバニック スパ®＊ ジェル セット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136867
                   （ミニNano＋付き）：03137003
                   （クーポン1500付き）：03137004
参考小売価格：¥57,608（税抜¥52,370）
卸売価格：¥40,286 PSV 277.60（税抜¥36,623）

¥2,015お得
単品総価格より

5%：¥38,271 PSV 263.70（税抜¥34,791）
¥4,029お得10%：¥36,257 PSV 249.85（税抜¥32,961）

・ageLOC® ガルバニック スパ®＊  ・genLOC® ガルバニック スパ®＊ フェイシャル ジェル
×2箱  ・ニュー スキン® モイスチャー ミスト

ガルバニック ボディ スパ＊ フルセット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136870
                   （ミニNano＋付き）：03137005
                   （クーポン2000付き）：03137006
参考小売価格：¥64,579（税抜¥58,708）
卸売価格：¥45,160 PSV 311.60 （税抜¥41,055）

¥2,257お得
単品総価格より

5%：¥42,903 PSV 296.00（税抜¥39,002）
¥4,514お得10%：¥40,646 PSV 280.45（税抜¥36,950）

・genLOC® ガルバニック ボディ スパ＊  ・genLOC® ガルバニック ボディ ジェル  
・genLOC® ダーマティック エフェクツ  ・ニュー スキン® モイスチャー ミスト

ルミスパ® & アクセント セット
ノーマル 製品コード（ミニCTH付き）        ：03136871
                                  （ミニNano＋付き）：03137007
                                  （クーポン1500付き）：03137008
デリケート 製品コード（ミニCTH付き）        ：03136872
                                  （ミニNano＋付き）：03137009
                                  （クーポン1500付き）：03137010
しっとり 製品コード（ミニCTH付き）        ：03136873
                                  （ミニNano＋付き）：03137011
                                  （クーポン1500付き）：03137012
さっぱり 製品コード（ミニCTH付き）        ：03136874
                                  （ミニNano＋付き）：03137013
                                  （クーポン1500付き）：03137014
参考小売価格：¥44,501（税抜¥40,456）
卸売価格：¥36,036 PSV 179.90（税抜¥32,760）

¥1,802お得
単品総価格より

5%：¥34,234 PSV 170.90（税抜¥31,122）
¥3,604お得10%：¥32,432 PSV 161.90（税抜¥29,484）

・genLOC® ルミスパ® スターター キット  ・ageLOC® ルミスパ® アクセント
・ageLOC® ルミスパ® アイディアル アイズ®

ナノ & オーバードライブ セット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136992
                   （ミニNano＋付き）：03136991
                   （クーポン1000付き）：03136990
参考小売価格：¥32,803（税抜¥30,373）
卸売価格：¥22,939 PSV 149.60（税抜¥21,240）

¥1,147お得
単品総価格より

5%：¥21,792 PSV 142.15（税抜¥20,178）
¥2,293お得10%：¥20,646 PSV 134.65（税抜¥19,116）

・ライフパック® ナノ プラス　・オーバードライブ

ナノ & グリーン プラス セット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136995
                   （ミニNano＋付き）：03136994 
                   （クーポン1000付き）：03136993
参考小売価格：¥35,536（税抜¥32,904）
卸売価格：¥24,851 PSV 162.10 （税抜¥23,010）

¥1,243お得
単品総価格より

5%：¥23,608 PSV 154.00（税抜¥21,859）
¥2,485お得10%：¥22,366 PSV 145.85（税抜¥20,709）

・ライフパック® ナノ プラス　・ファーマネックス グリーン プラス

セット内容：
ライフパック® ナノ プラス 　6パック／3日分目安

ミニ ナノ プラス

ブースト 美容液セット
製品コード（ミニCTH付き）        ：03136998

（ミニNano＋付き）：03136999
（クーポン1500付き）：03137000

参考小売価格：¥47,190（税抜¥42,900）
卸売価格：¥33,000 PSV 208.70 （税抜¥30,000）

¥1,650お得
単品総価格より

5%：¥31,350 PSV 198.20（税抜¥28,500）
¥3,300お得10%：¥29,700 PSV 187.80（税抜¥27,000）

・ageLOC ブースト™ スターター キット  ・ageLOC ブースト™ ブライト トリートメント

2021年
4月発売予定

箱の内側には
使い方の紹介も。

通常製品サイズ

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。 ※クーポン画像はイメージです。

6パック入りミニサイズボックス

ミニサイズのCTH＊ケア4製品

クーポン金額はセットによって異なります。
紙ではなくデジタルクーポンとして自動付与されます。
※購入月の翌月2日に付与。付与された月の翌月末まで有効。
※詳しくは、公式Webサイトでご確認ください。

クーポン
¥2,000（税込）／¥1,500（税込）／¥1,000（税込）

プレミアム セット 「ワンランク上」のスキン　　　　　ケア習慣＆健康習慣

ニュースキン チャージアップ

美顔器でプレミアムな肌づくりケアスキン ケア&ビューティー

プレミアムなマルチビタミン＆ミネラル ＋ 目的別 　　　　 サプリによるワンランク上の健康づくりサプリメント

選べるトライアル セット
またはクーポン

共通特典

セット内容：
ニュー スキン®  クレンジング オイル 50mL 
ニュー スキン®  フェイス クレンジング フォーム 50mL
ニュー スキン®  Q10 スキン ローション 50mL
ニュー スキン®  ミルク ローション リッチ 30mL

ミニCTHセット

＊ CTHについてはP58参照
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・ニュー スキン® クレンジング オイル   
・ニュー スキン® フェイス クレンジング フォーム  
・ニュー スキン® Q10 スキン ローション   
・ニュー スキン® ミルク ローション リッチ

ライフパック® T & バイオギンコ セット
製品コード（クーポン500付き）：03136996
参考小売価格：¥20,910（税抜¥19,362）
卸売価格：¥14,624 PSV 95.40（税抜¥13,540）

¥733お得
単品総価格より

5%：¥13,891 PSV 90.60（税抜¥12,862）
¥1,464お得10%：¥13,160 PSV 85.80（税抜¥12,186）

・ライフパック® タブレット×2箱　・バイオギンコ

ライフパック® T & オーバードライブ セット
製品コード（クーポン500付き）：03136997
参考小売価格：¥20,185（税抜¥18,690）
卸売価格：¥14,116 PSV 92.05（税抜¥13,070）

¥707お得
単品総価格より

5%：¥13,409 PSV 87.45（税抜¥12,416）
¥1,412お得10%：¥12,704 PSV 82.85（税抜¥11,763）

・ライフパック® タブレット×2箱　・オーバードライブ

ライフパック® T & ティグリーン セット
製品コード（クーポン500付き）：03137018
参考小売価格：¥17,976（税抜¥16,645）
卸売価格：¥12,572 PSV 82.00（税抜¥11,640）

¥630お得
単品総価格より

5%：¥11,942 PSV 77.90（税抜¥11,057）
¥1,258お得10%：¥11,314 PSV 73.75（税抜¥10,476）

・ライフパック® タブレット×2箱　・ティグリーン™

・ニュートリセンシャルズ® ハイドラクリーン（クリーミー クレンジング ローション）   
・ニュートリセンシャルズ® イン バランス（pH トーナー）   
・ニュートリセンシャルズ® モイスチャーライズ ミー（インテンス ハイドレイティング クリーム）  
・ニュートリセンシャルズ® デイ ドリーム プロテクティブ ローション（ライトウェイト デイ
  モイスチャー ライザー）

・ニュートリセンシャルズ® トゥー ビー クリア（ピュア クレンジング リキッド）   
・ニュートリセンシャルズ® イン バランス（pH トーナー）   
・ニュートリセンシャルズ® スキンダルジェント（ハイドレイティング ジェル クリーム）   
・ニュートリセンシャルズ® デイ ドリーム プロテクティブ ローション（ライトウェイト デイ 
  モイスチャー ライザー）

クーポン 一律 ¥500（税込）

※クーポン画像はイメージです。

Basic setNu Skin Charge-up

￥500
クーポン

共通特典

紙ではなくデジタルクーポンとして自動付与されます。
※購入月の翌月2日に付与。付与された月の翌月末まで有効。
※詳しくは、公式Webサイトでご確認ください。

ベーシック セット 「基本」のスキン ケア習慣　　　　 ＆健康習慣

ニュースキン チャージアップ

スキン ケア&ビューティー

サプリメント

毎日の基本のフェイス ケアで肌本来の美しさへ導　　　　　く肌づくり

気軽に始めたい人向けのお手頃な基本のサプリ                  ＋ 目的別サプリによる健康づくり

CTH ジャパン ビューティ セット
製品コード（クーポン500付き）：03137015
参考小売価格：¥19,173（税抜¥17,430）
卸売価格：¥13,408 PSV 85.85 （税抜¥12,189）

¥671お得
単品総価格より

5%：¥12,737 PSV 81.50（税抜¥11,579）
¥1,338お得10%：¥12,070 PSV 77.20（税抜¥10,972）

CTH ニュートリセンシャルズ しっとり セット
製品コード（クーポン500付き）：03137016
参考小売価格：¥17,682（税抜¥16,074）
卸売価格：¥12,365 PSV 79.20 （税抜¥11,240）

¥620お得
単品総価格より

5%：¥11,745 PSV 75.20（税抜¥10,677）
¥1,237お得10%：¥11,128 PSV 71.25（税抜¥10,117）

CTH ニュートリセンシャルズ さっぱり セット
製品コード（クーポン500付き）：03137017
参考小売価格：¥17,682（税抜¥16,074）
卸売価格：¥12,365 PSV 79.20 （税抜¥11,240）

¥620お得
単品総価格より

5%：¥11,745 PSV 75.20（税抜¥10,677）
¥1,237お得10%：¥11,128 PSV 71.25（税抜¥10,117）
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エイジングの仕組みを根本から見つめる。
一歩先行くスペシャリティ ケア。

若 し々さを目指した画期的なエイジング ケア ブランド、ageLOC。

あなたの肌や好みに合わせてつくり上げるフェイス ケア、サロンでしか行えないような

トリートメントを叶える革新的な美容機器、さらにサプリメントなど幅広いライン アップで、

現在と未来を見据えたトータル ケアをご提案します。

ageLOCのスペシャリティ ケアを、あなたの美しさと健やかさのために。

美容機器
　ageLOC ブースト
　genLOC ルミスパ
　ageLOC ガルバニック スパ
　genLOC ガルバニック ボディ スパ
　genLOC Me
フェイス ケア
　genLOC フューチャー セラム
　genLOC エレメンツ パッケージ
サプリメント＆健康食品
　ユーススパン R
　アールスクエア
　TR90 ボディ システム

3 2
3 6
40
44
46

48
49

50
5 2
54
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ageLOC  製品の

世界累計売上が100億ドルを突破

AT-HOME BEAUTY DEVICE
SYSTEM BRAND – *

World’s

2008年に世界で最初のageLOC 製品が誕生して以来、エイジングの仕組みを根本から見つめ、

今と未来を見据えたトータル ケアを提案してきたageLOC。

なかでも今回の快挙達成に大きく貢献したのが、ルミスパやガルバニック スパ＊1 といった

革新的な美容機器と、機器と併用する優れたスキン ケア製品の数々で、

2017年および2018年の「家庭用美容機器システム ブランド＊2」において

世界ランク1位＊3を達成した、独自のシステム ケア製品たちです。

＊1  「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。
＊2  家庭用美容機器システムのライン アップは、発売からわずか18ヵ月で販売台数200万台超を達成したルミスパやガルバニック スパをはじめとする革新的
な美容機器と、その専用のスキン ケア製品をさします。

＊3  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）対象製品の掲載ページ見
開きの右上には、上部と同マークを付けています。

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一ス（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）」データベ一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。

「あなたにとって良いものだけを…」。その想いから生まれた製品を、

世界中の肌にお届けしているニュースキン。

2 0 0 1年には、ニュースキンがこだわり続ける「1滴に込めた力」がさらに活きる

家庭用美容機器を発売し、昨今ブームとなっているこの分野をリードしてきました。

以来、優れたスキン  ケア製品×専用の美容機器という、

自宅でスパのようなトリートメントを楽しむ独自のシステム  ケアで世界ランク第1位を達成。

これからも、あなたにとって良いものだけを、

1滴に込めてお届けします。

あなたにとって良いものが、

世界が No.1 と認めた良いものに。＊3

グローバルを舞台に企業向け市場調査を行う、世界有数の独立調査機関により、美容機器と、機器

と併用するスキン ケア製品の総売上高が2017年および2018年において、世界1位となりました。

 国際市場調査企業として世界的に著名なユーロモニター・インターナショナル社による

「家庭用美容機器システム ブランド＊2」世界ランク1位＊3を達成
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使う度に、美が高まる。
a g e L O C  ブースト。

コンパクト、スマート、シンプル。

美顔器トリートメントは手軽さの時代へ。

肌本来の美しさを高めて、

いきいきとしたハリとツヤで、輝く肌へ。

肌を慣らすことのない独自のテクノロジーと美容液が、

肌本来の美しさを高め、いきいきとしたハリとツヤで輝く肌へ。

軽量で簡単スワイプ操作の「新しい」美顔器の誕生です。

「家庭用美容機器システム ブランド＊1」世界ランク1位＊2から新登場

NEW

ageLOC ブースト™ スターター キット
製品コード：03001951
参考小売価格：¥39,325（税抜¥35,750）
卸売価格：¥27,500（税抜¥25,000）
セット内容：●ageLOC ブースト™ 本体  ●ageLOC ブースト™ ヘッドカバー
●クイック ガイド  ●マグネット充電器※USB接続
●ageLOC ブースト™ ブライト トリートメント（40g）

PSV 171.80

ageLOC ブースト™ ブライト トリートメント
製品コード：03001928
参考小売価格：¥7,865（税抜¥7,150）
卸売価格：¥5,500（税抜¥5,000）
　　　 5%： ¥5,225（税抜¥4,750）
　　　10%： ¥4,950（税抜¥4,500）
内容量：40g

PSV 35.05

PSV 33.20

PSV 36.90

ageLOC  ブースト本体と
専用美容液がセットになった、
最初にご購入いただくキット

ageLOC ブーストと一緒に使う専用美容液
ageLOC ブレンド（保湿成分）配合で、肌にうるおい、ツヤ、
輝きを与えます。ageLOC ブーストと一緒に使用することで、
より輝く肌へ。

2021年 3月正式発売予定

特長 1

特長 2

＊1  P31の「＊2」参照　＊2  P31の「＊3」参照

ageLO
C  

ブ
ー
ス
ト
™

AT-HOME BEAUTY DEVICE
SYSTEM BRAND – *

World’s

美
容
機
器

ageLOC ブースト
Webサイトは
こちら

▶▶▶ ▶▶▶

製品紹介
動画はこちら
（約25分）

▶▶▶
使用方法の
動画はこちら
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ageLOC ブーストのVパルス微弱電流テクノロジーと

専用美容液のageLOC ブレンド（保湿成分）などにより、肌を活気づけます。

肌本来の美しさを高めて、
いきいきとしたハリとツヤで、輝く肌へ。

特長 1

S E R U M

MICROCURRENT 
TECHNOLOGY

ageLOC ブレンド＊2配合

専用美容液
肌にうるおい、ツヤ、輝きをあたえます。Vパルス微弱電流を肌＊1に届け
るための仲介役を担うため、専用美容液はageLOC ブーストと必ず一緒
にご使用ください。環境に配慮した取り組み、グロービブ監修の環境制
御型農業で栽培された原料（成分名：パンクラチウムマリチムムエキ
ス＊2）を採用。

VARIABLE PULSE
ブルーのラインを境いに生じる

Vパルス微弱電流テクノロジー
微弱電流がプラスとマイナスに変化しながら、同時に
不規則なパルスを肌＊1に届ける「Vパルス微弱電流テ
クノロジー」。プラスとマイナスが自動的に入れ替わる
組み合わせが2.4秒ごとに発生し、同時に断続的で不
規則なパルスが毎秒8回発生します。

＊1  角層まで　＊2  保湿成分

手のひらサイズのコンパクト設計＆マグネット充電器採用・

スワイプ操作のスマートな操作性＆洗い流し不要の

美容液ならではのシンプルなステップ。

スワイプで操作

コンパクト、
スマート、シンプル。
美顔器トリートメントは
手軽さの時代へ。

特長 2

S I M P L E
シンプル
美容液ステップで使用するため、ageLOC ブレンドをそのまま肌に残す
シンプル ステップです。

SMART
スマート
本体を下から上へスワイプすると電源が入る、スワ
イプ操作を採用。マグネット充電器でスマートな充電
が可能です。

□ 美容液ステップ　 □ 洗い流さないでOK

COMPACT
コンパクト
手のひらサイズのコンパクト設計。手
に収まるほどの小さなサイズ感で、高
級シルバー スプーン1本程度の軽さ。
ポーチに入れてもかさばらず、持ち
運びにも便利です。

毎 日 ２ 分 間 の 美 顔 器トリートメントで 叶う「 輝く肌 」の       秘 密 を 解 析 AT-HOME BEAUTY DEVICE
SYSTEM BRAND – *

World’s

ageLO
C  

ブ
ー
ス
ト
™

美
容
機
器

Vパルス微弱電流テクノロジーの
紹介動画はこちら

マグネット充電器
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2つに分かれたヘッドそれぞれが
反対方向に回転。この独自設計が
美肌ストレッチに不可欠な回転運動を実現。

肌を適度につかみながら
美肌ストレッチを
きちんと行える表面デザイン。

肌にもやさしい、抗菌シリコンの
トリートメント ヘッド。ルミスパの特長を
実現するために厳選された素材。

細胞研究生まれの美肌ストレッチ。

真珠のような光沢とハリにあふれた肌へ。

肌へのやさしさが分かる
ゼリーを使った実験動画はこちら 

ジョセフ チャン 博士による
「genLOC ルミスパ 製品説明ムービー」は
こちら （ログインが必要です）

美肌ストレッチ 
【マイクロ パルス オシレーション テクノロジー】とは

マイクロ パルスとは、トリートメント ヘッドの独特な回転により
生じる肌への細かい振動のこと。オシレーションとは、2つに分
かれたトリートメント ヘッドがそれぞれ逆方向に回転する動き
を指します。この独特な肌表面での動きが、肌の構造に深く関
わっていることが判明。ルミスパに採用しました。

genLO
C

ル
ミ
ス
パ

®

®

AT-HOME BEAUTY DEVICE
SYSTEM BRAND – *

World’s

美
容
機
器

目覚めよ、美肌プロテイン。
美肌プロテインが目覚める3つのアプローチが、この1台に。

細胞研究生まれの美肌ストレッチ

洗顔を、肌を育てる時間に変える発想

美肌に導くベストパートナー

細胞レベルの研究に基づいて独自に考案した美肌ストレッチ（マイクロ パルス オシレーション テクノロジー採用）で、悩みのない肌へ。

genLOC ブレンド（保湿成分）を配合した、肌タイプ別のトリートメント クレンザーは、美肌ストレッチにふさわしい処方設計。
美肌づくりに欠くことのできない専用クレンザーです。

毎日の洗顔時間を有効活用。ルミスパは、毛穴を目立たなくし、なめらかで柔らかなハリのある肌へ。
抗菌シリコン採用のトリートメント ヘッドで、肌にやさしくお手入れできます。

genLOC ルミスパについて
詳細はこちら

  
▶▶▶  
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＋

標準タイプ しっかりタイプ やさしいタイプ

＊1  ageLOC ガルバニック スパ
＊2  genLOC Me
いずれも併用をおすすめしたい
ニュースキンの美顔器です。

朝

週2回程度

夜

＊1

【お手入れの順番】

メイク落とし
化粧水洗 顔 美容液

ジェル・乳液・
クリーム

ルミスパの美肌づくり。まずは、スターター キットから。

肌タイプに合わせて選べる

4 種類

genLOC® ルミスパ® トリートメント ヘッド
標準タイプ  　製品コード：03310013
しっかりタイプ  製品コード：03310015
やさしいタイプ  製品コード：03310014

　　　 5% ： ¥3,762（税抜¥3,420）
　　　10%： ¥3,564（税抜¥3,240）

卸売価格：¥3,960（税抜¥3,600）
参考小売価格：¥4,356（税抜¥3,960）

3種から選べる取り替えヘッド
お好みの使用感に合わせて、
「標準タイプ」「しっかりタイプ」「やさしいタイプ」の
3種をご用意しました。

オイリータイプの方に

▲ さっぱり　
ホワイト ティー＆ベルガモットの香り　

デリケート肌の方に

▲ デリケート
無香料

ドライタイプの方に

▲ しっとり　
バイオレット リーフ＆ミモザ ブロッサムの香り

ノーマルタイプ・
コンビネーションタイプの方に

▲ ノーマル
キューカンバー メロンの香り

＊2 ＊2

　　　 5% ： ¥3,762（税抜¥3,420）
　　　10%： ¥3,564（税抜¥3,240）

genLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー
ノーマル 
製品コード：03001492

しっとり 
製品コード：03001494

さっぱり 
製品コード：03001493

デリケート 
製品コード：03001491

卸売価格：¥3,960（税抜¥3,600）
参考小売価格：¥4,356（税抜¥3,960）

内容量 ： 100mL

肌タイプに合わせて4種から選べる専用クレンザー
genLOC ブレンド（保湿成分）を配合した美肌ストレッチに欠かせないトリートメント クレンザーです。

PSV 23.75

PSV 22.50

PSV 25.00

PSV 23.75

PSV 22.50

PSV 25.00

ageLOC® ルミスパ® アクセント
製品コード：03310050

卸売価格：¥7,788（税抜¥7,080）
参考小売価格：¥11,136（税抜¥10,124）

サロン並みのアイ ケアで、
目もとにも「目覚めよ、美肌プロテイン」
ルミスパのトリートメント ヘッドを付け替えて目もとをケア。
やさしく心地よい振動で目の周りの悩みに土台からアプローチします。

PSV 50.00

セット内容：ageLOC® ルミスパ® アクセント トリートメント ヘッド／
ageLOC® ルミスパ® アクセント トリートメント チップ ／スタート ガイド

ageLOC® ルミスパ® 
アイディアル アイズ®
製品コード：03001567

　　　 5% ： ¥4,891（税抜¥4,446）
　　　10%： ¥4,633（税抜¥4,212）

卸売価格：¥5,148（税抜¥4,680）
参考小売価格：¥7,361（税抜¥6,692）

目もとに革新を届ける、
唯一 のパートナー＊3

ageLOC ブレンド（保湿成分）を配合。
肌負担の軽減と、ルミスパの効果を
正確に届けることを両立させた、ルミスパ 
アクセント専用の目もと用美容液。

PSV 28.40

PSV 26.90

PSV 29.90

ageLOC® ルミスパ® アクセント
トリートメント チップ（2個入り）
製品コード：03310052

　　　 5% ： ¥1,881（税抜¥1,710）
　　　10%： ¥1,782（税抜¥1,620）

卸売価格：¥1,980（税抜¥1,800）
参考小売価格：¥2,831（税抜¥2,574）

メヂカラを育む、
独自開発のソフトウェーブ

＊1

「美肌ストレッチ」を目もと用に微弱化。
表面は立体的な2重ウェーブ状で、
デリケートな目もとの肌への負担を軽減しました。
肌当たりのソフトな抗菌シリコン素材。

PSV 9.50

PSV 9.00

PSV 10.00

セット内容：ageLOC® ルミスパ® アクセント 
トリートメント チップ 2個

＊1 メヂカラ：ハリと透明感（＊4）があり、瞳の存在感を際立たせる（アクセントの由来）理想的な目もとの状態に導くこと  
＊2 「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。
＊3 ニュースキン スキン ケア&ビューティー製品において  
＊4 うるおいのある肌の印象

目尻 まぶた 目袋 クマ

使い方動画はこちら▶

瞳の存在感を育む、新しいスパ のかたち。＊2
メ  ヂ  カ  ラ

＊1

genLOC® ルミスパ® スターター キット
ノーマル 
製品コード：03136649

しっとり 
製品コード：03136652

さっぱり 
製品コード：03136651

デリケート 
製品コード：03136650

卸売価格：¥23,100（税抜¥21,000）
参考小売価格：¥26,004（税抜¥23,640）

本体と選べる専用クレンザーがセットになった、最初にご購入いただくキット
genLOC ルミスパ本体とお好みのトリートメント クレンザーがセットになった4種類のキット。
肌タイプに合わせてお選びください。

セット内容：●genLOC® ルミスパ® 本体 ●充電スタンド（電源コード／電源プラグ付き） 
●トリートメント ヘッド（標準タイプ）※本体に付属 ●取扱説明書 ●スタート ガイド 
●genLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー（いずれか1本） 使い方動画はこちら▶

  PSV 100.00

Me ルミスパ アクセント

genLO
C

ル
ミ
ス
パ

®

®
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プロの技を自宅で簡単に。
なめらかでハリ感のある理想の肌イメージへ。

a g e L O C  ガ ル バ ニック ス パ ＊ は 、ガ ル バ ニック電 流 により、

各 種 ケア用 製 品 の 成 分 を 肌 に 届 けるよう設 計され た 、

ニュースキン の 代 表 的 な 美 容 機 器で す。

4 種 のコンダクターを 付 け 替えるだ けで、

フェイス  ケア、ボ ディ ケア、スカ ルプ  ケアのトリートメントが 可 能 に 。

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

genLOC® ガルバニック スパ ®＊

フェイシャル ジェル
製品コード：03003876
参考小売価格：¥6,556（税抜 ¥5,960）

卸売価格：¥4,585（税抜 ¥4,168）   PSV 33.00  

  5% ： ¥4,355（税抜 ¥3,959）   PSV 31.35  

  10%： ¥4,126（税抜 ¥3,751）   PSV 29.70  

内容量 ： 各 4mL × 4（4 回分）

白 ： フェイシャル プリ トリート ジェル  ＜洗浄成分＞ ココイルグルタミン酸 K
青 ： フェイシャル トリートメント ジェル  ＜保湿成分＞ アルギニン

ネック＆
デコルテ

ケア

COLUMN【フェイシャル ジェルの働き】

洗浄成分を配合したプリ トリート ジェルは、マイナスに帯電されています。フェイス 
コンダクターを付けたクローム接肌部分の電極をマイナスにすると、マイナス同士
が反発しあい、洗浄成分が毛穴に入り込んだ汚れをキャッチします。

保湿成分配合のトリートメント ジェルはプラスに帯電されています。フェイス コンダク
ターを付けたクローム接肌部分の電極をプラスにすると、プラス同士が反発しあい、保
湿成分が角層のすみずみまで浸透します。その際、 毛穴まで入り込んでいたマイナス
帯電のプリ トリート ジェルの洗浄成分は汚れと共に肌表面に引き出されます。

フェイス
ケア

エイジング ケアに着目したフェイシャル ジェル。ageLOC 
ガルバニック スパ＊との相乗効果で、みずみずしく健やかな肌
を保ちます。週に2回の集中トリートメントです。

2 種類のジェルで、すみずみまで美しく

セット内容：本体（単 4 形乾電池 2 本付属）／フェイス コンダクター／
スポット コンダクター／ボディ コンダクター／スカルプ コンダクター／
取扱説明書／クイック ガイド

ageLOC® ガルバニック スパ ®＊

製品コード：03310060
参考小売価格：¥41,905（税抜 ¥38,095）

卸売価格：¥29,304（税抜 ¥26,640）   PSV 200.00  

  5% ： ¥27,839（税抜 ¥25,308）   PSV 190.00  

  10%： ¥26,374（税抜 ¥23,976）   PSV 180.00  

トリートメント時間
（ドットの数で分数を示します）

トリートメント番号

 コンダクターを付け替えるだけで、フェイス ケア、
     スカルプ ケア、ボディ ケアがこの1台で行えます。

 １つの部位に最長5分の簡単ケアで、なめらかで
     ハリ感のある理想の肌イメージへと導きます。

 頭皮や髪へ触れる面積をさらに
     増やすために、人間工学に基いた設計を採用。

 コンダクターの先端を丸くしたことで滑りやすく。

頭皮に触れる面積が増大した、
スカルプ コンダクター

簡単で手軽に使える、1 台 4 役

同梱コンダクター

フェイス
コンダクター

ボディ
コンダクター

スポット
コンダクター

スカルプ
コンダクター

TM ®

　

ageLO
C ®  

ガ
ル
バ
ニ
ッ
ク 

ス
パ
＊®

www.galvanicspa.jp
ガルバニック スパ * 公式サイトはこちら  

▶▶▶   

1 番で 2 分 2 番で 3 分

この製品には、
フェイス コ ンダ クタ ー
ま た は ボ ディ コンダク
ターを使 用し、フェイシャ
ル プリ トリート ジェル

（白）を塗って1番で2分、
フェイシャル トリートメ
ント ジェル（青）を塗って
2 番で 3 分トリートメント
してくだ さい 。

美
容
機
器
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使い方動画はこちら ▶   

フェイシャル
プリ トリート ジェル（白）

フェイシャル
トリートメント ジェル（青）



この製品には
スポット コンダクターを使用し、
3番で5分トリートメントしてください。

ageLOC ® 

ガ
ル
バ
ニ
ッ
ク 

ス
パ
＊
パ
ワ
ー
チ
ャ
ー
ジ 

マ
ス
ク
／
ニ
ュ
ー
ト
リ
オ
ー
ル    

ス
カ
ル
プ 

& 

ヘ
ア
ー 

セ
ラ
ム

スポット
ケア

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

5番で 2分

3番で 5分

5番で 2分

製品コード：03002108
参考小売価格：¥9,061（税抜 ¥8,237）

卸売価格：¥6,336（税抜 ¥5,760）   PSV 36.00  

  5% ： ¥6,019（税抜 ¥5,472）   PSV 34.20  

  10%： ¥5,702（税抜 ¥5,184）   PSV 32.40  

内容量 ： 24mL × 5 袋

ageLOC® ガルバニック スパ ®＊

パワーチャージ マスク® 

この製品には
スカルプ コンダクターを使用し、
5番で2分トリートメントしてください。

スカルプ
ケア

美
容
機
器
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使い方動画はこちら ▶   

目もと・口もとにもピタッと密着する特殊
素材のマスク。たっぷりの美容成分＊1を
含むフィルムをのせた瞬間に、美容液に
抱かれるようなうるおいに包まれます。

 1ミリが叶えるフィット感

「フィルム状 美容液 」
マスクの上から、「押し込む→伸ばす→
引き上げる」＊2。微弱電流×密着マスクに
より、奥深く成分を浸透＊3。美顔器を活用
してピンッと感じる新しい美容法です。

アイロンをかけるように

上からガルバ。
トリートメント後の10分〜15分間は、
マスクで肌を密封して、余韻浸透＊3。
成分を外へ逃がさず、内へ内へ＊3届け
続けます。

10分後に驚く

密封パワーで、余韻浸透＊3。

健康的な頭皮環境で美しい髪へ。
男女 兼 用 の 頭 皮 の た め の 美 容 液 で
頭 皮・頭 髪をトリートメント。

頭皮へ広範囲にスプレーでき、まんべんなく成分を行き渡らせます。
朝晩2回。洗い流す必要がないため、毎日のケアが簡単に行えます。

スプレータイプの洗い流さないトリートメント

頭皮のためのageLOC ブレンドをはじめ、タンパク質やパンテノール、
カンゾウ根エキスなどを配合。うるおいのある健康的な頭皮環境に
整え、ハリ、コシ、ツヤのある美しい髪へと導きます。

頭皮と髪のために、盛りだくさんの成分を配合

ageLOCガルバニック スパ＊にスカルプ コンダクターを取り付けて
使用することで、頭皮に成分をしっかり浸透＊3。サロンのようなスカ
ルプ ケアが実現します。

サロン並みの本格スカルプ ヘッド スパ

肌にうるおいとハリを与える美容液です。ageLOC ガルバニック スパ＊と併用することで、目や口の周り、
額など、気になる部分にハリを与えるスペシャル ケアを行えます。

気になる部分のお手入れに

内容量 ： 30mL

＜整肌成分＞ パルミトイルテトラペプチド-7　
＜保湿成分＞ BG

ニュー スキン® トゥルー フェイス® ペプタイド ジェル
製品コード：03102704
参考小売価格：¥9,661（税抜 ¥8,783）
卸売価格：¥6,756（税抜 ¥6,142）   PSV 43.25  

  5%  ： ¥6,419（税抜 ¥5,835）   PSV 41.10  

  10%： ¥6,081（税抜 ¥5,528）   PSV 38.95  

＊ 1 保湿成分　＊ 2 ageLOC ガルバニック スパ＊を使ったお手入れ方法のこと。 ＊ 3 角層まで

時 代 の 変 わり目は 、
わ ず か 1 ミリ。
ちょっと未 来 の 常 識 。
ガ ル バ 電 流 で 送り込 む マスク。

フェイス
ケア

スポット
ケア

この製品には
フェイス・スポット コンダクターを使用し、
5 番で 2 分トリートメントしてください。

内容量 ： 75mL

＜ヘア コンディショニング成分＞ 加水分解酵母タンパク・
　　　　　　　　　　　　　　     パンテノール　
＜皮膚コンディショニング成分＞ カンゾウ根エキス

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
参考小売価格：¥7,928（税抜 ¥7,207）

卸売価格：¥5,544（税抜 ¥5,040）   PSV 33.80  

    5%  ：¥5,267（税抜 ¥4,788）   PSV 32.10  

    10%：¥4,990（税抜 ¥4,536）   PSV 30.45  

®

®

®

使い方動画はこちら ▶  
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GALVANIC BODY SPA

●気軽にトリートメント

genLOC ガルバニック
ボディ ジェルを塗るStep.1 genLOC ガルバニック

ボディ スパ＊でトリートメントStep.2 genLOC ダーマティック
エフェクツで仕上げるStep.4カラダに残った

ジェルを洗い流すStep.3

本格サロンのようなボディ ケア。
ボディの肌質を科学したガルバニック ボディ スパ＊。

OPTIMIZE
ボディの肌質に適したガルバニック パルス電流を採用。さらに肌の状態を自動診断して適した電流量に調整します。

COMFORT
人間工学に基づいて、軽さや持ちやすさ、肌当たりのよさを追求。ケアするたびに、思わずため息がもれるような心地よさが楽しめます。

SECRET
常にジェルをたくわえ、均一になじませられるように、肌に触れるコンダクター部分には溝がほどこされています。
genLOC 成分が肌（角層）に深く浸透するのをサポートします。

genLOC モード 表示

ガルバニック ボディ スパ＊＆ボディ ジェルを使用したあとに使う
ことで、肌をなめらかにし、ハリを高め、キメを整えます。さらに、
肌の表面をよりなめらかに美しく見せる効果も。

ガルバニック専用のトリートメント ジェル。本格エステと同様
のケアで、肌のハリを高め、全体的なスキン コンディションを
なめらかに整えます。

トリートメント効果をよりキープしながら、
肌を美しく見せるハリがあってなめらかなボディ スキンへ

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

時間表示（自動設定）
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セット内容：本体（単4 電池2本付属）／取扱説明書／ポーチ／スタンド

genLOC® ガルバニック ボディ スパ＊ 
製品コード：03101335
参考小売価格：¥46,096（税抜 ¥41,905）

卸売価格：¥32,234（税抜 ¥29,304）   PSV 220.00  

  5% ： ¥30,623（税抜 ¥27,839）   PSV 209.00  

  10%： ¥29,011（税抜 ¥26,373）   PSV 198.00  

内容量 ： 150g

＜整肌成分＞ ラミナリアディギタータエキス・カカオエキス

genLOC® ガルバニック ボディ ジェル
製品コード：03003902
参考小売価格：¥7,946（税抜 ¥7,224）

卸売価格：¥5,557（税抜 ¥5,052）   PSV 40.00  

  5% ： ¥5,279（税抜 ¥4,799）   PSV 38.00  

  10%： ¥5,002（税抜 ¥4,547）   PSV 36.00  

内容量 ： 150g

＜整肌成分＞ ブッソウゲ（ハイビスカス）エキス・ハチミツエキス
＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na

genLOC® ダーマティック エフェクツ
製品コード：03003903
参考小売価格：¥7,946（税抜 ¥7,224）

卸売価格：¥5,557（税抜 ¥5,052）   PSV 40.00  

  5% ： ¥5,279（税抜 ¥4,799）   PSV 38.00  

  10%： ¥5,002（税抜 ¥4,547）   PSV 36.00  

www.galvanicspa.jp
ガルバニック スパ * 公式サイトはこちら  

▶▶▶   

美
容
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器
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セット内容：●genLOC Me® 本体（約 11.8 ×9.9×22.0cm、重量 680g） 
●標準カートリッジ セット（日中用乳液28mL×1、夜用乳液28mL×1、
美容液 12mL × 3 種類） ● genLOC Me® セラム カートリッジ ホルダー
＆コネクター ●単 3 乾電池 4 本 ● genLOC Me® ACアダプター ●取扱
説明書 ●スタート ガイド

genLOC Me® スターター キット

＊ 角層まで

genLOC Me® セラム カートリッジ ホルダー & コネクター、トラベル ケース、AC アダプター　  P141

美
容
機
器
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未体験 の 浸 透＊1が 肌 の 未 来 を 変えていく。

手 を 差し込 む だ けで、私 の た め に 選 ば れ たフェイス  ケアが 、1 滴ごとに 、

目 の 前で 抽 出される g e n L O C  M e 。

さまざまな 肌 悩 み に 対 応 する最もパワフル な 処 方＊2と、

そ の パワーを 失うことなく調 合 する専 用の 製 造 マシーン、

そして画 期 的 なウェブ  チェック プ ログラムで 実 現した 、私 だ け のフェイス  ケア。

そ の 1 滴 から始まる未 体 験 の 浸 透＊1が 、肌 の 未 来 を 変えてい きます。

www.genlocme.jp
genLOC Me 公式サイトはこちら  

▶▶▶   

＊ 1 角層まで   ＊ 2 genLOC 史上

日中は、紫外線･乾燥などのダメージをケアするために。

夜は、うるおいをしっかり補給するために。2種類の乳液を、

適切な時間に「適時浸透＊」させます。

「適時浸透＊」させる

2 種類 の乳 液

朝も、夜も、あなたは、ただ手を差し込むだけ。2種類の

乳液を、必要な時間に「適時浸透＊」させるための機能を、

製造マシーンに持たせました。

肌の24 時間を見つめた

美肌コンシェルジュ
機能

シミ、年齢ライン、キメなど、悩みのある場所に、3 種類の

美容液をストレートに「適所浸透＊」させます。

「適所浸透＊」させる

3種類 の 美容 液

製造マシーンには、3 種類の美容液を、エアレス状態で

均 等な層に調合する機能も内蔵。処方を壊すことなく

「適所浸透＊」を実現します。

美容液を約 40 層にして調合する

genLOC マイクロ 
レイヤリング製法

美容液

角層

肌のザラつきに  肌を保護し、なめらかでツヤ・キメの整ったうるおいのある肌へ導く。R

シミ悩みに  明るさ、透明感に満ちたうるおいのある肌へ導く。 
年齢ラインの肌悩みに  みずみずしいハリのある、引き締まった肌へ導く。

X

Q

〈肌の断面図イメージ（角層まで）〉

R X Q

genLOC Me本体を通した場合 genLOC Me本体を通さなかった場合

genLOC Me本体で調合した美容液は、本体で調合しなかった場合に比べ、高い
浸透量＊1が認められる（ニュースキンジャパン調べ＊2）。
＊1 「浸透量」とは、皮膚透過試験における指標成分の角層浸透量のこと。
＊2 効能効果を示すものではありません。

少ない 多い

〈美容液成分の浸透量＊1〉

genLOC Me本体で
調合した場合

皮膚への浸透量＊1

genLOC Me本体で
調合しなかった場合 浸透量＊1は

約3倍

※ニュースキン会員専用に、認証番号（IC チップ）付きで販売されている製品です。※genLOC Meを通じてお客様が提供される情報（ウェブ チェックの結果）は、ニュースキンの
個人情報保護基本方針に従って使用され、保護されます。個人情報保護については、当社の公式Webサイトをご覧ください。 ※genLOC Me マイ カートリッジ セットのご購入に
必要なウェブ チェックの結果は、製品開発に活用させていただきます。※スターター キットには、あなた専用のカートリッジ セットをつくり上げるための基準となる標準カート
リッジがセットされています。基準としての役割を十分に果たすため、お手元に届きましたら、早めのご使用をおすすめします。

genLOC Me フェイス ケアの
すべてが揃った最初にご購入いただくキット

セット内容：●日中用乳液 28mL × 1 ●夜用乳液 28mL × 1 ●美容液
12mL × 3 種類  ● genLOC Me® セラム カートリッジ ホルダー＆コネ
クター

genLOC Me® マイ カートリッジ セット

ウェブ チェックで私のために選ばれた、
genLOC Me フェイス ケアのカートリッジ

製品コード：ウェブ チェックで得られる専用コード
卸売価格：¥20,840（税抜¥18,945）   PSV 135.00  

    5% ： ¥19,798（税抜 ¥17,998）   PSV 128.25  

   10%： ¥18,756（税抜 ¥17,051）   PSV 121.50  

genLOC Me 専用のカートリッジ セット

配送専用

AT-HOME BEAUTY DEVICE
SYSTEM BRAND 2017–2018*

World’s

※2021年夏ごろリニューアル予定 ※2021年夏ごろリニューアル予定 

製品コード：03001640
卸売価格：¥73,260（税抜¥66,600）   PSV 450.00  
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ハリ／滑 ら か／ うる お い／キ メ／

              引 き 締 め ／ ツ ヤ ／ 保 護

7つのサイン、7日間。

signs

メイク
落とし

洗顔 保湿化粧水 美容液
夜

朝 ジェントル
クレンズ
＆ トーン

ハイドレイ
ティング

ローション

フューチャー
セラム

レディアント デイ SPF22

トランスフォーミング ナイト

　SECRET
エイジング ケアに着目。ニュースキン独自の成分ブレンド＊を
配合し、みずみずしく健やかな肌を保ちます。

　SATISFY
素肌にすばやく馴染み、うるおいで満たします。手のひらが
吸い付くような感触。使ったその時から、ふっくらとみずみず
しい肌を実感していただけます。

　SOPHISTICATED
いまお使いのスキン ケア ラインにプラスするだけで、ワンランク
上のお手入れを実現。シンプルな使い方なので、どなたでも
お使いいただけます。 ＊保湿剤

年齢を重ねるごとに、
美しくなる人へ。
ニュースキンの技術を結集した

最もプレミアムな製品。

25 年の歳月をかけたエイジング ケア研究によって

生まれた genLOC シリーズ最初の製品。

毎日を変えていく、
そして未来へ。
ちょっと特別な日常を、

genLOC エレメンツ。

＊保湿剤

　SENSATION
日々 のお手入れに先進のエイジング ケアを
入れた、ニュースキンならではの提案です。

　SYSTEM
システムで使用することでトータルに肌へ
働きかけます。

　SECRET
すべてに独自の成分ブレンド＊を配合、みず
みずしく健やかな肌を保ちます。

洗顔料に化粧水の機能がプラスされた
フォーミング タイプのクレンザー。

SPF22・PA++で日中の紫外線から肌を
守りながら、うるおいとハリを与える乳液。

肌にうるおいを与えながら、夜寝ている
間に働きかけるリッチなクリーム。

肌にうるおいを与えながらエイジング ケア。
genLOCスキン ケアのための
ジェルタイプ化粧水。

1 2 3 4
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内容量 ： 30mL

＜整肌成分＞ ダイサンチク葉／茎エキス・エンドウエキス・
グルコサミンHCl

genLOC® フューチャー セラム
製品コード：03003883
参考小売価格：¥29,801（税抜 ¥27,092）

卸売価格：¥20,840（税抜 ¥18,945）   PSV 150.00  

  5% ： ¥19,798（税抜 ¥17,998）   PSV 142.50  

  10%： ¥18,756（税抜 ¥17,051）   PSV 135.00  

　 ジェントル クレンズ & トーン
　 ハイドレイティング ローション 
　 レディアント デイ SPF22（チューブタイプ）
　 トランスフォーミング ナイト 

1
2
3
4

genLOC® 
エレメンツ パッケージ Ⅱ
製品コード：03136025
参考小売価格：¥28,145（税抜 ¥25,586）

卸売価格：¥19,682（税抜 ¥17,893）   PSV 141.65  

  5% ： ¥18,698（税抜 ¥16,998）   PSV 134.55  

  10%： ¥17,714（税抜 ¥16,104）   PSV 127.50  

1
3
4

　 ジェントル クレンズ & トーン
　 レディアント デイ SPF22（チューブタイプ）
　 トランスフォーミング ナイト

genLOC® 
エレメンツ パッケージ 
製品コード：03003887
参考小売価格：¥21,854（税抜 ¥19,867）

卸売価格：¥15,282（税抜 ¥13,893）   PSV 110.00  

  5% ： ¥14,518（税抜 ¥13,198）   PSV 104.50  

  10%： ¥13,754（税抜 ¥12,504）   PSV 99.00  

内容量 ： 60mL

＜洗浄成分＞ ココイルメチルタウリンNa　
＜保湿成分＞ ベタイン・グリセリン

1  genLOC®   
　ジェントル クレンズ ＆トーン
製品コード：03003882
参考小売価格：¥6,159（税抜 ¥5,599）
卸売価格：¥4,308（税抜 ¥3,916）   PSV 31.00  

  5%  ： ¥4,091（税抜 ¥3,719）   PSV 29.45  

  10%： ¥3,876（税抜 ¥3,524）   PSV 27.90  

内容量 ： 50mL

＜整肌成分＞フサザキスイセン根エキス・チョウセンゴミシ果
実エキス・アルギニン＜保湿成分＞ベタイン・アラントイン 
＜皮膚コンディショニング成分＞β‐グルカン

2  genLOC®   
　ハイドレイティング ローション
製品コード：03003892
参考小売価格：¥7,946（税抜 ¥7,224）
卸売価格：¥5,557（税抜 ¥5,052）   PSV 40.00  

  5%  ： ¥5,279（税抜 ¥4,799）   PSV 38.00  

  10%： ¥5,002（税抜 ¥4,547）   PSV 36.00  

内容量 ： 30g

＜整肌成分＞ ダイサンチク葉／茎エキス・エンドウエキス・グル
コサミンHCl ＜保湿成分＞ セラミドNP

4  genLOC®   
　トランスフォーミング ナイト
製品コード：03003880
参考小売価格：¥9,338（税抜 ¥8,489）
卸売価格：¥6,530（税抜 ¥5,936）   PSV 47.00  

  5%  ： ¥6,203（税抜 ¥5,639）   PSV 44.65  

  10%： ¥5,877（税抜 ¥5,343）   PSV 42.30  

内容量 ： 25mL

＜整肌成分＞ ダイサンチク葉／茎エキス・エンドウエキス・グル
コサミンHCl・ヘキサペプチド-2

3  genLOC®  
　レディアント デイ SPF22（チューブタイプ）

製品コード：03003904
参考小売価格：¥8,146（税抜 ¥7,405）
卸売価格：¥5,697（税抜 ¥5,179）   PSV 41.00  

  5%  ： ¥5,411（税抜 ¥4,919）   PSV 38.95  

  10%： ¥5,126（税抜 ¥4,660）   PSV 36.90  
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近年のニーズに対応

＊3パワーバランス

約10倍量配合＊5

純度約99%
トランス型レスベラトロール

＊4

近年のニーズに対応

＊3パワーバランス

約10倍量配合＊5

純度約99%
トランス型レスベラトロール

＊4

近年のニーズに対応

＊3パワーバランス

約10倍量配合＊5

純度約99%
トランス型レスベラトロール

＊4

若さの「 質 」に挑む。ユーススパン R 誕生

2 016 年 の 発 売 以 来 、多くの 方々に 愛されるユ ースス パ ン が 、

急 速 に 変 化 する日本 の 現 状 に 合 わ せてスピード 感 をもってリニューアルしました 。  

注 目 のトランス 型レス ベラトロー ル を 新 た な パワー バランス＊3で 増 量 配 合 。

体 の 中 の 健 康 だ けで は なく、言 葉 や 外 見 の 冴え＊1という領 域 にまで 踏 み 込 ん だ

新 ユ ースス パ ン R が 、日本 に 新 時 代 の 幕 を 開 けます。

 

ユ
ー
ス
ス
パ
ン  

R
®

ユーススパン R の製品特長を
分かりやすく説明した
製品紹介動画はこちら ▶▶▶   

全身の「冴え」
という次世 代 基準へ。

＊1

全身の冴え＊1を科学し、たどりついたのが、「知的瞬発力」と「外見力」という２つの基軸。＊6

そのために、知的健康と美的健康の根本にアプローチする成分に着目。ageLOC ブレンド中の
トランス型レスベラトロールの増量を、緻密な配合設計で実現しました。ニュースキンの研究・
試験データで認められた2 つの力で、 話したときにも見た目にも、欲しかった冴え＊1を。

それは、言葉に出る。外見に出る。

トランス型レスベラトロールをはじめ 、E P A・D H A など 世 界 の 健 康 長 寿 食と
言わ れている原 材 料をベースに選 び 抜 い た 12 の 成 分＊8 からなる ageLOC ブレンド。
その 良 質 な 原 材 料 の 総 合 力を、さらなるパワーバランスへと進 化 ＊7させました。

ageLOC ブレンドの力が、全方位 進 化
＊7

。

ニュースキンこだわりの成分を、コンパクトなソフトカプセルに凝 縮 。
1 回 分 ず つ の 個 包 装 にし、1日2回に分けて摂ることを習慣化しやすくしました。
オフィスや旅行などにも携帯して続けやすく、またアンチ・ドーピング 認 証 取 得で、
プロフェッショナル な 体 づくりにも対 応しています。

いつでも、だれをも、支えるために。

アスタキサンチン（ヘマトコッカス藻抽出物由来）

コエンザイムQ10

クエルセチン（エンジュ抽出物由来）

α-リポ酸

柑橘系バイオフラボノイド

ローズマリー

トマトリコピン

ビタミンD（脂溶性）

trans-レスベラトロール

リモネン（オレンジ香料由来）

魚油 （EPA、DHA）

ムラサキトウモロコシ

「インフォームドチョイス」は英国LGC社が審査する国際的なアンチ・ドー
ピング認証プログラムです。このマークは、スポーツ競技における禁止
物質としてWADA（世界アンチドーピング機構）リストに掲載されている
物質に関する広範囲で厳格なテストに合格したことを保証するものです。

＊2
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＊1 ニュースキンが考える若さの定義「体の内側だけでなく、見た目印象や、話したときの印象で、いきいきと健康的で若々しい様子」に基づくもの。　＊2 ＊1の定義に基づいたニュース
キンが考えるいきいきと健康的で若々しい印象の要素のこと。　＊3 ageLOC ブレンドのそれぞれの成分がニュースキンが考える理想的なバランスで新設計されたこと。　＊4 98.5%
＊5 当社従来品比　＊6 ＊1の定義に基づいたニュースキンが考えるいきいきと健康的で若々しい印象の切り口のこと。　＊7 トランス型レスベラトロールを増量した製品設計になっ
たこと。　＊8 アスタキサンチン、コエンザイムQ10、クエルセチン、アルファリポ酸、柑橘系バイオフラボノイド、ローズマリー、トマトリコピン、ビタミンD（脂溶性）、トランス型レスベラト
ロール、リモネン、魚油（EPA、DHA）、ムラサキトウモロコシ

製品コード：03001981
参考小売価格：¥23,166（税抜 ¥21,450）

卸売価格：¥16,200（税抜 ¥15,000）   PSV 105.70  

  5% ： ¥15,390（税抜 ¥14,250）   PSV 100.40  

  10%： ¥14,580（税抜 ¥13,500）   PSV 95.10  

内容量：123.8g
60 パック／ 30日分目安

召し上がり方：
栄 養 補 助 食 品として、1 日 2 パックを目安に水などでお召し上
がりください。

■原材料をご確認いただき、食物アレルギーをおもちの方はお召し上がり
にならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・
薬剤師とご相談ください。■体質、体調に合わない場合は、お召し上がりに
ならないでください。■お子様の手の届かない場所に保管してください。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＜アレルギー原材料＞大豆、豚ゼラチン、オレンジ

栄養成分・原材料 134 ページ

ユーススパン® R
名称 ： 魚油含有加工食品



ピュア×パワー。
Your life, night and day.
新しい（若 し々さ）2。

30 年にわたる独自の研究と科学の手法を用いて

開発された栄養補助食品です。

＜アレルギー原材料＞
リニュー：豚ゼラチン
リチャージ：大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 134 ページ

1   アールスクエア 
      リニュー（ReNEW）

名称 ：  オリーブ葉＆果実・ブラッド 
オレンジ加工食品

内容量：32.1g

60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 2 カプセル
を目安に水などでお召し上がりくだ
さい。

2   アールスクエア 
      リチャージ（ReCHARGE）

名称 ：  冬虫夏草・ザクロ・紅蔘加工 
食品

内容量：108.5g

180カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 6 カプセル
を目安に水などでお召し上がりくだ
さい。

【リニュー・リチャージ】 ■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方
は医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師
にご相談ください。

【リチャージ】 ■本品を摂取する場合は、同主成分や同種主成分を配合しているコーディマックス、
ベニックス、ローヤルゼリー、メタボトリム ダイエットとの併用は避けてください。■カプセル内容
物に黒褐色の粒状のものが見える場合がありますが、大豆由来成分のため、品質には問題ござい
ません。

SCIENCE
深化する独自のサイエンスの手法を用いて、
ひとつひとつの健やかさを追求しました。

SOLUTION
=ReNEW × ReCHARGE。
2つの健やかさのカタチです。

SYNERGY
今日と明日のあなたが変わる、
独自のソリューションを提案します。

 1 2

アールスクエア
製品コード：03136701
参考小売価格：¥19,305（税抜 ¥17,875）

卸売価格：¥13,500（税抜 ¥12,500）   PSV 88.05  

  5% ： ¥12,825（税抜 ¥11,875）   PSV 83.65  

  10%： ¥12,150（税抜 ¥11,250）   PSV 79.25  
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毎日を健やかでパワフルにお過ごしいただけるよう、独自の成分
ブレンドを配合。活力のある毎日を目指す方やタフでいたいと
感じている方にお勧めです。

深化する独自のサイエンスの手法により開発された、内からの
「キレイ」を目指すための成分ブレンドを配合。若 し々く、美しい
日 を々サポートします。

エネルギッシュな毎日を求めている方へピュアな毎日を目指している方へ

製品コード：03003894
参考小売価格：¥9,266（税抜 ¥8,580）

卸売価格：¥6,480（税抜 ¥6,000）   PSV 42.25  

  5% ： ¥6,156（税抜 ¥5,700）   PSV 40.15  

  10%： ¥5,832（税抜 ¥5,400）   PSV 38.05  

内容量：32.1g
60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 2 カプセルを目安に水などでお召し上がり
ください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師
にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中
止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞
豚ゼラチン

栄養成分・原材料 134 ページ

アールスクエア
リニュー（ReNEW）
名称 ： オリーブ葉＆果実・ブラッドオレンジ加工食品

 単品  

製品コード：03003895
参考小売価格：¥11,120（税抜 ¥10,296）

卸売価格：¥7,776（税抜 ¥7,200）   PSV 50.70  

  5% ： ¥7,387（税抜 ¥6,840）   PSV 48.20  

  10%： ¥6,998（税抜 ¥6,480）   PSV 45.65  

内容量：108.5g
180カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 6 カプセルを目安に水などでお召し上がり
ください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師
にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中
止し、医師にご相談ください。■本品を摂取する場合は、同主成分や同種主成分を
配合しているコーディマックス、ベニックス、ローヤルゼリー、メタボトリム ダイエットと
の併用は避けてください。■カプセル内容物に黒褐色の粒状のものが見える場合が
ありますが、大豆由来成分のため、品質には問題ございません。

＜アレルギー原材料＞
大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 134 ページ

アールスクエア
リチャージ（ReCHARGE）
名称 ： 冬虫夏草・ザクロ・紅蔘加工食品

 単品  
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バニラ味 チョコレート味 ヨーグルト味

1日 1パック

＜目安量＞

1日 3カプセル

＜目安量＞

1日 3カプセル

＜目安量＞

4 52 316

栄養成分・原材料 134ページ

TR90    ボディ システム パッケージ 
製品コード：03136779
参考小売価格：¥195,078（税抜¥180,628）

™

卸売価格：¥136,420（税抜¥126,315）PSV 1,000.00

ジャンプスタート（2箱） 　フィット（3本） 　コントロール（3本）　　
シェイク（バニラ2箱・チョコレート2箱・ヨーグルト2箱） 　シェイカーボトル
クイックガイドブック　

1 2 3
4 5
6

システム内容：

栄養成分・原材料 134ページ

1日 1～2パック

＜目安量＞

ペットボトルに入れ
やすいパック形状

筋肉に理想的なタンパク質を
動物性タンパク質も植物性タンパク質もバランスよく手軽に摂取。
筋肉量のアップや、引き締まったボディの維持をサポートします。

4  TR90™ シェイク

召し上がり方 ： 栄養補助食品として、1日1～２パックを目安に、水など（約250ｍL）に1パックをよく溶かして、すぐにお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。■体調により、多少
お腹がゆるくなることがあります。

名称 ： 大豆・乳タンパク加工食品

＜原材料＞ 大豆タンパク、乳タンパク、タルトチェリー粉末 など　　　　＜アレルギー原材料＞ 乳、大豆

内容量 ： 645g（43g×15パック） 

単品

参考小売価格：¥7,413
卸売価格：¥5,184

 5%： ¥4,925
10%： ¥4,666

PSV 24.70

PSV 23.45

PSV 22.20

バニラ味  製品コード：03003577

（税抜¥4,800）

（税抜¥4,560）
（税抜¥4,320）

（税抜¥6,864） 参考小売価格：¥7,413
卸売価格：¥5,184

 5%： ¥4,925
10%： ¥4,666

PSV 24.70

PSV 23.45

PSV 22.20

チョコレート味  製品コード：03003578

（税抜¥4,800）

（税抜¥4,560）
（税抜¥4,320）

（税抜¥6,864） 参考小売価格：¥7,722
卸売価格：¥5,400

 5%： ¥5,131
10%： ¥4,860

PSV 25.70

PSV 24.45

PSV 23.15

（税抜¥5,000）

（税抜¥4,751）
（税抜¥4,500）

（税抜¥7,150）

まずボディを整えて、やる気を出します。その後の
モチベーションの維持や、もう一度やる気を高め
たいときにもおすすめです。

運動効果を高め、より引き締まった理想のボディ
を目指します。継続して摂ることで燃えやすいカ
ラダづくりをサポートします。

燃えるカラダづくりをサポート結果を出すためのベースづくりに
健やかなリズムを整え、誘惑に負けない気持ちを
サポート。ボディとマインドの両方にアプローチ
します。

カラダも気持ちもイキイキと

1  TR90™ ジャンプスタート

＜原材料＞ ウチワサボテン粉末、サフランエキス、
ザクロ抽出物、ブラッドオレンジエキス粉末 など

召し上がり方 ： 栄養補助食品として、1日1パックを目安にお好み
により60～240mL程度の水などに混ぜてお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳
中の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調
に合わない場合は速やかに摂取を中止し、医師にご相談ください。

内容量 ： 36g（2.4g ×15パック）

3  TR90™ コントロール2  TR90™ フィット

召し上がり方：栄養補助食品として、1日3カプセルを目安
に水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳
中の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調
に合わない場合は速やかに摂取を中止し、医師にご相談ください。

内容量 ： 55g（614ｍg×90カプセル）

＜原材料＞ カカオ粉末、タルトチェリー粉末、ザクロエキス、
L-テアニン など
＜アレルギー原材料＞ 豚ゼラチン

召し上がり方：栄養補助食品として、1日3カプセルを目安
に水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳
中の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調
に合わない場合は速やかに摂取を中止し、医師にご相談ください。

内容量 ： 51g（570ｍg×90カプセル）

＜原材料＞ ブラッドオレンジエキス粉末、緑茶抽出物、
柑橘系果物エキス、クエルセチン、唐辛子粉末、
昆布・ワカメ抽出物 など
＜アレルギー原材料＞ 豚ゼラチン

名称 ： ウチワサボテン加工食品 名称 ： ブラッドオレンジエキス粉末加工食品 名称 ： カカオ粉末加工食品

製品コード：03003750
参考小売価格：¥20,077
卸売価格：¥14,040

 5%： ¥13,338
10%： ¥12,636

製品コード：03003751
参考小売価格：¥21,622
卸売価格：¥15,120

 5%： ¥14,364
10%： ¥13,608

製品コード：03003752
参考小売価格：¥21,622
卸売価格：¥15,120

 5%： ¥14,364
10%： ¥13,608

単品 単品 単品

PSV 87.45

PSV 83.10

PSV 78.70

PSV 94.20

PSV 89.50

PSV 84.80

PSV 94.20 

PSV 89.50

PSV 84.80

（税抜¥13,000）

（税抜¥12,350）
（税抜¥11,700）

（税抜¥18,590）
（税抜¥14,000）

（税抜¥13,300）
（税抜¥12,600）

（税抜¥20,020）
（税抜¥14,000）

（税抜¥13,300）
（税抜¥12,600）

（税抜¥20,020）

はじめの90日間に！
「ボディ システム パッケージ」

TR90の製品は、「ジャンプスタート」「フィット」「コントロール」

「シェイク」の4つ。これらを、はじめの90日間に必要なバランス

で組み合わせたものが「ボディ システム パッケージ」です。まず

は、「ボディ システム パッケージ」を90日間摂りましょう。

※製品はリニューアルされる場合があります。

ヨーグルト味  製品コード：03136352

™
TR90

www.tr 90.jp
TR90 公式サイトはこちら

タンパク質は、肉類、大豆、牛乳、鶏卵などに含まれています。多くのダイエットでは、カロリーを減らすことを重視しているため、
主要な栄養素を均等に減らし、タンパク質の摂取量が不足する傾向にありました。筋肉量を増やし、基礎代謝を高めることを
目指すTR90 ボディ システムでは、タンパク質の摂取を重視しています。

タンパク質を
重視

成分・原材料 ■ウチワサボテン粉末 ■ザクロ（石榴） ■テアニン（L-テアニン） ■柑橘系果物エキス
■緑茶抽出物■唐辛子粉末 ■昆布・ワカメ抽出物 ■さくらんぼ粉末（タルトチェリー粉末）

■カカオ豆
■ブラッドオレンジ

製品 × 食事 × 運動
言いわけしない自分へ。90DAYSボディメイク

TR90は、ニュースキン独自のテクノロジーで目指すボディへアプローチするプログラムです。
はじめの90日間は「ボディ システム パッケージ」で、健やかな食生活と、アクティブな運動習慣を身につけ、

90日後は目的に合わせて選んだ製品で、ヘルシーなライフスタイルを維持します。

サ
プ
リ
メ
ン
ト
＆
健
康
食
品
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肌で感じるエイジング ケアで
今日を、未来を、もっと美しく。

「あなたにとって良いものだけを…」創業以来変わらぬ開発理念のもと、肌にやさしい成分を使用し、

さまざまなタイプの肌や繊細なニーズに応えるニュースキン ブランドの製品。

美しく年を重ねることにこだわり、多くの研究者のたゆまぬ努力と長年の研究によって生まれました。

フェイス ケアやメイクアップ、ボディ ケア等、多彩なライン アップは、肌本来の美しさを引き出すために。

フェイス ケア

　ニュートリセンシャルズ

　ティ・エス トゥルー フェイス

　トゥルー フェイス シリーズ

　ニュー スキン ホワイト

　ニュー スキン エクストラマイルド

メイクアップ（ニュー カラー）

ボディ ケア

　サン ケア（サンライト）

58
69
73
74
75
76
78
84
87

ヘア ケア

　ティ・エス スカルプ XⅦ

　ニュートリオール

エスネピック

ライフ ケア（エコスフィア）

オーラル ケア（AP 24）

ライン アップ

美しい肌のためのQ&A

成分説明

88
90
9 1
9 2
95
96
98

104
106
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＊CTHとは「Cleanse（洗う）」 「Tone（整える）」 「Hydrate（補う）」の頭文字からきています。

肌本来の美しさを引き出す

理論T H
Tone Hydrate

C
Cleanse

CTH理論で肌本来の美しさを引き出す、

ニュースキンのフェイス ケア。

毎日の基本のお手入れに、

スペシャル ケアを加えた

シンプルなステップで、理想の肌を

目指します。

ジェル

クールな使用感で
さっぱりとした
うるおいを与える

エンハンサー

〈使用量目安〉パール粒大

乳液

軽い感触で
しっとりとした
うるおいを与える　　

ミルク ローション リッチ

〈使用量目安〉パール粒大

スプレータイプ

サッと手軽に必要な
うるおいを与える

モイスチャー ミスト

〈使用量目安〉適量

しっとりタイプ

コエンザイムQ10の
保湿力で活力に
満ちた肌に整える

Q10 スキン ローション

〈使用量目安〉コットンを2枚重ねて
両端に指一本分を残してヒタヒタに

泡タイプ

うるおいを
守りながら汚れを
しっかり落とす
フェイス クレンジング
フォーム

〈使用量目安〉2プッシュ分

オイルタイプ

しっかり
メイクも
やさしく落とす
クレンジング
オイル

〈使用量目安〉4プッシュ分

クリーム

リッチな感触で豊かな
うるおいを与える

リジューベネイティング
クリーム

〈使用量目安〉大きめパール粒大

しっとりタイプ

肌のpHバランスを
整える

pH バランス 
リッチ トーナー

〈使用量目安〉コットンを2枚重ねて
両端に指一本分を残してヒタヒタに

ジェルタイプ

軽いメイクを
さっぱり落とす

フェイス クレンジング
ジェル

〈使用量目安〉約6cm分

使用方法について
詳しくは動画で

使用方法について
詳しくは動画で

使用方法について
詳しくは動画で

使用方法について
詳しくは動画で

メイク落とし 洗　顔 化粧水 乳液・ジェル・クリーム

肌本来の美しさを引き出す、ニュースキンのフェイス ケアの考え方です。

美しい肌は、「洗う（Cleanse）」「整える（Tone）」「補う（Hydrate）」という

３つの要素によってつくられます。シンプルな基本のお手入れがつくる

「美肌トライアングル」で、理想の肌を目指します。

CTH理論とは

整える
ToneT洗う

CleanseC 補う
HydrateH

Cleanse

美 肌
トライアングル

整える T

C 洗う

Tone
補う

Hydrate
H

C
T
H
理
論
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※製品はリニューアルされる場合があります。58 59



● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

● NORMAL
● OILY
● COMBINATION

● NORMAL
● DRY
● COMBINATION

メイク落とし部
門

NO.
売上1
ニュースキン

 洗顔料部門

NO.
売上1
ニュースキン

肌になじませるだけで、メイクや毛穴の汚れを素早く浮き上が
らせます。洗い流したあとの肌はベタつかず、さっぱり爽やか。
うるおいを保ち、なめらかな肌に整えます。

落ちにくいメイクや汚れを肌なじみのよいオイルで浮き上が
らせて、洗い流すタイプの洗顔料です。しっとりとなめらかに
洗い上げます。

キメ細かな泡が汚れをしっかり落とします。ポンプを押すだけで
泡が出るので、 泡立てる手間がかかりません。軽いメイクも
落とせます。

メイク落としジェル洗い流すタイプのメイク落とし 泡タイプの洗顔料

ニュー スキン®
フェイス クレンジング ジェル

内容量 ： 115g

＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na
＜エモリエント成分＞ スクワラン

製品コード：03102887
参考小売価格：¥4,046（税抜 ¥3,678）

卸売価格：¥2,829（税抜 ¥2,572）   PSV 18.10  

  5% ： ¥2,688（税抜 ¥2,444）   PSV 17.15  

  10%： ¥2,547（税抜 ¥2,315）   PSV 16.30  

ニュー スキン ®
フェイス クレンジング フォーム

内容量 ： 200mL

＜保湿成分＞ トレハロース・PCA-Na

製品コード：03102888
参考小売価格：¥3,303（税抜 ¥3,003）

卸売価格：¥2,310（税抜 ¥2,100）   PSV 14.80  

  5% ： ¥2,195（税抜 ¥1,995）   PSV 14.05  

  10%： ¥2,080（税抜 ¥1,891）   PSV 13.30  

ニュー スキン ®
クレンジング オイル

内容量 ： 150mL

＜エモリエント成分＞ オリーブ油・アーモンド油・コーン油

製品コード：03102886
参考小売価格：¥4,624（税抜 ¥4,204）

卸売価格：¥3,234（税抜 ¥2,940）   PSV 20.70  

  5% ： ¥3,072（税抜 ¥2,793）   PSV 19.65  

  10%： ¥2,911（税抜 ¥2,646）   PSV 18.60  

60 61
角層

うるおいのベール（水分・油分）

水分

ファンデーション
などのメイクアップ

角層

角層

ホコリ、汗、汚れ

余分な皮脂や
古い角質

角層

水分

水分

角層

うるおいのベール（水分・油分）

水分

ファンデーション
などのメイクアップ

角層

角層

ホコリ、汗、汚れ

余分な皮脂や
古い角質

角層

水分

水分

メイクアップをしっかり落とすために。
メイク落としには、メイクアップを落とす役割
があります。メイクアップを落とさないでいる
と、肌トラブルの原因に。落とし残しがあると、
油分が酸化して、肌老化も引き起こします。

肌を清潔にするために。
洗顔は、余分な皮脂、古い角質、ホコリ、汗、
雑菌などを落とす役割があります。必要な
うるおいは守りながら、汚れを落とし、その
後のフェイス ケア効果も高めます。

メイクアップを浮 か せて落とします

余 分 な 皮 脂 や 汚 れを 落とします

FACE CARE　

美しい肌の基本はメイクや汚れを

きちんと落とすこと。肌のタイプや

使用感でお選びいただけます。

メイク落としの使い方
詳しくは動画で ▶▶▶▶▶

洗 顔料の使い方
詳しくは動画で ▶▶▶Cleanse

メイク落としの 役 割

洗 顔 料 の 役 割

メイク落とし／洗顔料
洗うC

Cleanse

メ
イ
ク
落
と
し 

／ 

洗
顔
料

FAC
E C

A
RE



※製品はリニューアルされる場合があります。

洗顔後、アルカリ性に傾いた肌のpHを本来の弱酸性に戻し、うる
おいを守りながらキメを整える、しっとりタイプの化粧水です。

サッとひと吹きするだけで必要な水分を補給し、肌をしっとりなめ
らかに保つスプレータイプの化粧水です。

pH バランスを整える 
しっとりタイプの化粧水

ニュー スキン ®
pH バランス リッチ トーナー

内容量 ： 150mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エキス・イノノツス
オブリクウスエキス・テマリカタヒバエキス・エゾウコギ根エキス・ラ
ポンチクムカルタモイデス根エキス
＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na・キダチアロエ葉エキス

製品コード：03102690
参考小売価格：¥2,890（税抜 ¥2,627）

卸売価格：¥2,021（税抜 ¥1,837）     PSV 12.95  

  5% ： ¥1,920（税抜 ¥1,745）   PSV 12.30  

  10%： ¥1,819（税抜 ¥1,654）   PSV 11.65  

ニュー スキン ®
モイスチャー ミスト

内容量 ： 250mL

＜保湿成分＞ PCA-Na・ヒアルロン酸 Na・アロエベラ液汁

製品コード：03101226
参考小売価格：¥2,591（税抜 ¥2,355）

卸売価格：¥1,812（税抜 ¥1,647）   PSV 11.60  

  5% ： ¥1,722（税抜 ¥1,565）   PSV 11.00  

  10%： ¥1,631（税抜 ¥1,483）   PSV 10.45  
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角層

うるおいのベール（水分・油分）

水分

ファンデーション
などのメイクアップ

角層

角層

ホコリ、汗、汚れ

余分な皮脂や
古い角質

角層

水分

水分

COLUMN
【Q10 スキン ローションのポイント】

コエンザイムQ10と3 つの成分の効果で、素肌
にキメ・ハリ・ツヤをもたらします。

◦コエンザイムQ10
　年齢と共に低下する
　肌本来の機能を正常に保ち、
　健やかな肌をつくります。

◦ビタミンE・C
　製品の抗酸化剤として配合されて
　います。

◦無色カロチノイド
　外的刺激から肌を守り、健やかに保ちます。

COLUMN【pH】

一般に人の皮膚の pH は5.5前後の弱酸性（ただし、年齢・性別・部位により多少の差
がある）といわれています。これは皮膚の表面に分泌された皮脂に由来する脂肪酸
や、汗に含まれる乳酸や尿素などの影響によります。このため、洗浄などで皮膚がア
ルカリ性に傾いたときは、中和剤や酸性成分を与えて、本来の弱酸性の pH に戻して
あげるスキン ケアを行いましょう。

COLUMN【PCA-Na（NaPCA）】

dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液。皮膚中に多く含まれる天然の保湿因子で、吸湿
性に優れ、皮膚や毛髪に良好な湿潤性を示し、柔軟性、弾力性を与えます。

コエンザイムQ10
無色カロチノイド

ビタミンE・C 

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

● NORMAL
● DRY

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

コエンザイムQ10ほか、保湿効果の高い
成分を配合。みずみずしいうるおいが角層
のすみずみまで浸透し、活力に満ちた健や
かな素肌に保ちます。

キメ・ハリ・ツヤを整える化粧水 スプレータイプの化粧水

化 粧水の使い方
詳しくは動画で ▶▶▶FACE CARE　Tone

洗顔後の水分補給は肌を本来の

pH バランスに戻し、キメを整えます。

お好みのタイプをどうぞ。

  化粧水
整えるT

Tone

肌のうるおいバランスを整えるために。
化 粧 水には、洗 顔 後 の肌に水分を補うと
共に、pH バランスを戻しキメを整える役割が
あります。また水分を補うことで、後に使う
美 容 液 やクリームなどをなじ み や すくし
ます。

洗 顔 後 の 肌 に 水 分を与えます

化 粧 水 の 役 割

化粧水部門

NO.
売上1
ニュースキン

ニュー スキン ®
Q10 スキン ローション

内容量 ： 150mL

＜整肌成分＞ ユビキノン（コエンザイムQ10）・
アルテミアエキス
＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na・BG・グリセリン

製品コード：03102889
参考小売価格：¥5,781（税抜 ¥5,255）

卸売価格：¥4,043（税抜 ¥3,675）   PSV 25.90  

  5% ： ¥3,840（税抜 ¥3,491）   PSV 24.60  

  10%： ¥3,639（税抜 ¥3,308）   PSV 23.30  

化
粧
水
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※製品はリニューアルされる場合があります。
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● NORMAL
● DRY

● OILY
● COMBINATION

角層

うるおいのベール（水分・油分）

水分

ファンデーション
などのメイクアップ

角層

角層

ホコリ、汗、汚れ

余分な皮脂や
古い角質

角層

水分

水分

乳液／ジェル／
クリームの 使 い方
詳しくは動画で ▶▶▶▶FACE CARE　Hydrate

水分を与えた肌は保湿成分で

しっとりつややかに。肌なじみのよい

軽いつけ心地とハリのある感触を

お試しください。

  乳液／ジェル／クリーム
補う        H

Hydrate

肌のうるおいを保つために。
乳液・ジェル・クリームには、化粧水で補った
水分を肌に閉じ込める役割があります。う
るおいのベールで肌を覆い、水分が逃げる
のを防ぎ、肌に水分と油分をバランスよく届
けます。

肌 に 水 分を閉じ込 め 、
うるお いをキープします

乳液・ジェル・
クリームの 役 割

ジェル部門

NO.
売上1
ニュースキン

クリーム部門

NO.
売上1
ニュースキン

肌にさっぱりとしたうるおいを与える、クールなコンディショニング
ジェル。オイル分を含まないため、ライトな使用感です。アフター
シェーブにもお使いいただけます。

肌をしっとりなめらかに整えるリッチな感触のクリームです。
豊かなうるおいを与え、乾燥しがちな肌を保護します。

ニュー スキン ®
エンハンサー

内容量 ： 100g

＜保湿成分＞ アロエベラ液汁・ヒバマタエキス

製品コード：03110308
参考小売価格：¥3,270（税抜 ¥2,973）

卸売価格：¥2,287（税抜 ¥2,079）   PSV 14.65  

  5% ： ¥2,173（税抜 ¥1,975）   PSV 13.90  

  10%： ¥2,059（税抜 ¥1,872）   PSV 13.20  

ニュー スキン ®
リジューベネイティング クリーム

内容量 ： 75g

＜保湿成分＞ ヒバマタエキス・パンテノール・ヒアルロン酸 Na 
＜エモリエント成分＞ マカデミア種子油

製品コード：03110258
参考小売価格：¥8,070（税抜 ¥7,336）

卸売価格：¥5,643（税抜 ¥5,130）   PSV 36.15  

  5% ： ¥5,360（税抜 ¥4,873）   PSV 34.35  

  10%： ¥5,079（税抜 ¥4,617）   PSV 32.50  

リッチな感触のクリームさっぱりとみずみずしいジェル

● NORMAL
● DRY

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

ノーマルからドライタイプに。みずみずしい
感触で肌に浸透、角層のうるおいを逃がさ
ずキメの整ったもっちり肌に保ちます。

どなたでもお使いいただけるオール スキン
タイプ。SPF15・PA++で、日中の紫外
線や乾燥から肌をしっかり守ります。

高い保湿効果で、
しっとりとした肌に整える乳液

生活紫外線や乾燥から守りながら、
みずみずしい肌に整える昼用乳液

乳液部門

NO.
売上1
ニュースキン

ニュー スキン ®
ミルク ローション リッチ

内容量 ： 100mL

＜エモリエント成分＞ マカデミアナッツ脂肪酸
フィトステリル 
＜整肌成分＞  カロチン 
＜皮膚保護成分＞ デュナリエラサリナエキス

（無色カロチノイド）

製品コード：03102890
参考小売価格：¥5,465（税抜 ¥4,968）

卸売価格：¥3,821（税抜 ¥3,474）   PSV 24.45  

  5% ： ¥3,630（税抜 ¥3,300）   PSV 23.20  

  10%： ¥3,440（税抜 ¥3,127）   PSV 22.00  

ニュー スキン ®
ミルク ローション SPF

内容量 ： 100mL

＜整肌成分＞β -カロチン 
＜皮膚保護成分＞ デュナリエラサリナエキス

（無色カロチノイド） 
＜紫外線吸収剤＞ メトキシケイヒ酸エチルへ
キシル

製品コード：03001362
参考小売価格：¥5,465（税抜 ¥4,968）

卸売価格：¥3,821（税抜 ¥3,474）   PSV 24.45  

  5% ： ¥3,630（税抜 ¥3,300）   PSV 23.20  

  10%： ¥3,440（税抜 ¥3,127）   PSV 22.00  

※在庫がなくなり次第、販売終了

乳
液 

／ 

ジ
ェ
ル 
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※製品はリニューアルされる場合があります。
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● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

● NORMAL
● DRY
● COMBINATION

● NORMAL
● OILY
● COMBINATION

パウダーとリキッド同量を混ぜ
合わせてお使いください。

（小物は別売です）

肌を傷つけず、古くなった角質や余分な皮脂を
すっきり落とします。しっとりなめらかな素肌に。

くすみの原因となる古い角質や毛穴の汚れを落
としながら、キメを整え、肌にみずみずしいハリを
与えます。

うるおいを与えながら、肌の余分な皮脂や古く
なった角質、毛穴の汚れを落とすパックです。

クルミ殻粒入りのスクラブ ペアで使うパック洗い流すパック

 単品  

 単品  

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

Special car
e

くすみの原因となる古くなった角質や落ちにくい汚れをオフ。
洗顔後のワン ステップで、見違える肌に。

スペシャル ケア スクラブ ／ パック
Treatment

毎日のお手入れにプラスする高機能トリートメント。
肌を思いやるお手入れで、上質な素肌へと導きます。

トリートメント 美容液 ／ ふき取り美容液 

ニュー スキン® 
フェイシャル スクラブ

内容量 ： 100g

肌の状態に合わせて、週 1 ～ 2 回を目安にお使いください。
＜スクラブ成分＞ テウチグルミ殻粒

製品コード：03102709
参考小売価格：¥3,634（税抜 ¥3,304）
卸売価格：¥2,541（税抜 ¥2,310）   PSV 16.25  

  5%  ： ¥2,415（税抜 ¥2,194）   PSV 15.45  

  10%： ¥2,287（税抜 ¥2,079）   PSV 14.65  

古い角質をやわらげ、ふき取るための美容液で
す。肌のキメを整え、次に使う化粧水のなじみを
よくします。朝夕の洗顔後にお使いください。

ふき取るタイプの美容液

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

ニュー スキン® 
クリア エッセンス

内容量 ： 100mL

毎日の朝夕の洗顔後に、継続したご使用をおすすめします。
＜保湿成分＞ セージ水

製品コード：03001337
参考小売価格：¥5,663（税抜 ¥5,148）
卸売価格：¥3,960（税抜 ¥3,600）   PSV 25.35  

  5%  ： ¥3,762（税抜 ¥3,420）   PSV 24.10  

  10%： ¥3,564（税抜 ¥3,240）   PSV 22.80  

ニュー スキン® フェイス リフト パック
（パウダー リキッド）

内容量 ： パウダー 75g　リキッド125mL

肌の状態に合わせて、週 1 ～ 2 回を目安にお使いください。
＜保湿成分＞ アロエべラ液汁・パンテノール   
＜パック成分＞ アルブミン・コーンスターチ

製品コード：03110262
参考小売価格：¥8,903（税抜 ¥8,094）
卸売価格：¥6,226（税抜 ¥5,660）   PSV 39.85  

  5%  ： ¥5,915（税抜 ¥5,377）   PSV 37.90  

  10%： ¥5,603（税抜 ¥5,094）   PSV 35.90  

ニュー スキン® 
フェイス リフト パウダー

内容量 ： 75g

製品コード：03110263
参考小売価格：¥5,977（税抜 ¥5,434）
卸売価格：¥4,180（税抜 ¥3,800）   PSV 26.75  

  5%  ： ¥3,971（税抜 ¥3,610）   PSV 25.45  

  10%： ¥3,762（税抜 ¥3,420）   PSV 24.10  

ニュー スキン® 
フェイス リフト リキッド

内容量 ： 125mL

製品コード：03110264
参考小売価格：¥2,926（税抜 ¥2,660）
卸売価格：¥2,046（税抜 ¥1,860）   PSV 13.10  

  5%  ： ¥1,944（税抜 ¥1,767）   PSV 12.45  

  10%： ¥1,841（税抜 ¥1,674）   PSV 11.80  

油溶性と水溶性の整肌成分配合の2つ
の美容液を使用時に混ぜ合わせ、新鮮な
状態で肌に届けます。ハリや弾力感のあ
る、みずみずしい肌へと導きます。

肌のために、より多くの
成分を届ける2 槽式の美容液

ニュー スキン ®
ビューティー エッセンス デュオ

内容量 ： 50mL（25mL × 2）

＜整肌成分＞ アスタキサンチン・アルブチン・
アセチルヘキサペプチド-8・パルミチン酸レチ
ノール・ダイズ種子エキス・パパイア果実エキス
＜製品の抗酸化剤と整肌成分＞ テトラヘキシ
ルデカン酸アスコルビル（ビタミンC 誘導体）
＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na

製品コード：03101349
参考小売価格：¥7,865（税抜 ¥7,150）

卸売価格：¥5,500（税抜 ¥5,000）   PSV 35.20  

  5% ： ¥5,225（税抜 ¥4,750）   PSV 33.45  

  10%： ¥4,950（税抜 ¥4,500）   PSV 31.70  

ニュー スキン® 
クレイ パック

内容量 ： 100g

肌の状態に合わせて、週 1 ～ 2 回を目安にお使いください。
＜保湿成分＞アロエベラ液汁・カギイバラノリエキス
＜皮脂吸着成分＞カオリン・ベントナイト

製品コード：03101192
参考小売価格：¥5,055（税抜 ¥4,595）
卸売価格：¥3,534（税抜 ¥3,213）   PSV 22.65  

  5%  ： ¥3,357（税抜 ¥3,052）   PSV21.50  

  10%： ¥3,181（税抜 ¥2,892）   PSV20.35  

「油溶性整肌成分」「水溶性整肌成分」、
それぞれの容器から2タイプの美容
液が同時に出ます。それぞれを混ぜ
て使用することで、さまざまな整肌
成分を新鮮な状態で肌に届けること
ができるのです。

リフト ブラシ、
ファン リフト ブラシ、
フェイス リフト ディッシュ
　　 P140

ニュー スキン独自の
2 槽式の美容液

ス
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＊1  大気汚染、ブルーライト・赤外線・紫外線、乾燥によって生じる肌への負担のこと。　
＊2  環境ストレスで生じた肌への負担を跳ね返す肌の力をサポートし、肌本来のもつ働きが、バランスの取れた状態になること。　
＊3  品種のこと。　

厳しい環境に柔軟に適応し、強い生命力をもつ
植物＊3のスキン ケアで、環境ストレス＊1に負けない肌＊2へ。

ニュートリセンシャルズ® 

NU
TRICENTIALS®

つのシリーズ5特徴的な
ニ
ュ
ー
ス
キ
ン
 シ
リ
ー
ズ

強い生命力をもち、厳しい環境に適応する

5つの植物＊3 から抽出されたエキスを配合した、

「バイオ アダプティブ ボタニカル ブレンド（皮膚コンディショニング成分）」

が、大気汚染、ブルーライト・赤外線・紫外線、乾燥による

日々の環境ストレス＊1 を跳ね返す肌の力を包括的にサポートします。

ニュートリセンシャルズで、毎日、お気に入りの肌で過ごそう！

バイオ アダプティブ ボタニカル ブレンドが、肌をサポート。

パッケージには再生プラスチックを積極的に採用。

環境に配慮したサステナビリティへの取り組みを実践しています。

サステナビリティに配慮したパッケージ。

エイジング ケアは、新領域へ

先端のサイエンスでハリとうるおいを

紫外線に負けない明るく輝く肌へ

「理想的なうるおい膜」で
デリケート肌にやさしいうるおいを

®

強い生命力をもつ植物由来成分ブレンドで
環境ストレス＊1に負けない肌＊2へ

NU
TRICENTIALS®
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● NORMAL
● DRY

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

● OILY
● COMBINATION

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

肌に必要なうるおいをしっかり守りながら、皮膚に
付着した汚れをやさしく落とす洗顔料。しっとり、
なめらかに洗い上げます。

洗顔後、アルカリ性に傾いた肌表面のpHを
本来の弱酸性に戻します。キメを整え、肌を
しっとりなめらかに保ちます。

肌に必要なうるおいを保ちながら、皮膚に付着した
汚れ、余分な皮脂、毛穴の汚れ、古くなった角質を
しっかりと落とします。さっぱりとした洗い上がりです。

SPF35・PA+++。日中の紫外線・赤外線・ブルーライト
の肌への負担を軽減。みずみずしく、ハリのあるキメの
整った肌へと導きます。

ローションタイプの洗顔料 pH バランスを整える化粧水リキッドタイプの洗顔料 光から肌を守る、
みずみずしい乳液（SPF 付き）

ニュートリセンシャルズ ®
トゥー ビー クリア 

（ピュア クレンジング リキッド）

ニュートリセンシャルズ ®
デイ ドリーム プロテクティブ ローション 

（ライトウェイト デイ モイスチャー ライザー）

内容量 ： 150mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エキ
ス・イノノツスオブリクウスエキス・テマリカタヒバエキ
ス・エゾウコギ根エキス・ラポンチクムカルタモイデス
根エキス
＜保湿成分＞ ヒアルロン酸 Na

内容量 ： 50g

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エキス・イノノ
ツスオブリクウスエキス・テマリカタヒバエキス・エゾウコギ根
エキス・ラポンチクムカルタモイデス根エキス・オオミテングヤ
シ果実油・ペポカボチャ果実エキス・カルノシン

製品コード：03001781
参考小売価格：¥4,129（税抜 ¥3,754）

卸売価格：¥2,888（税抜 ¥2,625）     PSV 18.50  

  5% ： ¥2,742（税抜 ¥2,493）   PSV 17.55  

  10%： ¥2,599（税抜 ¥2,363）   PSV 16.65  

製品コード：03001786
参考小売価格：¥4,968（税抜 ¥4,516）

卸売価格：¥3,474（税抜 ¥3,158）     PSV 22.25  

  5% ： ¥3,300（税抜 ¥3,000）   PSV 21.15  

  10%： ¥3,126（税抜 ¥2,842）   PSV 20.00  

Cleanse
洗顔料
洗うC

Cleanse

Tone
  化粧水
整えるT

Tone

Hydrate

  乳液
補う        H

Hydrate
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ニュートリセンシャルズ ®
ハイドラクリーン 

（クリーミー クレンジング ローション）

ニュートリセンシャルズ ®
イン バランス 

（pH トーナー）

内容量 ： 150g

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エ
キス・イノノツスオブリクウスエキス・テマリカタヒバ
エキス・エゾウコギ根エキス・ラポンチクムカルタモ
イデス根エキス
＜エモリエント成分＞ メドウフォーム油
＜整肌成分＞ ダイズステロール 
＜保湿成分＞ オウシュウヨモギエキス 

内容量 ： 150mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エ
キス・イノノツスオブリクウスエキス・テマリカタヒバ
エキス・エゾウコギ根エキス・ラポンチクムカルタモ
イデス根エキス・アロエベラ液汁・ヒアルロン酸 N a
＜保湿成分＞ PCA - Na
＜収れん成分＞ ハマメリス水

製品コード：03001780
参考小売価格：¥4,129（税抜 ¥3,754）

卸売価格：¥2,888（税抜 ¥2,625）     PSV 18.50  

  5% ： ¥2,742（税抜 ¥2,493）   PSV 17.55  

  10%： ¥2,599（税抜 ¥2,363）   PSV 16.65  

製品コード：03001784
参考小売価格：¥2,890（税抜 ¥2,627）

卸売価格：¥2,021（税抜 ¥1,837）     PSV 12.95  

  5% ： ¥1,920（税抜 ¥1,745）   PSV 12.30  

  10%： ¥1,819（税抜 ¥1,654）   PSV 11.65  

ニ
ュ
ー
ト
リ
セ
ン
シ
ャ
ル
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刻まれるラインを気にせず、表情豊かに笑える肌を目指す美容
液です。繰り返される表情筋の動きによってハリが失われていく
3段階のメカニズムに着目。独自の成分「トリプルASLIA（アス
リア）コンプレックス」で、気になる溝にアプローチします。

目の下のクマ、目袋のハリの衰え、まぶたのだぶつき感…。年齢
と共に深まる目もとのエイジング サインに挑む美容液です。独自の
「トライアングルEHAS（エハス）コンプレックス」が深い悩みを
集中的に、トータルにケアします。

目もとに、
引き上げる＊ひと塗り。

気になる目もと・口もと・額、ピンッ

表情ライン美容液
まぶたにハリ、目の下に明るさを

目もと年齢美容液

＊お手入れの方法と方向のことです。

ティ・エス トゥルー フェイス®️

表 情ライン に 、
伸 ばす＊ひと塗り。

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

ティ・エス トゥルー フェイス®  ラインズ

内容量 ： 17g

＜皮膚コンディショニング成分＞ アセチルヘキサペプチド- 8・ペンタペ
プチド -18・アセチルヘキサペプチド -30・シュードアルテロモナス発酵
エキス・ヒアルロン酸 Na

製品コード：03101370
参考小売価格：¥22,022（税抜 ¥20,020）

卸売価格：¥15,400（税抜 ¥14,000）   PSV 98.65  

  5% ： ¥14,630（税抜 ¥13,300）   PSV 93.70  

  10%： ¥13,860（税抜 ¥12,600）   PSV 88.75  

ティ・エス トゥルー フェイス®  アイズ

内容量 ： 17g

＜皮膚コンディショニング成分＞ アセチルテトラペプチド-5・ヘキサペ
プチド -10・異性化糖・ヒアルロン酸 Na

製品コード：03101371
参考小売価格：¥22,022（税抜 ¥20,020）

卸売価格：¥15,400（税抜 ¥14,000）   PSV 98.65  

  5% ： ¥14,630（税抜 ¥13,300）   PSV 93.70  

  10%： ¥13,860（税抜 ¥12,600）   PSV 88.75  

Hydrate

  クリーム
補う        H

Hydrate

● NORMAL
● DRY

● OILY
● COMBINATION

肌をしっとりなめらかに保つクリーム。ベタつきが
残らず、うるおいとハリを与えます。

軽い使用感のジェルクリーム。肌に、ひんやり、
さっぱりとした感触のうるおいを与えます。

しっとり感の高い保湿クリーム 軽いつけ心地の保湿クリーム

ニュートリセンシャルズ ®
スキンダルジェント 

（ハイドレイティング ジェル クリーム）

内容量 ： 75g

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エ
キス・イノノツスオブリクウスエキス・テマリカタヒ
バエキス・エゾウコギ根エキス・ラポンチクムカルタ
モイデス根エキス
＜保湿成分＞ PCA - Na

製品コード：03001787
参考小売価格：¥5,695（税抜 ¥5,177）

卸売価格：¥3,982（税抜 ¥3,620）     PSV 25.50  

  5% ： ¥3,783（税抜 ¥3,439）   PSV 24.20  

  10%： ¥3,584（税抜 ¥3,258）   PSV 22.95  

ニュートリセンシャルズ ®
モイスチャーライズ ミー 

（インテンス ハイドレイティング クリーム）

内容量 ： 75g

＜皮膚コンディショニング成分＞ イワベンケイ根エキス・
イノノツスオブリクウスエキス・テマリカタヒバエキス・エ
ゾウコギ根エキス・ラポンチクムカルタモイデス根エキス
＜保湿成分＞ グリセリン

製品コード：03001793
参考小売価格：¥5,695（税抜 ¥5,177）

卸売価格：¥3,982（税抜 ¥3,620）     PSV 25.50  

  5% ： ¥3,783（税抜 ¥3,439）   PSV 24.20  

  10%： ¥3,584（税抜 ¥3,258）   PSV 22.95  
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年齢サインに、照準。
年齢を重ねるほどに深まるエイジング サインに挑む、2 つの美容液が、あなたの肌人生を変えていきます。
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ageLOC® トゥルー フェイス® エッセンス  プラス

内容量 ： 60カプセル（11mL）

＜整肌成分＞ ユビキノン（コエンザイムQ10）・デュナリエラサリナエキス（無色カロチノ
イド）・チャ葉エキス（ティグリーン97）

製品コード：03102892
参考小売価格：¥24,834（税抜 ¥22,576）

卸売価格：¥17,367（税抜 ¥15,788）   PSV 125.00  

  5% ： ¥16,498（税抜 ¥14,998）   PSV 118.75  

  10%： ¥15,629（税抜 ¥14,208）   PSV 112.50  

内容量 ：30mL

＜整肌成分＞ パルミトイルテトラペプチド-7
＜保湿成分＞ BG

製品コード：03102704
参考小売価格：¥9,661（税抜 ¥8,783）

卸売価格：¥6,756（税抜 ¥6,142）   PSV 43.25  

  5% ： ¥6,419（税抜 ¥5,835）   PSV 41.10  

  10%： ¥6,081（税抜 ¥5,528）   PSV 38.95  

ニュー スキン® トゥルー フェイス®  
ペプタイド ジェル

1  クレンザー 2  トーナー 3  エッセンス
4  ミルク ローション 5  クリーム

製品コード：03102734
参考小売価格：¥36,982（税抜¥33,620）

卸売価格：¥24,750（税抜¥22,500）   PSV 158.50  

ニュー スキン® ホワイト  
システム

1  ニュー スキン® ホワイト
　クレンザー

内容量 ： 100g

＜皮膚保護成分＞ 1-メチルヒダントイン-2-イミド（クレアチ
ニン）・マンシュウアカマツ樹皮エキス

製品コード：03102729
参考小売価格：¥4,719（税抜 ¥4,290）
卸売価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）   PSV 21.15  

  5%  ： ¥3,135（税抜 ¥2,850）   PSV 20.05  

  10%： ¥2,970（税抜 ¥2,700）   PSV 19.00 

2  ニュー スキン® ホワイト
　トーナー

内容量 ： 125mL

＜皮膚保護成分＞ カルノシン 
＜整肌成分＞ グルコサミンHCl・アルゲエキス・尿素

製品コード：03102733
参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）
卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）   PSV 24.65  

  5%  ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）   PSV 23.40  

  10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）   PSV 22.20  

3  ニュー スキン® ホワイト
　エッセンス

内容量 ： 30g

＜整肌成分＞ レモン果皮エキス・コムギ胚芽エキス

※ 天然抽出成分を配合しているため、製品に多少の変色が見ら
れることがありますが、品質・安全性には全く問題ありません。

製品コード：03102730
参考小売価格：¥10,225（税抜 ¥9,295）
卸売価格：¥7,150（税抜 ¥6,500）   PSV 45.80  

  5%  ： ¥6,793（税抜 ¥6,175）   PSV 43.50 

  10%： ¥6,435（税抜 ¥5,850）   PSV 41.20  

4  ニュー スキン® ホワイト
　ミルク ローション

内容量 ： 75mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ ヘキサペプチド-2

製品コード：03102731
参考小売価格：¥6,292（税抜 ¥5,720）
卸売価格：¥4,400（税抜 ¥4,000）   PSV 28.15  

  5%  ： ¥4,180（税抜 ¥3,800）   PSV 26.75  

  10%： ¥3,960（税抜 ¥3,600）   PSV 25.35  

5  ニュー スキン® ホワイト
　クリーム

内容量 ： 30g

＜皮膚保護成分＞ ジアセチルボルジン・グリチルリチン酸2K

製品コード：03102732
参考小売価格：¥10,225（税抜 ¥9,295）
卸売価格：¥7,150（税抜 ¥6,500）   PSV 45.80  

  5%  ： ¥6,793（税抜 ¥6,175）   PSV 43.50  

  10%： ¥6,435（税抜 ¥5,850）   PSV 41.20  
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ageLOC ブレンド（保湿成分）が、エイジング サインに多角的にアプローチ。
肌記憶＊2を呼び覚まし、若 し々い印象へ導きます。そして新配合のファーム
プレックス ブレンド（保湿成分）が、ニュースキン独自の輪郭サイエンス＊3で
キメとツヤに満ちた立体感＊1をもたらし、上がる＊4 美肌へと導きます。

先端のサイエンスを駆使した贅沢なトリートメント。
いつものお手入れに加えることで、ふっくらとしたハリとうるおいを。いきいき美肌を追求する方へ。

肌にうるおいとハリを与える美容液です。ベタつかず
さっぱりとした使用感ながら、肌はしっとり。使い続け
るうちに、ハリのあるみずみずしい肌へと導きます。

気になる部分にハリを与える美容液

美容液部門

NO.
売上1
ニュースキン

ハリを超えた立体感＊1へ
革新を遂げたカプセル美容液

トゥルー フェイス®️ シリーズ 

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

＊ 1 うるおい効果によるツヤ感で立体的に見せる。
＊ 2 個人の記憶にある美しい肌の状態。
＊ 3 美しい輪郭を支える働きに着目したニュースキン独自の先端サイエンス。
＊ 4 お手入れ時の気持ちのこと。

● NORMAL
● OILY
● DRY
● COMBINATION

生活紫外線に負けない、透明感あふれる素肌のために。
指が吸いつくような、みずみずしくしなやかな素肌へ。さまざまなタイミングで肌にうるおいを与え、トータルにケアします。

ニュー スキン®️ ホワイト

日焼けをしたあとの乾燥した肌にうるおいを与え、
健やかに保つ化粧水。3つの整肌成分が、肌
のターンオーバー環境を整え、健やかな素肌へと
導きます。

肌に溶け込むようになじんで、みずみずしいうるお
いを保つ乳液。SPF15・PA++で、生活紫外線
から肌をしっかり守ります。

肌を健やかに保つ化粧水 生活紫外線から肌を守る昼用乳液

なめらかな泡がメラニンを含む古い角質や毛穴
の汚れをすっきり落とす洗顔料です。肌に必要
なうるおいを奪うことなく、しっとり、すべすべに
洗い上げます。

2つの整肌成分が、角層のすみずみまでじんわり
浸透する美容液。使うごとに、しなやかな肌へ
導きます。

眠っている間も乾燥から肌を守り、うるおいとなめ
らかさを保つクリーム。ベタつかずライトな使用
感で、なめらかな肌に保ちます。

メラニンを含む古い角質を無理なく
洗い落とす、クリームタイプの洗顔料

角層のすみずみへ浸透し、
しなやかな肌に導く美容液

肌のうるおいと
なめらかさを保つクリーム

1　　　　　　2　　　　　   3　　　　　  4　　　　　5
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1  ニュー スキン®
　エクストラマイルド 
　フェイシャル クレンザー

内容量 ： 150mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ PCAイソステ
アリン酸 PEG-40 水添ヒマシ油

製品コード：03102818
参考小売価格：¥3,933（税抜 ¥3,575）

卸売価格：¥2,750（税抜 ¥2,500）   PSV 17.60  

  5% ： ¥2,613（税抜 ¥2,375）   PSV 16.70  

  10%： ¥2,475（税抜 ¥2,250）   PSV 15.85  

2  ニュー スキン®
　エクストラマイルド 
　スキン ローション

内容量 ： 115mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ヒアルロン酸
Na・アラントイン・シソ葉エキス・コメヌカスフィ
ンゴ糖脂質（セラミド）

製品コード：03102814
参考小売価格：¥3,933（税抜 ¥3,575）

卸売価格：¥2,750（税抜 ¥2,500）   PSV 17.60  

  5% ： ¥2,613（税抜 ¥2,375）   PSV 16.70  

  10%： ¥2,475（税抜 ¥2,250）   PSV 15.85  

3  ニュー スキン®
　エクストラマイルド 
　エッセンス

内容量 ： 30mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ヒアルロン酸
Na・アラントイン・シソ葉エキス・コメヌカスフィ
ンゴ糖脂質（セラミド）
＜保湿成分＞ポリクオタニウム-51

製品コード：03102815
参考小売価格：¥4,404（税抜 ¥4,004）

卸売価格：¥3,080（税抜 ¥2,800）   PSV 19.70  

  5% ： ¥2,926（税抜 ¥2,660）   PSV 18.75  

  10%： ¥2,772（税抜 ¥2,520）   PSV 17.75  

4  ニュー スキン®
　エクストラマイルド 
　ミルク ローション

内容量 ： 115mL

＜皮膚コンディショニング成分＞ヒアルロン酸
Na・アラントイン・シソ葉エキス・コメヌカスフィ
ンゴ糖脂質（セラミド）・タマリンド種子多糖体・
カルボキシメチル-β-グルカンNa（β-グルカン）

製品コード：03102816
参考小売価格：¥4,404（税抜 ¥4,004）

卸売価格：¥3,080（税抜 ¥2,800）   PSV 19.70  

  5% ： ¥2,926（税抜 ¥2,660）   PSV 18.75  

  10%： ¥2,772（税抜 ¥2,520）   PSV 17.75  

5  ニュー スキン®
　エクストラマイルド 
　クリーム

内容量 ： 30g

＜皮膚コンディショニング成分＞ヒアルロン酸
Na・アラントイン・シソ葉エキス・コメヌカスフィ
ンゴ糖脂質（セラミド）・タマリンド種子多糖体・
カルボキシメチル-β-グルカンNa（β-グルカン）

製品コード：03102817
参考小売価格：¥4,404（税抜 ¥4,004）

卸売価格：¥3,080（税抜 ¥2,800）   PSV 19.70  

  5% ： ¥2,926（税抜 ¥2,660）   PSV 18.75  

  10%： ¥2,772（税抜 ¥2,520）   PSV 17.75  
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※全製品、無香料・無着色・アルコールフリーとなっています。

＊ 3「シーリング」とは肌表面を覆うという意味。バリア効果が  
期待できます。

COLUMN【 3 phase （スリー フェイズ）
  エマルジョン処方】

「3 phase（スリー フェイズ）エマルジョン処方」は、ニュー 
スキン独自の処方。ソフトナノ粒子を乳化作用成分として
乳化することで、肌上にバランスのとれた理想的なうる
おい膜＊ 1をつくり、バリア機能が高まった状態を保ちます。

           1    　　　                     2　　　                  3　  　　　                     4　         　　           5

ニュー スキン®️ エクストラマイルド

3 phase（スリー フェイズ）エマルジョン処方が
「理想的なうるおい膜＊1」を実現。

肌

水分相

親水性ソフトナノ粒子油相

油相

デリケート肌を、特許技術＜3 phase 
（スリー フェイズ）エマルジョン（処方）＞で
生まれた「理想的なうるおい膜＊1」がやさ
しく守ります。肌のバリア機能＊2を高め、
保湿力やハリ感を高めます。
特許番号：第3855203号

＊ 1 ニュースキンが考える、水分、皮脂、NMFがバランスよく整って
いる肌と同じような状態のこと。

＊ 2「バリア機能」とは水分蒸散測定試験における本製品塗布後
の肌からの水分蒸散量が抑えられた状態のことで、「肌の乾
燥防止」を指します（ニュースキン調べ）。

デリケートな肌の方にもお使いいただける乳
液タイプの洗顔料。肌に必要な水分、油分
を取り過ぎず、汚れをしっかりと落とします。
植物由来のアミノ酸系洗浄成分を配合。

デリケートな肌の方にもお使いいただけ
る、セラミドを閉じ込めた微細粒子配合の
美容液。しっとり感が持続し、肌のバリア
機能を高めます。アミノ酸系油分を配合。

デリケートな肌の方にもお使いいただける、シー
リング効果＊3 の高いしっとりタイプのクリーム。
肌にうるおい感が持続します。肌のバリア機能
を高め、ハリを与えます。スクワラン配合。

デリケートな肌の方にもお使いいただける、
シーリング効果＊3 の高いしっとりタイプの
乳液。肌にしっとりとなじみ、なめらかさが持続。
肌の保湿機能を高めます。スクワラン配合。

デリケートな肌の方にもお使いいただける、セラ
ミドを閉じ込めた微細粒子配合の化粧水。
保湿が持続しなめらかな使用感で、肌をやさし
く健やかに整えます。アミノ酸系油分を配合。

よりやさしく洗い上げる
洗顔料

しっとりとした保湿効果で
肌をみずみずしく保つ美容液

肌につややかさを与える
クリーム

しっとりとした保湿効果で
肌をしなやかに保つ乳液

肌の保湿効果を
向上させる化粧水

デリケート肌にやさしいうるおいを

洗顔 化粧水 美容液 乳液 クリーム
メイク
落とし

夜

朝
フェイシャル
クレンザー

スキン
ローション エッセンス ミルク

ローション クリーム

ニュー スキン®エクストラマイルド 
トータル システム

1  フェイシャル クレンザー 2  スキン ローション
3  エッセンス  4  ミルク ローション 5  クリーム

製品コード：03136267
参考小売価格：¥21,055（税抜 ¥19,141）

卸売価格：¥13,970（税抜¥12,700）   PSV 89.45  
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カバー力 自然 しっかり

仕上がり つや肌 マット肌

うるおい さらさら しっとり

カバー力 自然 しっかり

仕上がり つや肌 マット肌

うるおい さらさら しっとり

カバー力 自然 しっかり

仕上がり つや肌 マット肌

うるおい さらさら しっとり
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※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。

ニュー カラー パウダー ファンデーション
用のコンパクト。

肌をうるおいで満たし、表面をなめらかに整えて
日中の肌をトリートメントし続けるUV下地乳液。
メイクアップ下地としても優れた機能をもち、光
の効果でくすみ・シミ・小ジワなどを自然にカ
バー。内側から輝く、明るい肌印象を与えます。

パウダーを伸ばすほどに、透きとおるような明る
さが満ちてくる。それが、ニュースキン独自の
スキン ケア テクノロジーから生まれる肌。光の
効果を合わせもち、厚塗り感のない自然な印
象で悩みもカバー。水あり・水なし両用タイプ。

エイジング ケアのベネフィットが加わった、
クリーミータイプのファンデーション。光
拡散パウダーをブレンド。肌の弾力を保ち
ハリを与える、エイジング ケア成分を配合
し若 し々くより均一な仕上がりに。

エイジング ケアのベネフィットが加わった、
リキッドタイプのファンデーション。光拡散
パウダーをブレンド。肌の弾力を保ちハリ
を与える、エイジング ケア成分をプラス。
若 し々くより均一な仕上がりに。

朝のスキン ケアのラストに。
日中トリートメント ベース

透明感あふれる仕上がりの
スキン ケア パウダー ファンデーション

エイジング ケア成分を配合した
「50%が美容液のファンデーション」

エイジング ケア成分を配合した
「60%が美容液のファンデーション」

ニュー カラー®
パウダー ファンデーション 
コンパクト

製品コード：03161916
参考小売価格：¥1,888（税抜 ¥1,716）

卸売価格：¥1,320（税抜 ¥1,200）   PSV 4.75  

ニュー カラー®
メイクアップ ベース
SPF 18・PA++（全 3 色）
　

ニュー カラー®
パウダー ファンデーション
レフィル SPF 23・PA++

（全 7 色）
　

ニュー カラー®
アドバンスド ティンテッド 
モイスチャーライザー 
SPF 15・PA+++（全 6 色）
　

ニュー カラー®
アドバンスド
リキッド フィニッシュ
SPF 15・PA+++（全 6 色）
　

クリア
製品コード：03160813
グリーン
製品コード：03160814
ラベンダー ピンク
製品コード：03160815

ピンク
製品コード：03161909
ピンク オークル
製品コード：03161910
オークル
製品コード：03161911
ミディアム オークル
製品コード：03161912
ベージュ
製品コード：03161913
ミディアム ベージュ
製品コード：03161914
ダーク オークル
製品コード：03161915

ピンク
製品コード：03161138
ピンク オークル
製品コード：03161136
オークル
製品コード：03161135
ミディアム オークル
製品コード：03161137
ベージュ
製品コード：03161139
ミディアム ベージュ
製品コード：03161140

ピンク
製品コード：03160864
ピンク オークル
製品コード：03160865
オークル
製品コード：03160863
ミディアム オークル
製品コード：03160866
ベージュ
製品コード：03160862
ミディアム ベージュ
製品コード：03160867

M
AK
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Base make
スキン ケア効果と光の効果を生かしたベース メイクが、
肌悩みを自然にカバーし、明るく透明感のある美肌へと導きます。

ベース メイク

内容量 ： 40mL

＜スキン ケア成分（SOD 様作用）＞
エターナルビューティ コンプレックス
＜エモリエント成分＞ホホバ種子油 
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コン
プレックス

参考小売価格：¥4,404（税抜 ¥4,004）

卸売価格：¥3,080（税抜 ¥2,800）   PSV 19.70  

  5% ： ¥2,926（税抜 ¥2,660）   PSV 18.75  

  10%： ¥2,772（税抜 ¥2,520）   PSV 17.75  

内容量 ： 10g

＜スキン ケア成分（SOD 様作用）＞
エターナルビューティ コンプレックス
＜エモリエント成分＞ホホバ種子油 
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コン
プレックス

参考小売価格：¥5,348（税抜 ¥4,862）

卸売価格：¥3,740（税抜 ¥3,400）   PSV 23.95  

  5% ： ¥3,553（税抜 ¥3,230）   PSV 22.75  

  10%： ¥3,366（税抜 ¥3,060）   PSV 21.55  
内容量 ： 40mL

＜皮膚コンディショニング剤＞ジパルミトイルヒ
ドロキシプロリン

参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）   PSV 24.65  

  5% ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）   PSV 23.40  

  10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）   PSV 22.20  

内容量 ： 30mL

＜皮膚コンディショニング剤＞ジパルミトイルヒ
ドロキシプロリン
＜製品の酸化防止剤＞マグワ根皮エキス

参考小売価格：¥4,719（税抜 ¥4,290）

卸売価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）   PSV 21.15  

  5% ： ¥3,135（税抜 ¥2,850）   PSV 20.05  

  10%： ¥2,970（税抜 ¥2,700）   PSV 19.00  

※在庫がなくなり次第、販売終了

※在庫がなくなり次第、販売終了
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※コンパクトは
　別売です。
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※掲載の製品と色見本は、できる限り実物と同じ色になるように印刷していますが、多少色合いが異なる場合もありますので、ご了承ください。

★プリティ ピンク
製品コード：03160121

★ダスティ ピンク
製品コード：03160126

★☆ジェラート ピンク
製品コード： 03160122

★エレガント レッド
製品コード：03160127

★シアー ピンク
製品コード：03160123

★☆マンダリン
製品コード：03160128

★オールド ローズ
製品コード：03160124

★コーラル グロー
製品コード：03160129

★フラッシュド
製品コード：03160125

★モカ ブラウン
製品コード：03160130

★はパール入り、☆はラメ入りの製品です

ニュー カラー®
ルース パウダー
 

ニュー カラー®
プレスト パウダー
 

ニュー カラー®
クチュール リップ グロス（全 5 色）
　

ニュー カラー®
クチュール リップスティック（全 10 色）
　

　    ★シャンパン ビーズ
　    製品コード：03160334
　    ★ピンク ビーズ
　    製品コード：03160335
　    ★ローズ ビーズ
　    製品コード：03160336
　    ★オレンジ ビーズ
　    製品コード：03160337

★はパール入りの製品です

クリア
製品コード：03160907
★☆コーラル
製品コード：03160908
★ピンク
製品コード：03160909
★シアー ベージュ
製品コード：03160910
★☆ゴールド
製品コード：03160911

★はパール入り、☆はラメ入りの製品です

ニュー カラー®
クチュール ブラッシュ（ 全4 色 ）
　

内容量 ： 2.3g

＜唇コンディショニング成分＞モイスト サプライ コンプレックス
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コンプレックス ＜エモリエント成分＞ホホバ種子油 

ニュー カラー®
プレスト パウダー
詰め替え用レフィル
 

昼肌を乾燥などから守り、うるおい肌を持続
する仕上げ用パウダー。微細パールを渦巻
き状にブレンド。くすみや凹凸をふわりとカ
バーし、ひとクラス上の透明感へ。化粧直し
に使えば、粧いたての美しさに出会えます。

ビーズのように敷き詰めた濃淡の組み合わ
せをブレンドしながら頬に粧うことで、柔らか
なニュアンスと透きとおるような発色が生ま
れる頬紅。光の効果でくすみをカバーし、
明るさと立体感のある表情に仕上げます。 蜜のようなツヤで、ふっくら唇に見せるリップ 

グロス。光の効果で唇のくすみをカバーし、透
明度の高い輝きを実現。保湿力に優れたモ
イスト サプライ コンプレックスが、気になる縦
ジワさえぷるんと見せ、乾燥から唇を守ります。

羽衣を重ねていくような軽やかさでなめらかにフィットして、鮮やかに発色。モイスト サプ
ライ コンプレックスがうるおい豊かに包み、乾燥から守りながら、ふっくらみずみずしい印象
をプラス。光の効果で気になるくすみをカバーし、立体感のある明るい唇に仕上げます。

トーンアップ イルミネーター コンプレックス
の働きで、毛穴やくすみの目立たない、ふ
んわり明るい肌印象へ。ファンデーション
の色味を活かすトランス ルーセントタイプ。

明るい肌印象に仕上げる
フェイス パウダー

光のマジックを、ふわり。
固形タイプの仕上げパウダー

2 色のブレンド効果で、美しい
ニュアンスと立体感をつくる頬紅

濡れたようなツヤとうるおいを
与えるリップ グロス

発色に、なめらかさに、すべてに感じるクラス感。
うるみ唇をつくる口紅

クリーム
製品コード：03161306
ライト オークル
製品コード：03161307
ダーク オークル
製品コード：03161308

ニュー カラー® スティック 
コンシーラー（全 3 色）
　

シミなどはピンポイントで、クマやくすみは面
で消せる＊、コンシーラー機能を持ったトリー
トメント スティック。ほどよい柔らかさで伸
び広がったあとは、しっかり肌に密着。

悩めるシミを消す＊トリートメント
スティック コンシーラー
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Blush Lip make
ブラッシュ リップ メイク
柔らかなニュアンスを頬に粧う。 唇にひとクラス上の発色と、ツヤ感を。

リップスティックとグロスで、惹きつける美しさを口もとへ。

内容量 ： 3.2g

＜スキン ケア成分（SOD 様作用）＞
エターナルビューティ コンプレックス
＜エモリエント成分＞ホホバ種子油 
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コン
プレックス　　　　　　　＊メイクアップ効果による

参考小売価格：¥3,618（税抜 ¥3,289）

卸売価格：¥2,530（税抜 ¥2,300）   PSV 16.20  

  5% ： ¥2,404（税抜 ¥2,185）   PSV 15.40  

  10%： ¥2,277（税抜 ¥2,070）   PSV 14.55  

内容量 ： 25g

＜エモリエント成分＞ ホホバ種子油
＜光散乱剤＞ トーンアップ イルミネーター 
コンプレックス

製品コード：03160427
参考小売価格：¥5,034（税抜 ¥4,576）

卸売価格：¥3,520（税抜 ¥3,200）   PSV 22.55  

  5% ： ¥3,344（税抜 ¥3,040）   PSV 21.40  

  10%： ¥3,168（税抜 ¥2,880）   PSV 20.30  

製品コード：03161908
参考小売価格：¥4,404（税抜 ¥4,004）

卸売価格：¥3,080（税抜 ¥2,800）   PSV 19.70  

  5% ： ¥2,926（税抜 ¥2,660）   PSV 18.75  

  10%： ¥2,772（税抜 ¥2,520）   PSV 17.75  

内容量 ： 5.6g

＜エモリエント成分＞ホホバ種子油 
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コン
プレックス

製品コード：03160426
参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）   PSV 24.65 

  5% ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）   PSV 23.40  

  10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）   PSV 22.20 

内容量 ： 4g

＜光散乱剤＞ トーンアップ イルミネーター 
コンプレックス
＜エモリエント成分＞ ホホバ種子油

参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）   PSV 24.65  

  5% ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）   PSV 23.40  

  10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）   PSV 22.20  

参考小売価格：¥4,719（税抜 ¥4,290）

卸売価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）   PSV 21.15  

  5% ： ¥3,135（税抜 ¥2,850）   PSV 20.05  

  10%： ¥2,970（税抜 ¥2,700）   PSV 19.00  

内容量 ： 12g

＜唇コンディショニング成分＞モイスト サプラ
イ コンプレックス
＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター 
コンプレックス
＜エモリエント成分＞ホホバ種子油

参考小売価格：¥3,618（税抜 ¥3,289）

卸売価格：¥2,530（税抜 ¥2,300）   PSV 16.20  

  5% ： ¥2,404（税抜 ¥2,185）   PSV 15.40  

  10%： ¥2,277（税抜 ¥2,070）   PSV 14.55  



ニュー カラー®
クチュール アイライナー

（全 3 色）
　

ニュー カラー®
クチュール アイシャドウ 

（全 5セット 各 3 色入り）
　

ニュー カラー®
クチュール マスカラ

（全 2 色）
　

ニュー カラー®
ニュートリオール 
アイラッシュ トリートメント
　

芯の断面を楕円形に仕上げたので、使う
角度を変えることで、細い線も太い線も
自在に描き分けられます。眉にスルスル
とのび、もちのよいタイプ。別売りの専用
ホルダーにセットしてお使いください。

ほどよい硬さで、くっきり印象的な目もと
に仕上げるアイライナーです。描いたあ
とのぼかしも簡単。芯を削る必要のない
繰り出し式。

長さの異なる2種類のファイバーが絡み
合い、より長く濃いまつ毛を実現。目の
形に添って塗りやすい弓形ブラシで、根
元からしっかり立ち上げボリュームを与え
ます。お湯で落とせるフィルムタイプ。

洗練眉もふんわり眉も
自在に描ける眉墨

目の際にも描きやすい
アイライナー

濃く、長く、
上向きまつ毛に 

まつ毛のキューティクルを保護しなが
ら、うるおいを与えます。下地として使う
とマスカラがスムースにのり、美しいま
つ毛に。

まつ毛にうるおい与える
トリートメント マスカラ

参考小売価格：¥3,461（税抜 ¥3,146）

卸売価格：¥2,420（税抜 ¥2,200）  PSV 15.50  

　　     5% ： ¥2,299（税抜 ¥2,090）  PSV 14.70  

　　     10%： ¥2,178（税抜 ¥1,980）  PSV 13.95  

内容量 ： 6g

＜エモリエント成分＞ホホバ種子油
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ブラック
製品コード：03160727
ダーク ブラウン
製品コード：03160728
ブラウン
製品コード：03160729

ブラック
製品コード：03160507
ブラウン
製品コード：03160508

コーディネートされた3色を重ねていくだけ
で、だれでも簡単に立体感のある目もとがつ
くれるセットです。光を乱反射するトーンアップ 
イルミネーター コンプレックス配合で、くすみ
や影をカバーし、明るい目もとに仕上げます。

印象的な目もとをつくる、
3 色セットのアイシャドウ

★ミント ブルー
製品コード：03160296
★シャンパン ピンク
製品コード：03160297
★ライラック
製品コード：03160298
★ベージュ ブラウン
製品コード：03160299

フェイス用。余分なパウダーを落とすときに。

ニュー カラー ブラシ12種類とケースのセット。

紅筆。携帯に便利なワンタッチ式。

チーク用。ぼかしもシャープな仕上げも自在。

アイシャドウ用。自然なグラデーションに。
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Eye make
色を重ね、光を粧い、まなざしを
ドラマティックなまでに美しく。
印象的な目もとを、思いのままに
くっきりと描いてください。

アイ メイク Brush
思いどおりの美しいメイクを叶える
良質なブラシをご用意しました。

ブラシ

★プラム ブラウン
製品コード：03160200

★はパール入りの製品です

参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）   PSV 24.65  

　　     5% ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）   PSV 23.40  

　　     10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）   PSV 22.20  

内容量 ： 3.4g

＜光散乱剤＞トーンアップ イルミネーター コン
プレックス　＜エモリエント成分＞ホホバ 種子油

ニュー カラー®
クチュール アイブロウ レフィル 

（全 3 色）
　

ブラウン
製品コード：03161021
トフィー
製品コード：03161022
グレー
製品コード：03161023

参考小売価格：¥2,831（税抜 ¥2,574）

卸売価格：¥1,980（税抜 ¥1,800）   PSV 12.65  

　　     5% ： ¥1,881（税抜 ¥1,710）   PSV 12.05  

　　     10%： ¥1,782（税抜 ¥1,620）   PSV 11.40  

内容量 ： 0.14g

＜エモリエント成分＞ホホバ種子油

製品コード：03161801
参考小売価格：¥4,090（税抜 ¥3,718）

卸売価格：¥2,860（税抜 ¥2,600）  PSV 18.30  

　　     5% ： ¥2,717（税抜 ¥2,470）  PSV 17.40  

　　     10%： ¥2,574（税抜 ¥2,340）  PSV 16.50  

内容量 ： 5mL

＜コンディショニング成分＞ 硫 酸 化 褐 藻 オ
リゴ糖参考小売価格：¥1,888（税抜 ¥1,716）

卸売価格：¥1,320（税抜 ¥1,200）   PSV 8.45  

　　     5% ： ¥1,254（税抜 ¥1,140）   PSV 8.00  

　　     10%： ¥1,188（税抜 ¥1,080）   PSV 7.60  

内容量 ： 0.2g

＜エモリエント成分＞ホホバ種子油

ぼかしに便利なブラシ付き。

ニュー カラー®
クチュール アイブロウ ホルダー
製品コード：03136275
参考小売価格：¥1,888（税抜 ¥1,716）

卸売価格：¥1,320（税抜 ¥1,200）   PSV 4.75  

ブラシ コレクション
製品コード：03136327
参考小売価格：¥52,868（税抜 ¥48,062）

卸売価格：¥36,971（税抜 ¥33,610）  PSV 133.05  

●アングルド フェイス ブラシ ●パウダー ブラシ ●カン
ター ブラシ ●ブラッシュ ブラシ ●アイシャドウ ブラシ 
●アイライニング ブラシ ●ドーム シャドウ ブラシ ●ア
イシャドウ アプリケーター ●リップ ブラシ ●アイブロ
ウ ブラシ ●ブロウ＆コーム ブラシ ●携帯用リップ ブ
ラシ

携帯用リップ ブラシ
製品コード：03136328
参考小売価格：¥3,933（税抜 ¥3,575）

卸売価格：¥2,750（税抜 ¥2,500）   PSV 9.90  

アイシャドウ ブラシ
製品コード：03136330
参考小売価格：¥5,160（税抜 ¥4,691）

卸売価格：¥3,608（税抜 ¥3,280）   PSV 12.95  

ブラッシュ ブラシ
製品コード：03136333
参考小売価格：¥7,204（税抜 ¥6,549）

卸売価格：¥5,038（税抜 ¥4,580）   PSV 18.10  

パウダー ブラシ
製品コード：03136329
参考小売価格：¥9,879（税抜 ¥8,981）

卸売価格：¥6,908（税抜 ¥6,280）   PSV 24.85  

使い方付き保護シート内蔵
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汚れをすっきり落としながら、しっとりとした
うるおいを保つ弱酸性の洗浄料。
フレッシュなグレープフルーツの香りが爽
やかなバスタイムを演出します。

しっとり洗い上げる弱酸性
洗浄料

余分な皮脂や汚れをしっかり落とすローショ
ンタイプの洗浄料｡ 泡立ちが良く、しっとり
とした洗い上がりです。

うるおいを守りながら、汚れをしっかり落と
す、ジェルタイプのボディ シャンプー。肌
のカサつきが気にならない、みずみずしい
洗い上がりです。

古くなった角質をしっかり落としながら、肌
のキメを整えてなめらかに洗い上げる、スク
ラブタイプのボディ シャンプーです。

クリーミーな泡で洗い上げる
ボディ洗浄料

うるおいを含んだジェルで
洗い上げるボディ洗浄料

クルミ殻粒入り
スクラブ ボディ洗浄料

BO
DY

 C
AR

E
Body Wash

肌にやさしい弱酸性洗浄料やうるおいを含んだボディ用ジェルで
リラックスしながら全身磨きを。ザラつくときはスクラブ入りで。

ボ ディ用 洗 浄 料

※製品はリニューアルされる場合があります。

 
ローション用 ポンプ
製品コード：03135277
価格：¥143（税抜 ¥130）　 

ボトルに合わせてチューブの
長さをカットしてください。

500mLサイズにおすすめ

  P140

ニュー スキン®
ボディ バー

内容量 ： 115g

＜保湿成分＞ PCA-Na・アロエベラ液汁

製品コード：03110353
参考小売価格：¥2,753（税抜 ¥2,503）

卸売価格：¥1,925（税抜 ¥1,750）  PSV 12.30  

  5% ： ¥1,829（税抜 ¥1,663）  PSV 11.70  

  10%： ¥1,733（税抜 ¥1,575）  PSV 11.10  

ニュー スキン®
ボディ バー レフィル

（2 個入り）

内容量 ： 115g × 2 個

製品コード：03102776
参考小売価格：¥5,348（税抜 ¥4,862）

卸売価格：¥3,740（税抜 ¥3,400）  PSV 23.95  

  5% ： ¥3,553（税抜 ¥3,230）  PSV 22.75  

  10%： ¥3,366（税抜 ¥3,060）  PSV 21.55  

ニュー スキン®
ボディ バー レフィル

（5 個入り）

内容量 ： 115g × 5 個

製品コード：03110354
参考小売価格：¥12,899（税抜¥11,726）

卸売価格：¥9,020（税抜 ¥8,200）  PSV 57.75  

  5% ： ¥8,569（税抜 ¥7,790）  PSV 54.90  

  10%： ¥8,118（税抜 ¥7,380）  PSV 52.00  

ニュー スキン®
リキッド ボディ バー

（500mL）

内容量 ： 500mL

製品コード：03101217
参考小売価格：¥5,034（税抜 ¥4,576）

卸売価格：¥3,520（税抜 ¥3,200）  PSV 22.55  

  5% ： ¥3,344（税抜 ¥3,040）  PSV 21.40  

  10%： ¥3,168（税抜 ¥2,880）  PSV 20.30  

ニュー スキン®
ボディ クレンジング ジェル

（500mL）

内容量 ： 500mL

製品コード：03101224
参考小売価格：¥3,933（税抜 ¥3,575）

卸売価格：¥2,750（税抜 ¥2,500）  PSV 17.60  

  5% ： ¥2,613（税抜 ¥2,375）  PSV 16.70  

  10%： ¥2,475（税抜 ¥2,250）  PSV 15.85  

ニュー スキン®
リキッド ボディ バー

内容量 ： 250mL

＜保湿成分＞ PCA-Na・アロエベラ液汁

製品コード：03101216
参考小売価格：¥2,753（税抜 ¥2,503）

卸売価格：¥1,925（税抜 ¥1,750）  PSV 12.30  

  5% ： ¥1,829（税抜 ¥1,663）  PSV 11.70  

  10%： ¥1,733（税抜 ¥1,575）  PSV 11.10  

ニュー スキン®
ボディ クレンジング ジェル

内容量 ： 250mL

＜保湿成分＞ アロエベラ液汁

製品コード：03101223
参考小売価格：¥2,138（税抜 ¥1,944）

卸売価格：¥1,496（税抜 ¥1,360）  PSV 9.55  

  5% ： ¥1,421（税抜 ¥1,292）  PSV 9.10  

  10%： ¥1,346（税抜 ¥1,224）  PSV 8.60  

ニュー スキン®
リキッド ボディ ルフラ

内容量 ： 250mL

＜スクラブ成分＞ テウチグルミ殼粒

製品コード：03102717
参考小売価格：¥2,989（税抜 ¥2,717）

卸売価格：¥2,090（税抜 ¥1,900）  PSV 13.40  

  5% ： ¥1,986（税抜 ¥1,805）  PSV 12.70  

  10%： ¥1,881（税抜 ¥1,710）  PSV 12.05  
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SPF50・PA＋＋＋＋で紫外線A波、B波から肌を
守り全身に使えるウォーターレジスタント（比較的
水に強い）の日焼け止め乳液。うるおいを保ちなが
らエイジング ケア。フレッシュウォーターの香り。

全身に使えるウォーターレジスタント（比較
的水に強い）の日焼け止め乳液。紫外線
から肌を守り、うるおいを保ちながらエイジ
ング ケア。フレッシュウォーターの香り。

強い日差しから全身の肌を守る
日焼け止め乳液

全身の肌に使える
日焼け止め乳液

日焼けしたあとのカサつきがちな肌にうる
おいを与える、爽やかな使用感のジェル。
顔を含め、全身に使えます。

日差しを浴びた肌に
うるおいを与えるジェル

唇にやさしくなじみ、乾燥から守って荒れを
防ぎます。季節を問わず毎日のケアやリッ
プメイクの下地にも。爽やかなレモンミ
ントの香りです。

乾燥から唇を守るリップクリーム

入浴後の肌にうるおいを与え、しっとりなめ
らかにするコンディショナー。スーッと肌に
なじんで、ベタつきが残りません。

角層をうるおいで満たし、キメを揃えること
で肌本来のバリア機能の環境を整えて
長時間キープ。乾燥によるトラブルを防
ぎ、健やかな肌に保ちます。

乾いた手肌をなめらかに整えます。さっぱり、
ベタつかないので、手肌の乾きを感じたと
きに、いつでもご使用になれます。

ボディにうるおいを与える
コンディショナー

乾燥が気になるボディのための
コンディショナー

乾いた手肌を
なめらかにするローション

顔だけでなくボディも紫外線対策。
日中のダメージから肌をガードして健やかな美しさをキープ。

サンライト

SPF50
PA++++

SPF35
PA+++

COLUMN
PA値とは ： 紫外線 A波（UV-A）防止効果。4段階に
分けられ、＋は「効果あり」、＋＋は「かなり効果
あり」、＋＋＋は「非常に効果あり」、＋＋＋＋は「効果
が極めて高い」を表します。

SPF値とは ： Sun Protection Factor（サン プロテクション ファクター）
の略。数値は紫外線 B波の防止効果を表すものです。目安としては、
20 ～30分間日光浴をしたあとの肌の状態を１とし、その倍数で紫外
線防止効果の持続時間を示します。

【SPF値・PA値とは】

Conditioner & Treatment
洗ったあとは、気になる部分をうるおう肌へ。
カサつきをケアして弾むようなボディを保ちましょう。

コンディショナー & トリートメント

※製品はリニューアルされる場合があります。※製品はリニューアルされる場合があります。

内容量 ： 250g

＜保湿成分＞ アロエベラ液汁・ヒバマタエキス・
ヒアルロン酸 Na

製品コード：03101239
参考小売価格：¥3,476（税抜 ¥3,160）

卸売価格：¥2,431（税抜 ¥2,210）  PSV 15.55  

  5% ： ¥2,309（税抜 ¥2,099）  PSV 14.80  

  10%： ¥2,188（税抜 ¥1,989）  PSV 14.00  

ニュー スキン®
ボディ スムーザー

内容量 ： 100g

＜保湿成分＞ アロエベラ液汁・ユチャ葉エキス・
イチョウ葉エキス

製品コード：03110380
参考小売価格：¥2,439（税抜 ¥2,217）

卸売価格：¥1,705（税抜 ¥1,550）  PSV 10.90  

  5% ： ¥1,619（税抜 ¥1,472）  PSV 10.35  

  10%： ¥1,535（税抜 ¥1,395）  PSV 9.80  

サンライト ジェル

内容量 ： 125g

＜保湿成分＞ アロエベラ液汁・ヒアルロン酸 Na

製品コード：03110329
参考小売価格：¥2,280（税抜 ¥2,073）

卸売価格：¥1,595（税抜 ¥1,450）  PSV 10.20  

  5% ： ¥1,516（税抜 ¥1,378）  PSV 9.70  

  10%： ¥1,436（税抜 ¥1,305）  PSV 9.20  

ニュー スキン®
ハンド ローション

ニュー スキン® ペレニアル
インテンス ボディ 
モイスチャーライザー

内容量 ： 250g

＜整肌・保湿成分＞ フサザキスイセン根エキス 
＜保湿・エモリエント成分＞ ガルシニアインディ
カ種子脂 
＜エモリエント・コンディショニング成分＞ メドウ
フォーム油

製品コード：03100875
参考小売価格：¥5,506（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,850（税抜 ¥3,500）  PSV 24.65  

  5% ： ¥3,658（税抜 ¥3,325）  PSV 23.40  

  10%： ¥3,465（税抜 ¥3,150）  PSV 22.20  

サンライト35
（SPF35・PA+++）

内容量 ： 100g

日光にあたる前に、肌になじませてください。こま
めに塗り直しましょう。特に泳いだあと、多量の汗
をかいたあとは、タオルで水分を拭き取ってから、
塗り直してください。

＜整肌成分＞ ヘマトコッカスプルビアリスエキス
（アスタキサンチン）

＜皮膚保護成分＞ センナリホオズキエキス
＜保湿成分＞ アロエベラ液汁

製品コード：03001344
参考小売価格：¥3,068（税抜 ¥2,789）

卸売価格：¥2,145（税抜 ¥1,950）  PSV 13.75  

  5% ： ¥2,038（税抜 ¥1,853）  PSV 13.05  

  10%： ¥1,931（税抜 ¥1,755）  PSV 12.35  

サンライト50
（SPF50・PA++++）

内容量 ： 100g

日光にあたる前に、肌になじませてください。こま
めに塗り直しましょう。特に泳いだあと、多量の汗
をかいたあとは、タオルで水分を拭き取ってから、
塗り直してください。衣類などにつかないよう充
分ご注意ください。衣服についた場合は、洗濯表
示に従いすぐに洗剤で丁寧に洗ってください。つ
いた箇所がピンクなどに変色する場合があります
ので、塩素系漂白剤のご使用は避けてください。

＜整肌成分＞ ヘマトコッカスプルビアリスエキス
（アスタキサンチン）

＜皮膚保護成分＞ センナリホオズキエキス
＜保湿成分＞ アロエベラ液汁

製品コード：03001345
参考小売価格：¥3,461（税抜 ¥3,146）

卸売価格：¥2,420（税抜 ¥2,200）  PSV 15.50  

  5% ： ¥2,299（税抜 ¥2,090）  PSV 14.70  

  10%： ¥2,178（税抜 ¥1,980）  PSV 13.95  

サンライト 
リップ バーム

内容量 ： 4g

＜皮膚保護成分＞ シア脂油
＜エモリエント成分＞ スクワラン・アボカド油・
ホホバ種子油

製品コード：03110367
参考小売価格：¥1,400（税抜 ¥1,273）

卸売価格：¥979（税抜 ¥890）  PSV 6.25  

  5% ： ¥930（税抜 ¥845）  PSV 5.95  

  10%： ¥881（税抜 ¥801）  PSV 5.65  

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
＆
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
　
サ
ン
ラ
イ
ト

BO
DY C

ARE



※製品はリニューアルされる場合があります。
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うるおいを逃さず、髪の毛皮質（コルテック
ス）をサポート。パサついた髪も、いきいきと
輝くツヤのある髪に導きます。

髪に油分を与えながら、毛幹（ヘアーシャフト）
の内部に浸透し、髪のダメージを整えます。
いきいきと輝くツヤのある髪に仕上げます。

パサつく髪にうるおいを与え、
やさしく洗い上げる 髪をしっとり健やかに保つ

うるおいを保ちながら髪の汚れを落とし、
毛皮質（コルテックス）をサポート。いきいき
と輝くツヤのある髪に導きます。

毛幹（ヘアーシャフト）の内部に浸透し、髪
のモイスチャー バランスを整え、まとまりの
ある髪に仕上げます。

さらさらでツヤのある
髪に洗い上げる

ボリュームのある髪に
整える

さらさら さらさら

COLUMN【毛髪の構造】

毛幹（ヘアーシャフト）
 皮膚の表面にでている毛髪部分。毛表皮

（キューティクル）、毛皮質（コルテックス）、毛
髄質（メデュラ）の3層構造になっている。

毛表皮（キューティクル） 
毛髪の一番表面の部分。外部の刺激から
毛皮質を保護している。キューティクル
が損傷を受けると毛髪はモロくなり、保
水力も低下して枝毛になったり、パサつ
いた髪になる。

毛皮質（コルテックス） 
毛髪の主体をなす部分。毛髪の柔ら
かさ、しなやかさ、強さなどの性質を
左右する重要な役目がある。傷んだ
髪は、一部にタンパク質の欠損部分
が見られ、それが切れ毛等の原因と
なっている。

毛髄質（メデュラ）
毛髪の中心部分。すべての毛髪に存在
するわけではなく、軟毛にはない。

毛皮質
（コルテックス）

毛髄質
（メデュラ）

毛幹
（ヘアーシャフト）

毛表皮
（キューティクル）

HA
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● NORMAL
● DRY

● NORMAL
● DRY

● NORMAL
● OILY

● NORMAL
● OILY
● DRY

Shampoo & Conditioner

シャンプーで毛皮質（コルテックス）、コンディショナーで毛幹（ヘアーシャフト）を整える
トータルなヘア ケアで、いきいきと輝く、つややかな髪に。

シャンプー ＆ コンディショナー

しっとり しっとり

ニュー スキン®
モイスチャーライジング 
シャンプー

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ シロバナワタエキス・
シア脂

製品コード：03101350
参考小売価格：¥2,170（税抜 ¥1,973）

卸売価格：¥1,518（税抜 ¥1,380）  PSV 9.70  

  5% ： ¥1,442（税抜 ¥1,311）  PSV 9.25  

  10%： ¥1,366（税抜 ¥1,242）  PSV 8.75  

ニュー スキン®
モイスチャーライジング 
シャンプー（1,000g）

内容量 ： 1,000g

製品コード：03101325
参考小売価格：¥7,425（税抜 ¥6,750）

卸売価格：¥5,192（税抜 ¥4,720）  PSV 33.25  

  5% ： ¥4,932（税抜 ¥4,484）  PSV 31.60  

  10%： ¥4,673（税抜 ¥4,248）  PSV 29.90  

ニュー スキン®
リッチ コンディショナー

（1,000g）

内容量 ： 1,000g

製品コード：03101328
参考小売価格：¥8,258（税抜¥7,507）
卸売価格：¥5,775（税抜¥5,250）  PSV 37.00  

	 	5%	：	¥5,487（税抜¥4,988）  PSV 35.15  

	 	10%：	¥5,198（税抜¥4,725）  PSV 33.30  

ニュー スキン®
ウェイトレス 
コンディショナー（1,000g）

内容量 ： 1,000g

製品コード：03101327
参考小売価格：¥8,258（税抜 ¥7,507）

卸売価格：¥5,775（税抜 ¥5,250）  PSV 37.00  

  5% ： ¥5,487（税抜 ¥4,988）  PSV 35.15  

  10%： ¥5,198（税抜 ¥4,725）  PSV 33.30  

ニュー スキン®
ウェイトレス 
コンディショナー

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ メドウフォーム油
脂肪酸 PEG-8 ジメチコン

製品コード：03101353
参考小売価格：¥2,422（税抜 ¥2,202）

卸売価格：¥1,694（税抜 ¥1,540）  PSV 10.85  

  5% ： ¥1,609（税抜 ¥1,463）  PSV 10.30  

  10%： ¥1,525（税抜 ¥1,386）  PSV 9.75  

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ シア脂・メドウフォーム
油脂肪酸ジメチコノール

製品コード：03101354
参考小売価格：¥2,422（税抜¥2,202）
卸売価格：¥1,694（税抜¥1,540）  PSV 10.85  

	 	5%	：	¥1,609（税抜¥1,463）  PSV 10.30  

	 	10%：	¥1,525（税抜¥1,386）  PSV 9.75  

ニュー スキン®
リッチ コンディショナー

ニュー スキン®
バランシング シャンプー

（1,000g）

内容量 ： 1,000g

製品コード：03101326
参考小売価格：¥7,425（税抜 ¥6,750）

卸売価格：¥5,192（税抜 ¥4,720）  PSV 33.25  

  5% ： ¥4,932（税抜 ¥4,484）  PSV 31.60  

  10%： ¥4,673（税抜 ¥4,248）  PSV 29.90  

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ シロバナワタエキス

製品コード：03101351
参考小売価格：¥2,170（税抜 ¥1,973）

卸売価格：¥1,518（税抜 ¥1,380）  PSV 9.70  

  5% ： ¥1,442（税抜 ¥1,311）  PSV 9.25  

  10%： ¥1,366（税抜 ¥1,242）  PSV 8.75  

ニュー スキン®
バランシング シャンプー

Special care
傷みが気になるときは、週に1～2回、
スペシャルなヘアー マスクを。

スペシャル ケア

● NORMAL
● OILY
● DRY

CS-7配合。傷んだキューティクルを整え、
まとまり感のある輝くツヤのある髪に仕上
げ、いきいき健やかに保ちます。

傷んだキューティクルを整える

COLUMN【CS-7 】

CS-7とは、髪のキューティクルをスムーズに整える成分。
キューティクル スムーザー -7 のこと。ソフトでシルキー、
つややかな髪が持続します。

内容量 ： 100g

＜コンディショニング成分＞ 
（水添ヒマシ油／セバシン酸）コポリマー（CS-7）

製品コード：03101356
参考小売価格：¥3,381（税抜 ¥3,074）

卸売価格：¥2,365（税抜 ¥2,150）  PSV 15.15  

  5% ： ¥2,247（税抜 ¥2,043）  PSV 14.40  

  10%： ¥2,129（税抜 ¥1,935）  PSV 13.60  

ニュー スキン®
レニュー ヘアー マスク
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ageLOC ブレンドをはじめ、頭皮のための
成分を多種多様に配合。男女兼用の洗
い流さないトリートメントで、健康的な頭皮
環境を整えます。髪にハリとコシを与え、
ツヤのある美しい髪へと導きます。

頭皮と髪に使いやすい
スプレータイプ

ニュー スキン® 
ティ・エス スカルプ ⅩⅦ

従来の5大特長に加え、さらに2つの特長をプラス

+発毛促進
毛生促進

薄毛･抜け毛の
予防 育毛･養毛

髪に
ボリューム感
を与える

病後･産後の
脱毛予防

豊かな黒髪を
育てる

ハリ･コシを
与える

注目成分「17型コラーゲン」とは？

＊1 育毛を促進すること。　＊2 ヘアサイクルを健やかな成長周期に整えること。　＊3 ボリュームある印象を与える生育環境に着目したサイエンス。　＊4 バルジ領域内にある17
型コラーゲンに着目したマジョラムエキスをはじめ、ビワ葉エキス、アシタバエキスの3つの成分により、健全なヘアサイクルを保つ力のことです。　＊5 ヒト細胞を用いた細胞増殖
試験で測定したデータ結果に基づく当社従来品比（ニュースキン調べ）。

量感サイエンス＊3で、
太く丈夫に、根づく＊2髪へ

皮膚に存在するタンパク質の一種。毛根を包み込む組織（毛包）
にあるバルジ領域と呼ばれるエリアの幹細胞に存在しており、髪
の健やかな成長と黒髪の維持に関わっています。「加齢による17
型コラーゲンの減少が、性別に関係なく、薄毛や白髪の進行に
関連している」と近年の脱毛予防研究で注目されています。

発見

進化

結論

「生まれ、育ち、抜ける」サイクルを繰り返す髪。ところが加齢
などにより、ひ弱な状態で生まれたり、十分に成長するまで
根づく＊2ことができないと、未成熟な毛が増え、抜け毛や薄毛を
招くことに。発毛を促進しながら、しっかり根づき＊2、健やかに
成長できる環境に整えることがボリューム感のカギでした。

従来の育毛・発毛促進効果（生む力）に加え、健やかな成長
（根づく力）にも着目した3つの成分を新配合。頭皮の生育
環境を整える「17型コラーゲン」に着目した成分をはじめ、
各種成分が、ハリ･コシに満ちた豊かな黒髪を育てます。

生む力＊1と根づく＊2力をサポートすることで、永続力＊4が
アップ。気になる分け目、頭頂部のぺたんこ感、短い毛の
抜けのほか、美しく豊かな黒髪へのニーズなどボリューム
の悩みにも、これ1本で対応します。

「永続力」約30％アップ。豊かな黒髪へ。
＊4 ＊5

生む力と根づく力で、量感のカギ、
髪1本1本の健康寿命に挑む。

＊1 ＊2

髪の量感と、根づく力は、比例する。
＊2

生む力 ×根づく 力。
＊1 ＊2

量
感
サ
イ
エ
ン
ス
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う
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へ
。

＊3

医薬部外品

PSV 83.30

ニュー スキン®
ティ･エス スカルプ 
薬用エッセンス XⅦ

内容量：100mL

製品コード：03102895
参考小売価格：¥15,730（税抜¥14,300）

 
  

＜有効成分＞ β-グリチルレチン酸・クジン抽
出液・センブリエキス

卸売価格：¥12,100（税抜¥11,000）
5% ： ¥11,495（税抜¥10,450）
10%： ¥10,890（税抜¥9,900）

PSV 79.15

PSV 75.00

男性にも女性にも「発毛促進」「薄毛･抜
け毛予防」の効果がある画期的な薬
用エッセンス。根づく＊2 力に着目し、
悩める髪を豊かに育てます。

T S スカルプXⅦ
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ニュートリオール ®

健康的な頭皮環境を整え美しい髪へ。

＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等
　の意味はありません。

ageLOC® ガルバニック スパ ®＊

製品コード：03310060
参考小売価格：¥41,905（税抜 ¥38,095）
卸売価格：¥29,304（税抜 ¥26,640）  PSV 200.00  

  5%  ： ¥27,839（税抜 ¥25,308）  PSV 190.00  

  10%： ¥26,374（税抜 ¥23,976）  PSV 180.00  

  P41

スカルプ 
コンダクター

ageLOC ガルバニック スパ＊の
スカルプ コンダクターと併用
することで、頭皮のための成分
がより浸透（角層まで）しやすく
なり、髪と頭皮のコンディション
がより健やかに整います。

ガルバニック スパ＊とのケアで
サロンのような
スカルプ ケアが可能に

®

ageLOC® ニュートリオール ®  
スカルプ ＆ ヘアー セラム

内容量 ： 75mL

＜ヘア コンディショニング成分＞加水分解酵母
タンパク・パンテノール
＜皮膚コンディショニング成分＞カンゾウ根エキス

製品コード：03002149
参考小売価格：¥7,928（税抜 ¥7,207）

卸売価格：¥5,544（税抜 5,040）  PSV 33.80  

  5% ： ¥5,267（税抜 ¥4,788）  PSV 32.10  

  10%： ¥4,990（税抜 ¥4,536）  PSV 30.45  
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現代人の肌に心地よい明るさ＊を。
洗い流すタイプのパック。
色、香りを楽しみながら、毛穴の汚れや余分な皮脂を落とし
肌をなめらかにする顔用のパックです。

エスネピック イン アンド ヤン マスク

内容量 ： 90g

＜皮膚コンディショニング成分＞ホヤラクノサ花エキス（サクララン）
＜吸着成分＞炭 ＜香料＞マツリカ花エキス（ジャスミンサンバック）
＊製品の使い心地によるものです。

製品コード：03102837
参考小売価格：¥4,719（税抜 ¥4,290）

卸売価格：¥3,300（税抜 ¥3,000）  PSV 21.35  

  5% ： ¥3,135（税抜 ¥2,850）  PSV 20.30  

  10%： ¥2,970（税抜 ¥2,700）  PSV 19.20  
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グロービブ（Groviv）とは 自然環境に配慮したニュースキンの製品開発における新しい取り組み
です（登録商標済）。環境制御型農業（CEA）により原料を生産段階から 追跡可能にし、サステナビ
リティ（持続可能性）と 透明性を確保することで、より安心・安全な製品をお届けします。
※ Groviv はニュースキンジャパンの登録商標です。

エスネピック

先住民の植物の知恵と

現代科学の融合から生まれた

「エスネピック」。

大自然の恵みがつまった

ヘア ケア、ボディ ケア、

ベビー用洗浄料です。

製品のお買い上げ１個につき25セントが寄付され、先住民の文化の継承、環境保護、難病根絶などに使われます。

「エスネピック」シリーズは、開発にあたり、世界中の先住民から植物の知識を授かりました。これらの知恵を
与えてくれた現地の方に感謝し、より豊かな生活を実現できるよう世界各地で「フォース フォー グッド キャ
ンペーン」を展開。「エスネピック」製品1個お買い上げにつき、25セントが寄付され、先住民の文化の継
承、環境保護、難病根絶、そして孤児援助など子どもたちの未来のためにさまざまな活動を行っています。

髪を健やかに保つコンディショナーです。
傷みやすい髪にうるおいと自然な光沢を
与え、しなやかでスタイリングしやすく整え
ます。

汚れをすっきり落とし、キメ細かな肌に仕
上げるさっぱりタイプの全身洗浄料。過剰
に分泌された皮脂を取り去り、なめらかな
肌に保ちます。

髪にうるおいを与えながら、やさしく洗い上
げるシャンプーです。パーマやヘアダイな
どで傷んだ髪をしなやかに、つややかに
仕上げます。

植物エキス配合の
コンディショナー植物エキス配合のシャンプー 全身用洗浄料

ET
HN

EP
O

CH

※製品はリニューアルされる場合があります。

爽やかでまろやかな香り
のジャスミン サンバックを
採用。現代人に心地よい
使用感で肌を健やかに
保ちます。

香りの楽しさ

肌に伸ばしていくうちに、マスクの色が
「白」から「灰青」に。それは、マイクロ
カプセル化した炭が指先の力で壊れて
起こる、楽しい変化。毛穴の汚れや余
分な皮脂もスッキリ。

色 の楽しさ

グロービブ監修の環境制
御型農業（CEA）により
栽培された原料を採用。
うるおいのあるなめらかな
肌へ。

肌 のなめらかさ

現
代
人
の
肌
に
心
地
よ
い
明
る
さ
＊

を
。

WHITE BLUE GRAY

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショニング シャンプー

（250g）

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ ハナショウガ液汁
（アバ プヒ エキス）

製品コード：03102811
参考小売価格：¥2,674（税抜 ¥2,431）

卸売価格：¥1,870（税抜 ¥1,700）  PSV 11.95  

  5% ： ¥1,777（税抜 ¥1,615）  PSV 11.35  

  10%： ¥1,683（税抜 ¥1,530）  PSV 10.75  

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショニング シャンプー

（750g）

内容量 ： 750g

製品コード：03110013
参考小売価格：¥7,833（税抜 ¥7,121）

卸売価格：¥5,478（税抜 ¥4,980）  PSV 35.10  

  5% ： ¥5,204（税抜 ¥4,731）  PSV 33.30  

  10%： ¥4,930（税抜 ¥4,482）  PSV 31.55  

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショナー

（750g）

内容量 ： 750g

製品コード：03110014
参考小売価格：¥7,833（税抜 ¥7,121）

卸売価格：¥5,478（税抜 ¥4,980）  PSV 35.10  

  5% ： ¥5,204（税抜 ¥4,731）  PSV 33.30  

  10%： ¥4,930（税抜 ¥4,482）  PSV 31.55  

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショナー

（250g）

内容量 ： 250g

＜コンディショニング成分＞ ハナショウガ液汁
（アバ プヒ エキス）

製品コード：03102812
参考小売価格：¥2,674（税抜 ¥2,431）

卸売価格：¥1,870（税抜 ¥1,700）  PSV 11.95  

  5% ： ¥1,777（税抜 ¥1,615）  PSV 11.35  

  10%： ¥1,683（税抜 ¥1,530）  PSV 10.75  

エスネピック
ポリッシング バー

内容量 ： 100g

＜皮脂吸着成分＞ 海シルト（マリン グレー
シャル クレイ）

製品コード：03001994
参考小売価格：¥2,674（税抜 ¥2,431）

卸売価格：¥1,870（税抜 ¥1,700）  PSV 11.95  

  5% ： ¥1,777（税抜 ¥1,615）  PSV 11.35  

  10%： ¥1,683（税抜 ¥1,530）  PSV 10.75  

配送専用

エスネピック
ポリッシング バー

（3 個入り）

内容量 ： 100g × 3 個

製品コード：03002025
参考小売価格：¥7,943（税抜 ¥7,221）

卸売価格：¥5,555（税抜 ¥5,050）  PSV 35.55  

  5% ： ¥5,277（税抜 ¥4,797）  PSV 33.80  

  10%： ¥5,000（税抜 ¥4,545）  PSV 32.00  

※製品はリニューアルされる場合があります。
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エコスフィア
洗濯用液体洗剤／台所用液体洗剤／
シャワー浄水器

人と環境に配慮した

ランドリー リキッドと

ディッシュ ソープで

毎日の暮らしを快適に。

エコスフィアの魅力と
使い方のコツ

詳しくは動画で ▶▶▶
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COLUMN【先人の知恵】

◦イン アンド ヤン マスク
古来中国では、ジャスミン サンバックの花は健やか
な肌や心の平静をもたらすためによく使われたとい
われています。

◦アバ プヒ モニ®  シャンプー／コンディショナー
ポリネシアの人々は、アバプヒの球根状の花房から
絞り取った液汁を、洗髪、コンディショニングに利用
してきました。

◦グレーシャル マリーン マッド™
北米太平洋側北西部のネイティブ アメリカンは、マリン 
グレーシャル クレイで陶器をつくろうと試みました。泥
の粒子が細かすぎて結局つくることができませんでした
が、その際手の皮膚がクレイによってなめらかになって
いることに気づき、全身のケアに使うようになりました。

◦アイス ダンサー
北西部のネイティブ アメリカンは、野道を長時間にわ
たって歩いたり、走ったりしたあとで、疲れた脚に天然
ワイルドミントを擦り込み、リフレッシュしていたとい
われています。

◦ファイヤーウォーカー
ハワイアン ティ リーフは、南太平洋の熱帯雨林に分布
する、大型の葉。ポリネシアの先住民の間には「火渡り
の儀式」という伝統があり、燃える薪の上を歩く際、足
に伝わる熱を鎮める原料として、ハワイアン ティ リーフ
を利用したといわれています。

製品のお買い上げ１個につき25セントが寄付
され、先住民の文化の継承、環境保護、難病根絶
などに使われます。

1本で髪と全身を洗い上げる、赤ちゃんの
ための洗浄料です。やさしい使い心地で
目に染みにくく、 洗顔にも適しています。

赤ちゃん用全身洗浄料

LI
FE

 C
AR

E
※製品はリニューアルされる場合があります。

少量でしっかり洗え、すすぎも１回でOK。
抗菌仕様で部屋干ししてもにおいません。
蛍光剤・漂白剤不使用の中性洗剤で、
おしゃれ着も洗えます。

油汚れに強く、少量で泡立ち、きれいに
洗浄。プラスチック製まな板やスポンジの
除菌ができ、また野菜や果物の洗浄にも
安心して使えます。

人と環境に配慮しながら
パワフルな洗浄力

人と環境にやさしく
油汚れに強い

エコスフィア シャワー浄水器をお使い
の方へ。

配送専用

 
シャワー浄水器カートリッジ

＜残留塩素除去剤＞ 亜硫酸カルシウム

製品コード：03131753
参考小売価格：¥3,618（税抜 ¥3,289）
卸売価格：¥2,530（税抜 ¥2,300）  PSV 11.85  

詰め替え用
容器付き

手肌を清潔に保ち、うるおいを守るジェル。つけた
あと、爽やかな感触と心やすらぐラベンダーの香り
が残ります。持ち歩きに便利な詰め替え用容器付
き。おでかけ先などでも手軽に使えて便利です。

洗浄後の手肌を清潔に保つジェル

疲れてほてった足にうるおいを与え、カサ
つきを防ぐ、足用クリーム。肌にスッとなじ
み、ベタつきが残りません。

疲れた足にうるおいを

内容量 ： 100g

＜保湿成分＞ センネンボク葉エキス 
＜柔軟成分＞ ババス油

製品コード：03110826
参考小売価格：¥2,674（税抜 ¥2,431）

卸売価格：¥1,870（税抜 ¥1,700）  PSV 11.95  

  5% ： ¥1,777（税抜 ¥1,615）  PSV 11.35  

  10%： ¥1,683（税抜 ¥1,530）  PSV 10.75  

エスネピック
ファイヤーウォーカー

エスネピック
ベビー ヘア 
アンド ボディ ウォッシュ

内容量 ： 150mL

＜保湿成分＞ トウキンセンカ花エキス 
＜整肌成分＞ ブッソウゲ（ハイビスカス）花エキス

製品コード：03102897
参考小売価格：¥2,831（税抜 ¥2,574）

卸売価格：¥1,980（税抜 ¥1,800）  PSV 12.65  

  5% ： ¥1,881（税抜 ¥1,710） PSV 12.05  

  10%： ¥1,782（税抜 ¥1,620）  PSV 11.40  

脚全体に適度なうるおいを与えて、みずみ
ずしく保つジェル。メントールが、脚に爽快
感を与え、ベタつきもありません。

爽快な香りの脚用ジェル

エスネピック 
アイス ダンサー

内容量 ： 100g

＜保湿成分＞ セイヨウハッカ油・メントール・
ユーカリ葉エキス

製品コード：03102803
参考小売価格：¥2,674（税抜 ¥2,431）

卸売価格：¥1,870（税抜 ¥1,700）  PSV 11.95  

  5% ： ¥1,777（税抜 ¥1,615）  PSV 11.35  

  10%： ¥1,683（税抜 ¥1,530）  PSV 10.75  

エコスフィア
ランドリー リキッド

（洗濯用液体洗剤）

内容量 ： 600mL

製品コード：03136441
参考小売価格：¥1,698（税抜 ¥1,544）

卸売価格：¥1,188（税抜 ¥1,080）  PSV 5.55  

  5% ： ¥1,129（税抜 ¥1,026）  PSV 5.25  

  10%： ¥1,069（税抜 ¥972）  PSV 5.00  

エコスフィア
ディッシュ ソープ

（台所用液体洗剤）

内容量 ： 400mL

製品コード：03136443
参考小売価格：¥1,069（税抜 ¥972）

卸売価格：¥748（税抜 ¥680）  PSV 4.05  

  5% ： ¥711（税抜 ¥646）  PSV 3.85  

  10%： ¥673（税抜 ¥612）  PSV 3.60  

エコスフィア
ランドリー リキッド
レフィル

（洗濯用液体洗剤 詰め替え用）

内容量 ： 580mL

本体約 1 回分の液体洗剤が入ったレフィル。

製品コード：03136442
参考小売価格：¥1,416（税抜 ¥1,287）

卸売価格：¥990（税抜 ¥900）  PSV 4.60  

  5% ： ¥941（税抜 ¥855）  PSV 4.40  

  10%： ¥891（税抜 ¥810）  PSV 4.15  

エコスフィア
ディッシュ ソープ
レフィル

（台所用液体洗剤 詰め替え用）

内容量 ： 380mL

本体約 1 回分の液体洗剤が入ったレフィル。

製品コード：03136444
参考小売価格：¥1,016（税抜 ¥924）

卸売価格：¥711（税抜 ¥646）  PSV 3.55  

  5% ： ¥675（税抜 ¥614）  PSV 3.40  

  10%： ¥639（税抜 ¥581）  PSV 3.20  

エスネピック
ハンド サニタイザー

内容量 ： 100mL

＜保湿成分＞ ラベンダー油

製品コード：03110833
参考小売価格：¥2,595（税抜 ¥2,359）

卸売価格：¥1,815（税抜 ¥1,650）  PSV 11.60  

  5% ： ¥1,725（税抜 ¥1,568）  PSV 11.05  

  10%： ¥1,634（税抜 ¥1,485）  PSV 10.45  

キメ細かなクレイ（泥）の粒子が汚れを取り
去り、肌のくすみの原因となる古い角質や
過剰な皮脂を落としてキメを整え、角層を
弱酸性に保ちます。

全身用パック

エスネピック
グレーシャル マリーン マッド™

内容量 ： 320g

使用前にはフタを押さえながら、容器をよく
振ってください。

＜皮脂吸着成分＞ 海シルト（マリン グレーシャ
ル クレイ） 
＜保湿成分＞ カラギーナン

製品コード：03110800
参考小売価格：¥7,236（税抜 ¥6,578）

卸売価格：¥5,060（税抜 ¥4,600）  PSV 32.40  

  5% ： ¥4,807（税抜 ¥4,370）  PSV 30.80  

  10%： ¥4,554（税抜 ¥4,140）  PSV 29.15  

エ
ス
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ピ
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ク
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コ
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1本で5つの効果

歯周炎（歯槽膿漏）予防 歯肉炎予防

むし歯予防 口臭予防 口中を浄化

歯周病＊1に本気で取り組み、日本
人の歯を知り尽くした国 内 大手
メーカーと共同開発。毎日の歯磨き
で歯周病＊1を防ぎ、強く健康な歯を
目指します。

日本人の歯を見つめて
開発

プラークコントロールするニュースキン
独自の成分、AP 24と歯周病＊1の
原因菌を殺菌する有効成分、PD
アタックコンプレックス＊3を配合。む
し歯を予防するフッ素や口臭予防
成分も配合し、トータル オーラル 
ケアを叶えます。

薬用成分で歯周病＊1を
根本から予防

〈湿潤剤〉クマザサエキス、オウゴンエキス、
　　　　   ビワ葉エキス、トウキエキス（1）

※写真はイメージです。

クマザサ オウゴン

ビワ葉 トウキ

歯周ケアを第一に考えた、丁寧な
ブラッシングをサポートする使用感。
天然植物由来成分配合。

和漢ミントの爽やかな香味と、
マイルドな泡立ち

※処方開発研究員

歯周病＊1を、
根から断つ＊2。

96 97

AP 24

健康な歯と歯茎のためのプラーク 

コントロールで24時間の

システム ケアを。歯垢を取り除き、

つきにくくするお手入れです。

＊ 1 歯肉炎・歯周炎の総称　＊ 2 原因菌を撃退すること　＊ 3 塩化セチルピリジニウム・β -グリチルレチン酸

O
RA

L C
AR

E

※製品はリニューアルされる場合があります。

歯周病＊1を、原因菌から撃退
日本で認められた【医薬部外品】の歯磨き

医薬部外品

ニュー スキン® AP 24
歯周ケア トゥースペースト

内容量 ： 90g

＜有効成分＞ β -グリチルレチン酸、塩化セチルピリジニウム
（CPC）、モノフルオロリン酸ナトリウム（フッ素）

＜販売名＞ ニュー スキン® AP-24 歯周ケア トゥースペースト

製品コード：03111151
参考小売価格：¥2,360（税抜 ¥2,145）

卸売価格：¥1,815（税抜 ¥1,650）  PSV 12.50  

  5% ： ¥1,725（税抜 ¥1,568）  PSV 11.85  

  10%： ¥1,634（税抜 ¥1,485）  PSV 11.25  

歯磨きができないときの口臭予防や、リフ
レッシュしたいときに便利です。軽いタッ
チのスプレー ポンプを使用しています。

外出時にも
便利なスプレー

3つの特長「デュアル ブリッスル＊1」「テー
パー ブリッスル＊2」「エンボス ブリッスル＊3」
で、歯と歯茎を効果的にブラッシングする
歯ブラシです。

トリプルアクション クレンジング
で効 果 的にブラッシングする
歯ブラシ

ニュー スキン® AP 24  
ブレス スプレー

＜色＞ ホワイト× 2 本、グレー× 2 本

＊1 2種類の段違い植毛で隅々まで磨ける
＊2 歯間や歯と歯茎の間に届く
＊3 頑固な歯垢をしっかり除去する

ニュー スキン® AP 24
歯ブラシ（4 本セット）
製品コード：03136892
参考小売価格：¥2,410（税抜 ¥2,191）

卸売価格：¥1,685（税抜 ¥1,532）  PSV 6.05  

むし歯の発生・進行を予防し、歯石の
沈着を防ぐトゥースペーストです。歯を白
くし、口中を爽快にします。

ブラッシングを効果的に
行うための歯磨き粉

ニュー スキン® AP 24
ホワイトニング 　　　　　
トゥースペースト

内容量 ： 110g

＜有効成分＞ モノフルオロリン酸ナトリウム
（フッ素）・ピロリン酸ナトリウム

＜販売名＞ ニュー スキン® AP-24 ホワイトニン
グ トゥースペースト

製品コード：03001647
参考小売価格：¥1,840（税抜 ¥1,673）

卸売価格：¥1,287（税抜 ¥1,170）  PSV 7.00  

  5% ： ¥1,222（税抜 ¥1,111）  PSV 6.65  

  10%： ¥1,158（税抜 ¥1,053）  PSV 6.30  

内容量 ： 30mL

＜清浄・滑沢成分＞ AP 24 成分

製品コード：03111154
参考小売価格：¥1,400（税抜 ¥1,273）

卸売価格：¥979（税抜 ¥890）  PSV 6.25  

  5% ： ¥930（税抜 ¥845）  PSV 5.95  

  10%： ¥881（税抜 ¥801）  PSV 5.65  

医薬部外品

AP 24
O

RAL C
ARE



Cleanse

Tone

Hydrate

T

H

C

トゥルー フェイス®
ペプタイド ジェル

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P74P73 P73

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

ティ・エス 
トゥルー フェイス®
 ラインズ

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

ティ・エス 
トゥルー フェイス®
 アイズ

P70

OILY
COMBINATION

トゥー ビー 
クリア

P70

NORMAL
DRY

ハイドラ
クリーン

P71

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

イン バランス

P71

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

デイ ドリーム
プロテクティブ
ローション

P49

NORMAL
DRY

モイスチャー
ライズ ミー

P72

OILY
COMBINATION

スキン
ダルジェント

標準タイプ しっかりタイプ やさしいタイプ

※製品名の下の　　　　は、掲載ページを表しています。P00

FACE CARE NU SKIN SERIESワンランク上のエイジング ケア
理論T H

Tone Hydrate

C
Cleanse

P41

ageLOC®  
ガルバニック スパ® 

P45

genLOC® 
ガルバニック
ボディ ジェル

P45

genLOC® 
ダーマティック
エフェクツ 

ageLOC®  
ガルバニック スパ® 
パワーチャージ マスク®

P42

genLOC® 
ガルバニック スパ® 
フェイシャル ジェル

P41

P49

genLOC®  
エレメンツ 
パッケージ Ⅱ

P49

genLOC®  
エレメンツ 
パッケージ 

水分量少ない

水分量多い

全体にしっとりしているが、季節や
環境、体調などに影響されやすい。
毛穴は小さく、キメが整っている。

肌表面から水分が逃げやすいため、
全体にカサついていて荒れやすい。
毛穴は小さく、キメがはっきりしない。

全体が脂っぽく、ベタつきやすく、ニキ
ビや吹出物ができやすい。毛穴は大き
く、キメが粗い。

全体がカサつくのに部分的に脂っぽ
く、ニキビや吹出物ができやすい。毛
穴は大きく、キメが乱れがち。

皮
脂
量
少
な
い

皮
脂
量
多
い

ノーマルタイプ オイリータイプ

ドライタイプ コンビネーションタイプ

NORMAL OILY

DRY COMBINATION

あなたの肌タイプで
使い分ける
ニュースキンのスキン ケア
あなたの肌タイプのアイコンが
ついている製品をお使いください。

ノーマルタイプと
ドライタイプに
適した製品です。

＜例＞

すべてのタイプに
適した製品です。

DRY
NORMAL

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

整える

補う

●乳液 

●化粧水

うるおいを守りながら、落ちにくいメイクや汚れをしっかり落とします。 

洗顔後の肌に水分を補い、肌をなめらかに整えます。 

うるおいを補い、しっとりしなやかな肌を保ちます。 

●保湿ジェル ●クリーム

●メイク落とし ●洗顔料

NORMAL
DRY

P65

リジュー  ベネイティング 
クリーム

クレンジング
オイル

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P60

フェイス
クレンジング
フォーム

NORMAL
DRY
COMBINATION

P61

pH  バランス
リッチ
トーナー

NORMAL
DRY

P63

エンハンサー
OILY
COMBINATION

P65

フェイス
クレンジング
ジェル

NORMAL
OILY
COMBINATION

P61

Q10  スキン
ローション

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P62

ミルク 
ローション
リッチ

NORMAL
DRY

P64

洗う

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P63

モイスチャー 
ミスト

トリートメント 毎日のお手入れにプラス アルファ、高機能トリートメントで上質な素肌へと導きます。 

スペシャルケア 肌の状態に合わせてプラス。古くなった角質を除去し、すっきりなめらかな肌に。

●スクラブ ●パック

フェイシャル 
スクラブ

NORMAL
DRY
COMBINATION

P66

クレイ パック
NORMAL
OILY
COMBINATION

P66

フェイス リフト
 パック

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P66

ビューティー
エッセンス 
デュオ

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P67

●美容液 ●ふき取り美容液

クリア 
エッセンス

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P67

肌本来の美しさを
引き出す

ageLOC®
トゥルー フェイス ®
エッセンス プラス

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P74

ニュー スキン® 
ホワイト 
クレンザー

ニュー スキン® 
ホワイト 
トーナー

ニュー スキン® 
ホワイト 
ミルク 
ローション

ニュー スキン® 
ホワイト 
エッセンス

紫外線に負けない明るく輝く肌へ

デイ ケア用 ナイト ケア用※上記各シリーズの製品は、肌タイプを問わず、目的に合わせてお使いいただけます。

エクストラ
マイルド 
フェイシャル 
クレンザー

エクストラ
マイルド 
スキン 
ローション

エクストラ
マイルド 
ミルク 
ローション

エクストラ
マイルド 
エッセンス

エクストラ
マイルド 
クリーム

「理想的なうるおい膜」でデリケート肌にやさしいうるおいを

P77 P77P77 P77P77

P75 P75 P75 P75

ニュー スキン® 
ホワイト クリーム

P75

先端のサイエンスでハリとうるおいをエイジング ケアは、新領域へ

P45

genLOC® 
ガルバニック
ボディ スパ 

P48

genLOC®  
フューチャー 
セラム

P47

genLOC Me®  

P38

genLOC®  
ルミスパ®

P38

genLOC®  
ルミスパ®
トリートメント 
クレンザー

P39

genLOC®  
ルミスパ®
トリートメント 
ヘッド

P39

ageLOC®  
ルミスパ®  アクセント

P39

ageLOC®  
ルミスパ®  アクセント
トリートメント チップ
（2個入り）

P33

ageLOC   
ブーストTM

ブライト
トリートメント

P33

ageLOC   
ブーストTM

P39

ageLOC®  
ルミスパ®
アイディアル 
アイズ®

トゥルー フェイス ®
ペプタイド 
ジェル

スポット 
コンダクター

スポット 
コンダクター

P43

●美容液

環境ストレスに負けない肌へ

●洗顔料 ●化粧水

●美容液

●洗顔料 ●乳液 ●クリーム●化粧水  ●美容液 

●洗顔料 ●美容液 ●乳液
●クリーム●化粧水  

●乳液（SPF付き）●クリーム

※製品はリニューアルされる場合があります。

スカルプ 
コンダクターP43

ageLOC®  
ニュートリオール®
スカルプ & ヘアー セラム

 

ageLOC®
トゥルー フェイス ®
エッセンス プラス

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P74

皮脂量と水分量による肌タイプ※2021 年夏ごろ
　リニューアル予定

※在庫がなくなり
　次第、販売終了

ミルク 
ローション SPF

NORMAL
OILY
DRY
COMBINATION

P64

NU
TRICENTIALS®

NU SKIN  Skin care & Beauty

PRODUCT LINEUP
ニュースキン スキン ケア & ビューティー製品ライン アップ

フェイス 
コンダクター

フェイス 
コンダクター

ボディ 
コンダクター

美容機器

フェイス ケア

98 99 100



P85 P85 P85 P86P86

P87 P87

P88 P89

P86

コンディショナー

トリートメント 

ハンド 
ローション

ボディ 
スムーザー

ペレニアル
インテンス ボディ 
モイスチャーライザー

サンライト 
ジェル

サンライト 
リップ バーム

デイリー ケア

リキッド 
ボディ ルフラ

リキッド 
ボディ バー

ボディ 
クレンジング 
ジェル

ボディ用洗浄料

リッチ 
コンディショナー

NORMAL
DRY

スペシャル ケア

P89

レニュー 
ヘアー マスク

NORMAL
OILY
DRY

バランシング 
シャンプー

NORMAL
OILY

P91

ティ・エス 
スカルプ 
薬用エッセンス ⅩⅦ

しっとり

P88

モイスチャー
ライジング 
シャンプー

NORMAL
DRY

しっとり

P89

ウェイトレス 
コンディショナー

NORMAL
OILY
DRY

さらさら
さらさら

※製品名の下の　　　　は、掲載ページを表しています。P00

BODY CARE

HAIR CARE

P87

サンライト50
（SPF50・PA++++）

P87

サンライト35
（SPF35・PA+++）

ヘア ケア製品は、髪タイプで選びましょう。

キューティクルが揃い、水
分も十分に保たれてお
り、つややか。

皮脂線の働きが活発で
頭皮や頭髪が皮脂で覆
われ、うるおいはあるが
ベタつく。

髪表面を覆うキューティ
クルが傷んで、水分が逃
げ、うるおいが不足して
いる。

ノーマルタイプ オイリータイプ ドライタイプ

NORMAL OILY DRY

MAKE UP

アイ メイク

ブラシ

ニュー カラー® 
スティック
コンシーラー

ニュー カラー® 
ルース 
パウダー

ニュー カラー® 
クチュール 
リップ グロス

ニュー カラー® 
クチュール 
リップスティック

P78 P79 P79

P80

P80

ニュー カラー® 
プレスト 
パウダー

P80

P81 P81

P83

P80

P78

ニュー カラー® 
クチュール 
ブラッシュ 

ベース メイク

リップ メイクブラッシュ

ニュー カラー® 
ブラシ

洗練された美を演出するメイクアップ 健やかな美しさを育むボディ ケア

いきいきと輝く髪に導くヘア  ケア

ニュー カラー® 

ニュー カラー® 
アドバンスド 
ティンテッド 
モイスチャー
ライザー 
SPF 15・PA+++

ニュー カラー®
アドバンスド
リキッド 
フィニッシュ
SPF 15・PA+++

P84

ボディ バー

医薬部外品

ニュー カラー® 
メイクアップ 
ベース
SPF 18・PA++

ニュー カラー® 
パウダー 
ファンデーション
SPF 23・PA++

P82 P82 P83P82

ニュー カラー® 
クチュール 
アイシャドウ

ニュー カラー® 
クチュール 
マスカラ

ニュー カラー® 
クチュール
 アイライナー

ニュー カラー® 
クチュール 
アイブロウ

P83

ニュー カラー® 
ニュートリオール  
アイラッシュ 
トリートメント

ORAL CARE 健康な歯と歯茎のために

P97

AP 24
ホワイトニング 
トゥースペースト

医薬部外品

P96

AP 24
歯周ケア 
トゥースペースト

医薬部外品

P97

AP 24
ブレス 
スプレー

※在庫がなくなり次第、販売終了 ※在庫がなくなり次第、販売終了

P97

AP 24
歯ブラシ
（4本セット）

 サンライト

ティ・エス スカルプ ⅩⅦ

LIFE CARE

P95

エコスフィア
ランドリー リキッド
（洗濯用液体洗剤）

P95

エコスフィア
ディッシュ ソープ
（台所用液体洗剤）

美しい暮らしのために

ETHNEPOCH

P94

エスネピック
ハンド 
サニタイザー

P94

エスネピック
ファイヤー 
ウォーカー

P94

エスネピック
アイス 
ダンサー

P94

エスネピック
グレーシャル 
マリーン マッド™

P94

エスネピック
ベビー ヘア アンド
ボディ ウォッシュ

P93

エスネピック
ポリッシング 
バー

P93

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショニング 
シャンプー

P92

エスネピック
イン アンド ヤン 
マスク

P93

エスネピック
アバ プヒ モニ®
コンディショナー

先住民の知恵から

P91

ageLOC®  
ニュートリオール®
スカルプ & 
ヘアー セラム

ニュートリオール®®

 顔  身体（全身）  足  手  リップ  髪

 メイク  UV  歯  ベビー  洗剤  浄水器

上記のマークは、それぞれのカテゴリーを表しています。

プ
ロ
ダ
ク
ト 

ラ
イ
ン 

ア
ッ
プ

※製品はリニューアルされる場合があります。101 102 103



美しい肌のための Q & A

化粧水を手で塗布すると、指の間からもれたり、ムラについてしまうため、肌へ水分を
均一にしっかりと届けることができません。一方「コットン使用」では、適切な使用量を
無駄なくムラなく肌に届けられ、肌の水分吸収量が「手使用」に比べ高くなります
（グラフ参照）。
ニュースキンでは、化粧水をコットン2枚に含ませる使い方（写真参照）をおすすめし
ています。2枚重ねで使用することでより肌当たりがやさしく、またコットンに十分、
化粧水を含ませることで、気になるコットン繊維の肌当たりを弱めることができます。

コットン2枚を指に広げ、中指と薬指の
スペースに化粧水を含ませる。

〈角質の水分量〉

角層水分量 多い
（ニュースキン調べ）

少ない

手使用

コットン使用

Q 化粧水を塗布するのは

「手」と「コットン」

どちらがいいですか？

A 肌により多くの水分を届ける
「コットン使用」をおすすめします。

界面活性剤とは、１つの分子の中に、水になじみやす
い「親水性」と油になじみやすい「親油性」の２つの部分
をもつ物質の総称です。この構造が、水と油のように、
本来混じり合わないものを混ぜ合わせる仲介役として
働いたり、汚れを落とす洗浄の働きを可能にしたり
します。化粧品だけでなく、医薬品、食品などにも広く
使われています。
ニュースキンでは主に植物由来の界面活性剤を使用
しており、安全基準を満たしたものだけが配合されて
います。

Q 界面活性剤は
なぜ配合されているの
ですか？

A 水と油のように本来混じり合わないものを
混ぜ合わせたり、汚れを落としたりするためです。

Q 美容液、乳液、クリーム

の違いは何ですか？ A 製品に配合されている
水分と油分のバランスなどが違います。

防腐剤は、指や空気中の雑菌などによる汚染を防いだり、製品が変質しないようにする
目的で使用されています。化粧品には医薬品医療機器等法（旧薬事法）にて定められ
た防腐剤が、安心して使用するために必要とされる最小限の量で配合されています。

Q 防腐剤は
なぜ配合されているの
ですか？

A 雑菌による汚染や
製品の変質を防ぐためです。

香料は、主に心身のリラックス、場合により原料臭をカバー（マスキング）するために
配合されています。ニュースキンの「香料」は、香粧品香料原料安全性研究所で安全性
が確認されています。また、「無香料」とは、香料を配合していないことを指し、原料臭
を感じる場合もあるため、無臭とは限りません。

Q 香料は
なぜ配合されているの
ですか？

A 心身をリラックスさせたり、
原料臭をカバーするためです。

Sun Protection Factor（サン プロテクション ファクター）の略で、主に太陽の
UV-B（紫外線B波）の防止効果を表す目安の数値です。肌が赤くなるまでの時

間を、紫外線防止用化粧品によって何倍のばせるかを示しています。
何もせず約20分間日光浴をしたあとの肌状態を１とし、例えばSPF30なら、20分の30倍
の時間（600分/10時間）まで同じ肌状態を保てることを表しています（現在日本では
SPF50以上の数値は一律に50＋と表示します）。

Protection Grade of UVA（プロテクション グレイド オブ UVA）の略で、主に
太陽のUV-A（紫外線A波）の防止

効果を表す目安の数値です。+の多さは4段
階に分けられ、UV-Aに対する効果の高さを
示しています。
+は「効果あり」、++は「かなり効果あり」、
+++は「非常に効果あり」、++++は「効果が
極めて高い」を表しています。真皮まで浸透
して深刻な肌悩みを引き起こすUV-Aを防ぐ
効果を示すため、最近注目されています。

Q 日焼け止めの
SPFとPAって何ですか？ A SPFはUV-B（紫外線B波）を、

PAはUV-A（紫外線A波）の防止効果を表す目安です。

■美容液
　
■乳液
　
■クリーム

保湿成分などが多く含まれている高機能トリートメントで、上質な肌へと
導きます。
油分と水分がバランスよく配合され、保湿もしつつ、必要な油分も補う
役割を果たします。
乳液よりも油分が多く配合され、最後のステップとして、肌の水分を逃が
さないフタのような働きをします。

角 

層

美容液 乳液

〈肌への浸透イメージ図〉
クリーム

肌は本来、自ら美しくなろうとする力が備わっていますが、加齢や環境、生活習慣に
よってその力が乱れると、外的刺激（チリ、ホコリ、紫外線など）を受けやすい状態に
なってしまいます。フェイス ケアは、その乱れた状態から肌が本来もつ働きを引き出
し、美しい肌へ導くお手伝いをします。健やかな肌づくりには正しいステップ（使用順
序）で行うことが大切です。洗顔後に化粧水で水分を補って肌を整え、その後クリーム
などで肌に水分を閉じ込めましょう。

Q フェイス ケアは

なぜ必要なのですか？ A 肌本来がもつ働きを引き出し、
美しい肌へ導くためです。

肌タイプや肌の悩みによって製品を
使い分けることをおすすめします。

SPFとは

PAとは

表皮

真皮

食べ物
にも

化粧品に

美
し
い
肌
の
た
め
の
Q
&
A
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注意事項

1	お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような
場合は、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがあります
ので、皮膚科専門医などに相談されることをおすすめします。

●	皮膚に適用する化粧品類
1.	 傷、はれもの、湿疹等、異常のあるとき。
2.	 使用中、または使用後のお肌に、直射日光が当たって、赤み、はれ、カユミ、刺激、色抜け（白斑）、黒ずみ等の
　		異常があらわれた場合。

●	頭髪用化粧品類および洗髪用化粧品類
1.	 頭皮に傷、はれもの、湿疹等、異常があるとき。
2.	 使用中、または使用後に、直射日光が当たって、赤み、はれ、カユミ、刺激、色抜け（白斑）、黒ずみ等の	
　	異常があらわれた場合。
3.	 目に入ったときは、ただちに洗い流してください。

2	1.	 目の周辺を避けてお使いください（パック、スクラブ剤）。目に入ったときは、ただちに洗い流してください。
2.	 すすぐときは、目に入らないように注意してください。	粒が目に入ったら、こすらずに洗い流してください。
	 すすいでも異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください（スクラブ剤）。

3	ニュースキンの化粧品の多くは、成人向けに開発された製品です。ただし、エスネピック	ベビー	ヘア	
アンド	ボディ	ウォッシュなどのお子様向けの製品のほか、ニュースキンのヘア	ケア製品、ボディ	ケア製品、
オーラル	ケア製品などの一部の製品では保護者の監督のもとお使いいただけます。

保管および取り扱い上の注意

1.	使用後は必ずしっかりと蓋を閉めてください。

2.	乳幼児の手の届かないところに保管してください。

3.	高温（40℃以上を目安）、または低温（5℃以
下を目安）の場所、直射日光に当たる場所、湿
度の高い場所には保管しないでください。

4.	長期間にわたり保管した製品は、品質に対する
影響があるため、廃棄してください。

5.	エアゾール缶の製品については、ラベルに表示
された保管方法に従い正しく保管してください。
長期保管製品は保管状況や温度など、なんらか
の環境のもとでは破裂する危険性がありますの
で、使用の有無にかかわらず速やかに廃棄して
ください。廃棄に際しては、最後まで使い切り、缶
を振って音を確認したあと、各自治体で決められ
た廃棄方法に従ってください。

成
分
説
明
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	 アロエエキス

天然植物のアロエから抽出したエキス。保
湿・柔軟成分として、皮膚と毛髪に対して優
れた効果を発揮します。

海シルト
皮膚のくすみの原因となる古い角質や、毛穴
の汚れなどを吸着して取り除く、海洋性の粘
土微粒子。製品中には皮脂吸着成分として配
合されています。

	 オリーブ油

モクセイ科の常緑樹オリーブの種子を圧搾し
て得られるオイル。もっとも品質がよいとさ
れるエクストラ	バージン	オリーブ	オイルは
各種ミネラル、必須脂肪酸などを豊富に含
んでいます。製品には肌を健やかに整える
整肌成分として配合されています。

	 加水分解コムギ

コムギの種子を粉末にし、加水分解して得ら
れる水溶性成分の乾燥粉末。化粧品、毛髪
用化粧品に保湿剤として配合されています。

褐藻エキス
褐藻類に属する、ヒバマタ属の海藻から得
たエキスです。アミノ酸や粘液質多糖類、無
機質などが含まれ、これらが肌や毛髪の保
湿性を高め、しなやかに整えます。

	 カミツレエキス／カミツレ油

カミツレはキク科の二年草。花から抽出した
カミツレエキスは精油のほか配糖体などを含
み、肌をうるおしながらなめらかに整えていき
ます。カミツレ油にも同様の働きがあります。

カルボキシメチルグルカンNa
（β-グルカン）
パン酵母細胞壁から抽出される成分。製品に
は、乾燥など外の刺激から肌を守る皮膚保護
成分として配合されています。

グリチルリチン酸2K
皮膚保護成分。マメ科のカンゾウから抽出し
たエキス。うるおいを与えて肌を保護し、荒れ
を防ぐ働きがあります。

パルミトイルテトラペプチド-7
ペプチドとは複数のアミノ酸が結びついた結
合体を指します。パルミトイルテトラペプチド
-7は、人の肌にも存在するコラーゲンの構成
成分でもある4種類のアミノ酸と、結合を安定
させるためのパルミトイル（パルミチン酸）
から成るペプチド。角層の深くまで届いて肌
にハリをもたらす整肌成分として配合されて
います。

ヒアルロン酸
ムコ多糖類の一種で、吸湿性があり、水に溶
けやすいので、高い水分保持力をもっていま
す。製品中には、肌をスムーズに仕上げる
保湿剤として配合されています。

PCA-Na
dl	-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液。皮膚
中に多く含まれる天然の保湿因子で、吸湿
性に優れ、皮膚や毛髪に良好な湿潤性を示
し、柔軟性、弾力性を与えます。

フサザキスイセン根エキス
ヒガンバナ科・フサザキスイセンの球根から
抽出したエキス。製品中には角層の水分量
を高め、キメを揃えることにより、肌本来のバ
リア機能を整える整肌・保湿成分として配合
されています。

ブドウ種子油
ブドウ科ブドウの種子から得た植物油。化粧
品には整肌成分、エモリエント成分として配
合されています。リノ－ル酸、オレイン酸、ビ
タミンEなどを含み、軽い感触でさっぱりして
います。

ぺポカボチャエキス
かぼちゃの一種であるペポカボチャの果肉の
エキス。古くなった角質を柔らかくし、はがれ
落ちやすくします。

グルコノラクトン
PHAのひとつ。メラニンを含む古くなった角
質を柔らかくすることではがれやすくし、肌
の生まれ変わりを助けます。その際の肌への
負担を和らげ、マイルドな使用感をもたらす
皮膚保護の働きもあります。

コメヌカスフィンゴ糖脂質（セラミド）
コメより抽出精製されたセラミドは、皮膚に
対する保湿性と親和性が高いといわれていま
す。製品には、肌にうるおいを与えて乾燥から
守り、本来肌がもっているバリア機能環境を
整える成分として配合されています。

	 ゴレンシ葉エキス

常緑高木のカタバミ科ゴレンシ葉から抽出し
たエキス。保湿作用により肌にハリと弾力を
与えます。ゴレンシはスターフルーツとも呼
ばれています。

シクロデキストリン／ビタミンA油
環状の糖であるシクロデキストリンが、分子
の中心部の空洞にビタミンA油を包み込んだ
成分。ビタミンA油を少しずつ外に放出する
ため、作用が長時間続くという特徴がありま
す。製品中には肌をなめらかに整えるエモリ
エント成分として配合されています。

	 シソ葉エキス

シソの葉から抽出したエキス。製品中には保
湿剤として配合されています。

スクワラン
深海ザメの肝油やオリーブ油などに含ま
れている、炭化水素スクワレンに水素を添
加して安定化させた油性成分。肌へのなじ
みがよいため、一般的に皮膚のうるおいや
柔軟さを保つエモリエント成分として配合
されています。

	 セージエキス

セージの全草から得られるエキス。サルビ
アエキスとも呼ばれ、収れん作用があると
いわれています。ヘア	ケア製品、浴用製品、
収れん化粧品などに配合されています。

ポリクオタニウム-51／
ポリクオタニウム-61（リピジュア）
水溶性の高保湿成分。トリートメント成分。高
い保水力で知られるヒアルロン酸よりもさ
らに保水力があり、人間の細胞膜と似た構造
をもつため、皮膚への親和性が高く、肌との
密着性に優れています。高保湿性により皮膚
に与えたうるおいを長時間持続させ、皮膚を
保護する働きがあります。

	 ヨモギエキス

ポリフェノール化合物やビタミン類などを
含み、肌を保護すると共にひきしめて整えま
す。肌にやさしく、おだやかな使用感をもた
らす皮膚保護成分として配合されています。

	 ラベンダー油

シソ科の植物、ラベンダーの花から抽出し
た天然精油（エッセンシャルオイル）。皮膚
をなめらかにするエモリエント保湿成分で
す。ウッディーな基調のフローラル系ですが
すがしい香りです。

（アスコルビル／トコフェリル）リン酸K
ビタミンCとビタミンEの化合物で、肌を健や
かに保つ整肌成分として配合されています。

レシチン
リン脂質の一種で、人の皮膚をはじめ動植
物の細胞膜を構成する重要な成分のひとつ。
化粧品には大豆や卵黄などから得られるレ
シチンを配合しています。親油・親水性が高
く、製品の乳化安定剤として、また肌をみず
みずしくうるおす保湿成分、健やかに保つ整肌
成分としての働きがあります。

	 ダイズ油

大豆の種子から得られる油脂。人の肌にもあ
る、水分を保持する働きをもつ細胞間脂質
の構成成分のひとつ、リノール酸を豊富に
含んでいます。製品には肌の乾燥を防ぐ保
湿成分として、また皮膚表面を保護し健やか
に整える整肌成分として配合されています。

	 チャエキス

ツバキ科の常緑低木、お茶の葉から抽出し
たエキスです。製品には、肌を健やかに保つ
皮膚保護成分として配合されています。

ツボクサエキス
センテラとも呼ばれるセリ科のハーブの一
種。製品中には、肌のうるおいを保つ保湿成
分として配合されています。

	 ハイビスカスエキス

熱帯に咲くハイビスカスの花や葉から抽出し
たエキス。AHA（アルファヒドロキシ酸）の一
種であるピルビン酸を含み、古くなった角質
を軟化させる働きをもつといわれています。
製品には肌を健やかに保つ整肌成分として
配合されています。

	 ハナショウガ液汁
　　　		（アバ	プヒ	エキス）
アバ	プヒ（ハナショウガ）は、ハワイ諸島で古
くから洗髪に用いられてきたショウガ科の植
物です。髪のうるおいを保ち、しなやかで健
やかに整える効果があるといわれています。
製品には、コンディショニング成分として配
合されています。

	 パパイン

温・熱帯地方に繁茂するパパイアの果実から
得られる酵素。汚れを落とす洗浄成分とし
て配合されています。

ハマメリス水
ハマメリスの小枝、樹皮、葉を蒸留して得られ
た液。収れん作用があるので化粧水やクリ－
ムに配合されています。

	 レモンエキス
	
古い角質を取り除き、肌をやわらかくした
り、ひきしめたりする働きがあります。

	 ローズマリーエキス

シソ科の植物、ローズマリーの葉または花か
ら抽出したエキス。化粧品にはトリートメ
ント成分として配合されています。

	 ローヤルゼリー

女王寒天質、王乳とも呼ばれる女王蜂の幼
虫の食餌。濃縮されたタンパク質や炭水化
物、ビタミン類などで構成され、肌にうるお
いと柔軟性を与えるといわれています。

GLOSSARY	成分説明（50音順）
ア	行

サ	行

ハ	行

タ	行

ラ	行

ヤ	行

カ	行
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栄養成分と原材料 134
ライン アップ 130
ソリューションズ 1 1 9
ライフパック シリーズ 1 1 4
おすすめサプリメント 1 10

あなたの健康を
自然の恵みとサイエンスの融合でサポート。

若々しく健やかな毎日を過ごしていただきたい。ファーマネックスは、「自然の恵みとサイエンスの融合」を

コンセプトに、一人ひとりの健康ニーズにきめ細かく応える製品をライン アップ。その品質は、トップクラスの

研究者たちとの協力体制に基づいた製品開発、製品づくりの全プロセスを6段階の厳しい基準・視点から

管理する「６Sプロセス」によって守られています。世界中で愛される信頼の健康食品を、あなたの毎日に。

▷「６Ｓプロセス」について詳しくは７ページ



110 111＊ニュースキンが考える若さの定義「体の内側だけでなく、見た目印象や、話したときの印象で、いきいきと健康的で若 し々い様子」に基づくもの。

※ファーマネックス製品は一部の製品を除いては、健康な成人を対象に開発しています。

キレキレ
スポーツパフォーマンスに

スッキリ
毎朝快調なスタート

季節や環境の
変化に負けたくない

5年後、10年後も
若々しく

理想的な栄養バランスで、いきいき輝く明日へ
すべての方に摂ってほしい、健康づくりのベースとなる基本のサプリメント。
ビタミンやミネラルをはじめ、植物性成分もバランスよく摂取できます。

［ 世代共通のニーズで選ぶ ］ 目的別サプリメント おすすめ製品例

［ 基本 のサプリメント ］ マルチビタミン＆ミネラル おすすめ製品例

サプリメントの摂り方3ステップ
ニュースキンの推奨する

お
す
す
め
サ
プ
リ
メ
ン
ト

ライフパック® ナノ プラス

ワンランク上の栄養バランスを叶える
P115ライフパック® タブレット

20年以上愛される実力
毎日の健康を支える栄養バランスの基本に 

P116

※製品名の右の P00  は、掲載ページを表しています。

オーバードライブ

運動時の栄養補給に
P119ユーススパン® R

全身の「冴え＊」という次世代基準へ
P51

ファーマネックス グリーン プラス

毎日のすっきりに
大麦若葉と4種類の乳酸菌をプラス

P123 ティグリーンTM

ポリフェノールで健康をサポート
P122

食事・運動・休養

目的別
サプリメント

なりたい自分へ。
目的に合わせたサプリメントを取り入れる

マルチビタミン＆ミネラルで健康のベースをつくる
現代人の食生活や栄養状態を徹底的に研究して開発されたマル
チビタミン＆ミネラル。ベースサプリメントとして、まずは摂ること
をおすすめします。

栄養素のベースをしっかり整えたうえで、あなたのライフスタ
イルやニーズに合ったサプリメントを摂りましょう。

健康的なカラダづくりの基本は、栄養・運動・休養
健康であり続けるには、栄養素の基本であるビタミンやミネラル
を十分な量、バランスよく毎日摂り続けることが大切です。とはい
え、必要な栄養バランスを維持するのはなかなか難しいのが現状。

マルチビタミン＆
ミネラル

世代共通 すべてのおすすめ製品はこちら

ほかにもまだある世代共通のニーズと、おすすめサプリメントは

「サプリメントの選び方、年代別ニーズで探す」サイトで簡単に探せます。 　 ▼ ▼ ▼

全おすすめ製品はこちら

ニーズに合ったサプリメント選びで理想の自分へ
毎日をアクティブに過ごしたいというすべての世代に共通のニーズに応えるサプリメントから、
ご自身のライフスタイルに合ったものを取り入れて、なりたい自分に近づきましょう。
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20代におすすめ

つるつる
きめ細かな美しさへ

野菜不足が
気になる

キレのある
かっこいいカラダへ

いつまでも

力強く歩きたい

「あれ？」
名前が思い出せない

バランスを整え
ポジティブに

キラキラ
いつまでも若々しく

元気で

負けないカラダに
ラクラク

伸びやかに動かしたい

60代以上におすすめ

50代におすすめ

毎日カラダを

再起動 飲むと
翌日が辛い

ドキドキ
健康数値が気になる

40代におすすめ

バリバリ
もっと頑張りたい

ボディラインが
変わってきた

キラキラ
透明感のある美しさへ

30代におすすめ

［ 年代×ニーズで選ぶ ］ 目的別サプリメント おすすめ製品例

年代ごとの細かなニーズに対応する豊富なライン アップ
年代ごとに変化するライフスタイルやニーズにきめ細かく応える多彩なライン アップ。
今の自分にぴったりのサプリメントを摂って、毎日をもっと自分らしく、いきいきと。

お
す
す
め
サ
プ
リ
メ
ン
ト

カーティレックス®

P124

霊芝 EX

P122

ティグリーン™

P122

ユーススパン® R

P51

ユーススパン® R

P51

ユーススパン® R

P51

ユーススパン® R

P51

ユーススパン® R

P51

エストロケア

P128

バイオギンコ

P124

アールスクエア

P52

TR90™ シェイク

P55

P123

プロバイオ 
ピーシーシー™

ファーマネックス
グリーン プラス
P123

ファーマネックス
グリーン プラス
P123

ジースリー® 

P120

TR90™ シェイク

P55

ジースリー  
スポーツ®
P119

アールスクエア 
リニュー（ReNEW）
P53

オーバードライブ

P119

ユーススパン® R

P51

TR90™ シェイク

P55

※製品名の下の P00  は、掲載ページを表しています。

ジースリー  
スポーツ®
P119

アールスクエア 
リニュー（ReNEW）
P53

グルコイーズ™

P126

コレスティン

P126

オイスター
マックス
P125

全おすすめ製品はこちら

年代別 すべてのおすすめ製品はこちら

ほかにもまだある各年代別のニーズと、おすすめサプリメントは

「サプリメントの選び方、年代別ニーズで探す」サイトで簡単に探せます。 　 ▼ ▼ ▼
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「補う」から、「いきる」へ。
毎日の健康管理のベースとなるサプリメントを、
自然と科学の力で一歩先へ。
補う発想から、体内にめぐり、しっかりいきる発想へ。いくら補っても、それが届き、

吸収されなければ力になりません。ライフパック ナノ プラス は、厳選の成分がカラダ

の中で働くための「体内インベスト設計」を採用。ニュースキン独自の5 つのメソッ

ド（NNNDL）により、配合した成分のひとつひとつがしっかりその特性を活かし、リアル

な力の実現を目指します。

忙しい日本人の食生活や、

栄養状態を徹底的に検証して

開発された基本サプリメント。

いきいきと輝く明日のために、

日頃不足しがちな栄養成分を

バランスよく補います。

栄養バランスの基本

 いきる、が違う。

新採用・
体内インベスト設計

 配合の質、が違う。

33 種類の成分をこだわりの
バランスで、1 袋に

 摂りやすい、が違う。

日本との技術提携で
実現した、凝縮コンパクト

ライフパック ナノ プラス 3 つの特長

※写真はひとつの栄養素（ビタミン、ミネラル）
をひとつの食材に置き換えたイメージです。
ライフパック ナノ プラスに、これらすべての食
材、 または食材に含有されるすべての栄養素
が配合されているという意味ではありません。

ビタミンB2

アボカド 29個

ナイアシン
落花生 56さや

ビタミンB6

にんにく 6 個半

鉄
イチジク  14 個

β -クリプトキサンチン
赤パプリカ 2 個

マグネシウム 
バナナ 7 本

ビタミンC
レモン 22 個

ビタミンD
ブナシメジ 40 パック

ビタミンE
かいわれ大根  50パック

カルシウム
プロセスチーズ 4 個

パントテン酸
卵 41 個

ビタミンB12

鶏レバー 135 ｇ

亜鉛 
牡蠣 5 個

EPA・DHA
カツオ 314g

ビタミンB1

豚ヒレ肉  615 ｇ

ビタミンA
にんじん（中）1 本

葉酸
ほうれん草 1 束半

召し上がり方：栄養補助食品として、1日2 パックを目安に、水などで
お召し上がりください。

■原材料をご確認いただき、食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならな
いでください。■まれに、ソフトカプセルの水分により粒の表面の色が部分的に濃
くなることがありますが、品質に影響はありません。■薬を服用中や通院中、妊娠・
授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質、体調に合わない場合は、お
召し上がりにならないでください。■お子様の手の届かない場所に保管してくださ
い。■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

ライフパック  ナノ プラス（1 日 2 パック）なら、
これだけの栄養成分！

栄養成分・原材料 135 ページ

「インフォームドチョイス」は英国LGC社が審査する国際的なアンチ・ドーピング認証プログラム
です。このマークは、スポーツ競技における禁止物質としてWADA（世界アンチドーピング機構）
リストに掲載されている物質に関する広範囲で厳格なテストに合格したことを保証するものです。

栄養成分・原材料名 ビタミンA ビタミンD ビタミンE ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸

単位 μg μg mg mg mg mg mg μg μg mg

ライフパック ナノ プラス 含有量（1日分） 1,492 20.0 134.0 7.5 8.5 20 10.0 60.0 600 30.0

栄養素等表示基準値＊ 770 5.5 6.3 1.2 1.4 13 1.3 2.4 240 4.8

＊厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」をもとに消費者庁が設定。日本人の1 日に必要な栄養素の量の平均的な値としてとらえることができる。

ビタミンC カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 銅 マンガン ヨウ素 セレン クロム モリブデン オメガ
3系脂肪酸 α-リポ酸 ヘスペリジン ブドウ種子エキス リコピン コエンザイム

Q10 ルテイン ゼアキ
サンチン

アスタキ
サンチン

β-クリプト
キサンチン

mg mg mg mg mg mg mg μg μg μg μg mg mg mg mg mg mg mg mg mg μg

500 400 200 3.0 15.0 1.0 2.0 100 140 200 75 500 50 50 50 5 5 2 0.505 0.5 300

100 680 320 6,8 8.8 0.9 3.8 130 28 10 25 2.000 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

栄養成分リスト ［ ライフパック ナノ プラス ］

※摂りすぎによる問題が起こりやすい栄養素（鉄、カルシウム、マグネシウムなど）は、日本人の食習慣を考慮して、食事での摂取量と合計して適切な量になるよう、配合量を調整しています。
※栄養素等表示基準値で定められていない数値および製品に含有されない成分の数値は、「−」と記しました。

NO.
売上1
ファーマネックスライフパック®  ナノ プラス

名称 ： ビタミン・ミネラル等含有加工食品

内容量 ： 174g　60 パック／ 30日分目安

製品コード：03004252
参考小売価格：¥27,042（税抜 ¥25,039）

卸売価格：¥18,911（税抜 ¥17,510）  PSV 123.35  

  5% ： ¥17,965（税抜 ¥16,634）  PSV 117.20  

  10%： ¥17,020（税抜 ¥15,759）  PSV 111.00  

ラ
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LIFEPAK® SERIES



内容量 ： 85.5g　30 パック／ 15日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1日2 パック
を目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方や病気治療中の方、
妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、 お召し上
がりください。■高カルシウム血症の方、コバラミン・コ
バルト過敏症の方、初期のレーベル氏病の方は、摂取を
避けてください。■理論的にセレンはスタチン系 HMG-
CoA 還元酵素阻害薬の効果を弱めますので、医師、薬剤
師にご相談のうえ、お召し上がりください。■空腹時の摂
取は避けてください。■体質・体調に合わない場合は、摂
取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　乳、大豆、豚ゼラチン、オレンジ

栄養成分・原材料 135 ページ

セット内容 ： ライフパック× 2 箱

ライフパック®
名称 ： ビタミン等含有加工食品

ライフパック®  C 1ヵ月セット　 

内容量 ： 58.2g　30 パック／ 15日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 2 パックを目安に、水などでお召し上がりくだ
さい。

■原材料をご確認いただき、食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■まれに、ソ
フトカプセルの水分により粒の表面の色が部分的に濃くなることがありますが、品質には影響はありません。■
薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質、体調に合わない場合は、お
召し上がりにならないでください。■お子様の手の届かない場所に保存してください。■食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に、食事のバランスを。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 135 ページ

セット内容 ： ライフパック タブレット× 2 箱

ライフパック®  タブレット
名称 ： ビタミン等含有加工食品

ライフパック®  T 1ヵ月セット　

116 117

ライフパック（1 日 2 パック）なら、これだけの栄養成分！

※写真はひとつの栄養素（ビタミン、ミネラル）をひとつの食材に置き換えたイメージです。 
　ライフパックに、これらすべての食材、 または食材に含有されるすべての栄養素が配合されているという意味ではありません。

ビタミンB1

玄米ごはん30杯

マグネシウム
バナナ6本

ビタミンB2

ほうれん草15束

ビタミンA
ブロッコリー7.8株

ビタミンＣ
イチゴ4パック

ビタミンD
しいたけ33個

ビタミンB6 

にんにく 6個半

ビタミンB12

焼き海苔17枚

ナイアシン
炒りゴマ755g

ビタミンE
アーモンド110粒

カルシウム
牛乳コップ2杯

パントテン酸
卵41個

カリウム
キウイフルーツ1/2個

鉄
プルーン395個

葉酸
オクラ80本

ビタミン、ミネラルをはじめ、緑茶葉抽出物
やアセロラ・チェリー抽出物などの植物性
成分を、バランスよく配合。タブレットタイプのライフパックには、カプセルタイプと同じビタミンとミネラルの量を

ベースに、オリーブ果実抽出物やブドウ種子エキスのポリフェノールを配合。家族
全員の毎日の栄養管理の基礎として、現代人に不足しがちな栄養成分をカプセル
が苦手な方でも摂りやすい小さなタブレットにしたサプリメントです。

毎日の栄養バランスに
毎日の栄養バランスに大切な栄養成分を
摂りやすい小さなタブレットに

www.pharmanexlifepak.jp
ライフパック公式サイトはこちら

＊ 厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」をもとに消費者庁が設定。日本人の1 日に必要な栄養素の量の平均的な値としてとらえることができる。※摂りすぎによる問題が起こりやすい栄養素（鉄、カルシウム、マグネシウムな
ど）は、日本人の食習慣を考慮して、食事での摂取量と合計して適切な量になるよう、配合量を調整しています。※β -カロテンは体内で必要なだけビタミンA に変わるため、過剰摂取の心配はありません。※栄養素等表示基準値で定められてい
ない数値および製品に含有されない成分の数値は、「−」と記しました。

栄養成分リスト [ライフパック タブレット、ライフパック]

栄養成分・原材料名 ビタミンA
ビタミンAの内訳

ビタミンD ビタミンE ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸
β-カロテン レチノール

単位 μg μg
（β-カロテン当量） μgRE μg mg　 mg mg mg mg μg μg mg

ライフパック

ライフパック タブレット 含有量（1日分） 1,000 ー ー 10 100 7.5 8.5 40 10 30 600 30

ライフパック 含有量（1日分） 1,000 ー ー 10 100 7.5 8.5 40 10 30 600 30

栄養素等表示基準値＊ 770 ー ー 5.5 6.3 1.2 1.4 13 1.3 2.4 240 4.8

栄養成分・原材料名

単位

ライフパック

ライフパック タブレット 含有量（1日分）

ライフパック 含有量（1日分）

栄養素等表示基準値＊

ビタミンC カルシウム マグネシウム 鉄 セレン
ブドウ種子
抽出物
（エキス）

オリーブ
果実
抽出物

醸造酵母 緑茶葉
抽出物

柑橘系果物
抽出物

マリー
ゴールド

アセロラ・
チェリー
抽出物

mg mg mg mg μg mg mg mg mg mg mg mg

500 400 200 3.0 70 20 140 ー ー ー ー ー

500 400 200 3.0 70 20 ー 653.72 140 50 ー 1.8

100 680 320 6.8 28 ー ー ー ー ー ー ー

製品コード：03003627
参考小売価格：¥7,212（税抜 ¥6,678）

卸売価格：¥5,044（税抜 ¥4,670）  PSV 32.90  

  5% ： ¥4,791（税抜 ¥4,436）  PSV 31.25  

  10%： ¥4,539（税抜 ¥4,203）  PSV 29.60  

製品コード：03136942
参考小売価格：¥14,424（税抜¥13,356）

卸売価格：¥10,088（税抜 ¥9,340）  PSV 65.80  

  5% ： ¥9,582（税抜¥8,872）  PSV 62.50  

  10%： ¥9,078（税抜¥8,406）  PSV 59.20  

製品コード：03003088
参考小売価格：¥7,212（税抜 ¥6,678）

卸売価格：¥5,044（税抜 ¥4,670）  PSV 32.90  

  5% ： ¥4,791（税抜 ¥4,436）  PSV 31.25  

  10%： ¥4,539（税抜 ¥4,203）  PSV 29.60  

製品コード：03136941
参考小売価格：¥14,424（税抜¥13,356）

卸売価格：¥10,088（税抜 ¥9,340）  PSV 65.80  

  5% ： ¥9,582（税抜 ¥8,872）  PSV 62.50  

  10%： ¥9,078（税抜 ¥8,406）  PSV 59.20  
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キッズ オメガ ®
製品コード：03002091
参考小売価格：¥6,023（税抜 ¥5,577）　 

子ども用 DHA・EPAもあります。

「かしこさ」を応援！

  P121

子ども用

Spor ty life
スポーツをもっと楽しみたい

運動時に体内から失われるビタミン、ミネ
ラルを効果的に補給するサプリメントで
す。ビタミンのほか、植物性成分をバラン
スよく配合。カラダをベスト コンディション
に導きます。

運動時の栄養補給に

内容量 ： 84.4g
120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日4カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりになら
ないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中
の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に
合わない場合は、お召し上がりにならないでください。
■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン、オレンジ

栄養成分・原材料 136 ページ

オーバードライブ
名称 ： ビタミン・酵母含有加工食品

内容量 ： 145.08g 120 粒／30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1日4 粒を目安に噛みながらお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・
授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりになら
ないでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　乳、大豆　

栄養成分・原材料 136 ページ

※ 2021 年春ごろリニューアル予定
掲載製品はリニューアル新製品となり、製品コード・価格・PSV・成分の種類や量が変更されています。

ジャンガマルズ™ チューワブル
名称 ： ビタミン等含有加工食品

育ち盛りに必要なビタミン12種類&ミネラル11種類をバランスよく配合
しました。

ライフパック シリーズから登場した
子どものためのマルチビタミン＆ミネラル

製品コード：03001956
参考小売価格：¥6,354（税抜 ¥5,883）

卸売価格：¥4,443（税抜 ¥4,114）   PSV 29.00  

  5% ： ¥4,221（税抜 ¥3,908）  PSV 27.55

  10%： ¥3,998（税抜 ¥3,702）  PSV 26.05

今の子どもを取り巻く環境や食生活など、ニュー
スキンでの最新研究に基づいた強化設計＊。

ここが新しいポイント！

7種類の微量ミネラル

体の機能の正常な働きに欠かせない栄養素。

ビタミンD
近年注目の栄養素で、健康維持や健康的な成長に

欠かせない大切な栄養素のひとつ。

リコピン ＆  ルテイン

健康的なデジタルライフにうれしい植物性成分。

＊従来製品と比較して、一部成分の増量、および新たな成分が追
加配合されたこと。

追加配合増量

118 119

＊1 厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準（2020年版）」＊2 目安量（推奨量を算定する十分な科学的根拠はないが、良好な栄養状態を維持するのに十分とされる量）。※摂りすぎによる問題が起こりやすい栄養素（カルシウム、
マグネシウムなど）は、日本人の食習慣を考慮して、食事での摂取量と合計して適切な量になるよう、配合量を調整しています。※「日本人の食事摂取基準」で定められていない数値および製品に含有されない成分の数値は、「−」と記しました。

栄養成分リスト [ジャンガマルズ チューワブル]

栄養成分・原材料名 ビタミンA ビタミンD ビタミンE ビタミンK ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC

単位 μg μg mg　 μg mg mg mg mg μg μg mg mg

ジャンガマルズ
チューワブル

ジャンガマルズ 含有量（1日分） 500 20 30 15 0.9 0.9 12 1.2 2.1 200 4.5 60

6〜7歳男子1日分の推奨量＊1 400 4.5＊2 5.0＊2 80 0.8 0.9 9 0.8 1.3 140 5＊2 60

栄養成分・原材料名

単位

ジャンガマルズ
チューワブル

ジャンガマルズ 含有量（1日分）

6〜7歳男子1日分の推奨量＊1

カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 銅 マンガン ヨウ素 セレン クロム モリブデン トマトリコピン
ルテイン

（マリーゴールド
色素由来）

mg mg mg mg mg mg μg μg μg μg mg mg

124.8 60.44 6 7.5 0.19 2.1 135 60 24 33 3 1

600 130 5.5 5 0.4 2.0＊2 75 15 ー 15 ー ー

一人ひとりのニーズや

目的に合わせて

必要なものをセレクト。

足りない栄養成分を、

効率よく補います。

ジースリーとヨーロッパナラ樹木エキス「ロブ
ビット®」などを配合。スポーツ愛好家の方か
ら日常生活でカラダを動かす方まで、ベスト
パフォーマンスを目指すすべての人へ。

パフォーマンスサポート飲料で
アクティブな毎日を

内容量 ： 50mL × 10 本／ 4 ～ 10日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 1 ～ 3 本を目安に、
開封後はすぐにお召し上がりください。

■沈殿が生じる場合がありますが、品質に問題はございま
せん。軽く２～３回振ってからお飲みください。■原材料
をご確認いただき、食物アレルギーをおもちの方はお召し
上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊
娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体
質、体調に合わない場合はお召し上がりにならないでくだ
さい。■お子様の手の届かない場所に保存してください。

＜アレルギー原材料＞　リンゴ、大豆

栄養成分・原材料 136 ページ

ジースリー スポーツ®
名称 ： 清涼飲料水
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ヨーロッパナラ樹木エキス「ロブビット®」
古代より生命力が強い木として知られ、健康維持に
も利用されてきたヨーロッパナラ樹木（フレンチオー
ク）の抽出物。「ロブリン」を含み、健康によいさまざ
まな働きについて科学的研究が行われています。

「インフォームドチョイス」は
英国 LGC社が審査する国際
的なアンチ・ドーピング認証
プログラムです。このマーク

は、スポーツ競技における禁止物質としてWADA（世界アン
チドーピング機構）リストに掲載されている物質に関する広
範囲で厳格なテストに合格したことを保証するものです。

製品コード：03003857
参考小売価格：¥5,405（税抜 ¥5,005）

卸売価格：¥3,780（税抜 ¥3,500）  PSV 18.00  

  5% ： ¥3,591（税抜 ¥3,325）  PSV 17.10  

  10%： ¥3,402（税抜 ¥3,150）  PSV 16.20  

製品コード：03102989
参考小売価格：¥5,761（税抜 ¥5,334）

卸売価格：¥4,028（税抜 ¥3,730）  PSV 26.25  

  5% ： ¥3,827（税抜 ¥3,544）  PSV 24.95  

  10%： ¥3,626（税抜 ¥3,357）  PSV 23.65  
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１日の目安量

60mL

内容量 ： 900mL ／ 15日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 60mL を 1 ～ 2 回に
分けて、お召し上がりください。

■天然の原料を使用しているため、製品により、多少色が
変わることがあります。また原料由来の種子物の沈澱や
赤色浮遊物が生じることがありますが、品質に問題はあ
りません。■そのままでもおいしく召し上がれますが、冷
やすといっそうおいしくなります。■食物アレルギーなど
特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は
医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■ 2 歳以上
のお子様からの摂取をお勧めします。■本品の栄養価を
損なうため、ファイバーネットとの同時摂取はお勧めして
いません。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止
し、医師にご相談ください。■よく振ってから、お召し上が
りください。衛生上、ボトルに直接口をつけて摂取するの
は避けてください。

＜アレルギー原材料＞　リンゴ

栄養成分・原材料 136 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

東南アジア原産のフルーツ・ガックと、3種
の果実（クコの実、シリ、サージ）をブレンド。
独自の成分・リポカロテン＊により栄養素を
効率よく摂取できるため、1日わずか60mL
で健康管理をサポート。
＊カロテノイドと脂肪酸の複合成分。

南国の太陽と
大地が育んだ豊かな恵み
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ジースリー®（ペットボトル 900mL）
名称 ： 清涼飲料水

オレンジ

内容量 ： 123g　180カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 6 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　乳、大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 136 ページ

バイトックス
名称 ： カルシウム・ブドウ抽出物加工食品

レモン

内容量 ： 270g　30スティック／ 15 ～ 30日分目安

召し上がり方：1 スティックを水（200 ～ 240mL）に溶か
し、よくかき混ぜて、1 日 1 ～ 2 スティックを目安にお召
し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、 妊娠中、
授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■コ
バラミン・コバルト過敏症の方、初期のレーベル氏病の方は、摂
取を避けてください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中
止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　乳

栄養成分・原材料 136ページ

スプラッシュ クリスタル
名称 ： 粉末清涼飲料

　　   レモン
　　   製品コード：03003606
　　   オレンジ
　　   製品コード：03003607
参考小売価格：¥6,178（税抜 ¥5,720）
卸売価格：¥4,320（税抜 ¥4,000）  PSV 28.15  

  5%  ： ¥4,104（税抜 ¥3,800）  PSV 26.75  

  10%： ¥3,888（税抜 ¥3,600）  PSV 25.35  

製品コード：03102992
参考小売価格：¥8,108（税抜 ¥7,507）
卸売価格：¥5,670（税抜 ¥5,250）  PSV 37.00  

  5%  ： ¥5,387（税抜 ¥4,988）  PSV 35.15  

  10%： ¥5,103（税抜 ¥4,725）  PSV 33.30  

DHA & EPA

精製魚油を主原料とし、オメガ3 系脂肪酸のEPA、DHAを含有する
サプリメントです。併せて、脱臭ニンニク油抽出物を配合し、日常の食
事で青魚を食べる機会が少ない方の健康維持をサポート。

「受験生の栄養成分」ともいわれるDHA330mgと、EPA80mg
を配合。レモンやバニラの香りで、魚嫌いの子どもたちも、無理
なく摂取することが可能です。

「かしこさ」を応援！

内容量 ： 33.72g
120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日4 カプセルを目安に、十分な水などでお召し
上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中
や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わな
い場合は、お召し上がりにならないでください。■お子様の手の届かないところに保管
してください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

キッズ オメガ ®
名称 ： 精製魚油加工食品

子ども用

※ 2021 年春ごろリニューアル予定
掲載製品はリニューアル新製品となり、製品コード・成分量が変更されています。

オメガ 3 系脂肪酸を手軽に摂る

DHA・EPAを補う

内容量 ： 85.44g　120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 4 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授
乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならないで
ください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　サバ、大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

オプティマム オメガ
名称 ： 精製魚油加工食品

新鮮な魚から抽出した高濃度な精製魚油に、汚染の少ない南極に生息
するオキアミのオイルを加えることで、オメガ3系脂肪酸のEPA、DHAを
配合しました。

豊富なオメガ 3 系脂肪酸で
健康管理の基本を強化

マリンオメガ
名称 ： 精製魚油加工食品

内容量 ：78.84g　120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 4 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授
乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならないで
ください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

製品コード：03003688
参考小売価格：¥7,722（税抜 ¥7,150）

卸売価格：¥5,400（税抜 ¥5,000）  PSV 35.20  

  5% ： ¥5,130（税抜 ¥4,750）  PSV 33.45  

  10%： ¥4,860（税抜 ¥4,500）  PSV 31.70  

製品コード：03002091
参考小売価格：¥6,023（税抜 5,577）

卸売価格：¥4,212（税抜 ¥3,900）  PSV 27.45  

  5% ： ¥4,001（税抜 ¥3,705）  PSV 26.10  

  10%： ¥3,791（税抜 ¥3,510）  PSV 24.70  

製品コード：03003536
参考小売価格：¥10,055（税抜 ¥9,310）
卸売価格：¥7,031（税抜 ¥6,510）  PSV 45.85  

  5% ： ¥6,680（税抜 ¥6,185）  PSV 43.55  

  10%： ¥6,329（税抜 ¥5,860）  PSV 41.30  

製品コード：03003103
参考小売価格：¥3,969（税抜 ¥3,675）
卸売価格：¥2,776（税抜 ¥2,570）  PSV 18.10  

  5% ： ¥2,637（税抜 ¥2,442）  PSV 17.20  

  10%： ¥2,498（税抜 ¥2,313）  PSV 16.30  
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「天国からの果実」と
呼ばれるスーパー フルーツ、ガック。

直径約10 ～15cm の実の中には、赤く多肉質な
種衣に覆われた種が、びっしりと並んでいます。
鮮やかな色の種衣は、天然色素カロテノイド

（β -カロテン、リコピン等）を豊富に含有。この
種衣を、ジースリーでは使用しています。 

さらに3種の果実をプラス。

クコの実
健康維持に役立つ食材として知
られ、カロテノイド（ゼアキサン
チン）、 ビタミン等を含有します。 

シリ
黄色の実は、含有量の多さから

「ビタミン C の宝庫」と呼ばれて
います。

サージ
小粒の実には、カロテノイド、
ビタミン等を含有し、別名「中国
の国宝」と呼ばれるほどです。

※ いずれも、トマト、ニンジンの含有量を1とした場合の
割合を示します。 参考：2004年度米国農務省報告

ガック（種衣）のリコピン、β-カロテン量 

トマトの

70倍
ニンジンの

10倍

ガック トマト

β-カロテンリコピン 

ガック ニンジン 

ガックの種衣

種衣

種

ビタミンCをはじめA、B群など11種ものビ
タミンやカルシウム・カリウムなどのミネラル、
食物繊維を配合した、水で溶かして飲む粉
末飲料。アルミパック入りで携帯にも便利。

飲料で手軽に
11 種類のビタミンを補給

カルシウム、鉄、マグネシウムなどのミネラルや、
各種ビタミンをバランスよく配合しました。植物
性成分や酵母など、健康維持に役立つ成分も
プラス。働き盛りの皆様にお勧めします。

必要だから、今見直したい
ビタミン＆ミネラル
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Lactobacillus
乳酸菌

食物繊維が豊富な大麦若葉に加え、キダチアロエ、ビフィズ
ス菌や植物性乳酸菌など4種類の乳酸菌を配合。野菜不
足を補いたい方はもちろん、毎日をすっきり過ごしたい方にも
お勧めです。

毎日のすっきりに大麦若葉と
4 種類の乳酸菌をプラス

内容量：90g
30スティック／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1 日 1 スティックを目安に、水など（約 150mL）に
1 スティックをよく溶かして、すぐにお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師にご
相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医
師にご相談ください。■体調により、多少お腹がゆるくなることがあります。■一日の目
安量を参考に、摂りすぎないようご注意ください。

＜アレルギー原材料＞　乳

栄養成分・原材料 137 ページ

ファーマネックス  グリーン プラス
名称 ： 大麦若葉含有加工食品

内容量 ： 11.1g　30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 1 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し
上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　乳、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

独自開発の乳酸菌・LG-2ブレンド（L-パラカゼイ、L-ファーメンタム）配合
により、季節や環境に対してデリケートな方の健康維持に役立ちます。

季節や環境にデリケートな方に

アレル リリーフ
名称 ： 乳酸菌加工食品

緑茶葉抽出物
緑茶の葉から、栄養学的有用性が認められた成分を
抽出したもの。ビタミン C、クロロフィル、カロテノイド
のほか、燃焼に関与する成分として話題のカテキンを
豊富に含有するため、近年注目されています。
※ ファーマネックスの緑茶葉抽出物はカフェイン フリーです。

Strength

COLUMN【霊芝】

サルノコシカケ科マンネンタケ属。夏から秋にかけて、広葉樹の枯れ木などが地面と接
する所に生える希少なキノコ。フコース、β -グルカン、トリテルペンなど健康に役立つ
多数の成分が、バランスよく含まれています。

内容量 ： 10.5g　30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 1 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授
乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならないでく
ださい。■お子様の手の届かないところに保管してください。

栄養成分・原材料 137 ページ

乳酸菌を生きた状態で届ける、ファーマネックス特有のプロバイオティック
乳酸菌を含有。善玉菌を増やして、健康維持をサポートします。

生きた乳酸菌でいつでもいたわりを

プロバイオ ピーシーシー™
名称 ： 乳酸菌加工食品

良質の葉芽と新茶葉だけを使用した製品です。1カプセル当た
り緑茶約7杯分のポリフェノールには、話題のカテキンが含有さ
れています。
※�カフェイン�フリーなのでお休み前でも安心してお召し上がりいただけます。

ポリフェノールで健康をサポート

内容量 ： 12.3g
30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日1カプセルを目安に、十分な水などでお召し上
がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師に
ご相談のうえ、お召し上がりください。■天然由来の原材料を使用しているため、カ
プセル内容物がピンクベージュからモスグリーンの間で色調が異なることがあります
が、本品の安全性および栄養学的有用性に問題はありませんので、安心してお召し上
がりいただけます。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談くだ
さい。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

古来、中国で健康維持に役立つと珍重されてきた霊芝を、独自の特殊技
術で粉砕・抽出。2カプセル当たり1,000mgの霊芝成分（β-グルカン、
フコース＊を含む）を配合しました。
＊�海藻類やウニ等に含有される多糖類の一種。フコイダンはフコースが結合したもの。

ティグリーン™
名称 ： 緑茶葉加工食品

負けない体づくりに

「負けない」明日をサポート

内容量 ： 40.5g　60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 2 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召
し上がりください。■血小板減少症の方、低血圧症の方は、摂取を避けてください。■レイシ抽出物によ
り、ワルファリンなどの抗血液凝固薬や血圧降下薬の作用が増強される可能性があります。これらの医薬
品を服用している方は、医師、薬剤師にご相談のうえ、お召し上がりください。■体質・体調に合わない場
合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

霊芝 EX
名称 ： 霊芝加工食品

高品質プロポリス（ブラジル�ミナスジェライス産）を豊富に使い、フコイダン
も配合。爽やかなブルーベリーカシス風味のドリンクに仕上げました。

ブラジル産プロポリスを
1 本当たり4,000mg 配合

内容量 ： 50mL × 10 本　10 本／ 10日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1日1 本を目安に、お召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、消化器系のデリケートな方、妊娠中、授乳中の方は
医師にご相談のうえ、お召し上がりください。■喘息の方は、摂取をお控えください。■空腹時は避けて、開
封後はすぐにお召し上がりください。■体質・ 体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談くださ
い。■プロポリス由来による沈澱が生じる場合がありますが、品質に異常はありません。よく振ってから、お
召し上がりください。■加熱や冷凍はしないでください。

＜アレルギー原材料＞　乳

栄養成分・原材料 137 ページ

プロポリス
名称 ： 清涼飲料水

製品コード：03004196
参考小売価格：¥8,494（税抜 ¥7,865）

卸売価格：¥5,940（税抜 ¥5,500）  PSV 38.75  

  5% ： ¥5,643（税抜 ¥5,225）  PSV 36.80  

  10%： ¥5,346（税抜 ¥4,950）  PSV 34.85  

製品コード：03003520
参考小売価格：¥7,413（税抜 ¥6,864）
卸売価格：¥5,184（税抜 ¥4,800）  PSV 33.80  

  5% ： ¥4,925（税抜 ¥4,560）  PSV 32.10  

  10%： ¥4,666（税抜 ¥4,320）  PSV 30.45  

製品コード：03003509
参考小売価格：¥6,178（税抜 ¥5,720）
卸売価格：¥4,320（税抜 ¥4,000）  PSV 28.15  

  5% ： ¥4,104（税抜 ¥3,800）  PSV 26.75  

  10%： ¥3,888（税抜 ¥3,600）  PSV 25.35  

製品コード：03003728
参考小売価格：¥14,595（税抜 ¥13,514）
卸売価格：¥10,206（税抜 ¥9,450）  PSV 66.55  

  5% ： ¥9,696（税抜 ¥8,978）  PSV 63.25  

  10%： ¥9,185（税抜 ¥8,505）  PSV 59.90  

製品コード：03131825
参考小売価格：¥7,490（税抜 ¥6,935）
卸売価格：¥5,238（税抜 ¥4,850）  PSV 34.15  

  5% ： ¥4,976（税抜 ¥4,607）  PSV 32.45  

  10%： ¥4,714（税抜 ¥4,365）  PSV 30.75  

製品コード：03102993
参考小売価格：¥3,552（税抜 ¥3,289）

卸売価格：¥2,484（税抜 ¥2,300）  PSV 16.20  

  5% ： ¥2,360（税抜 ¥2,185）  PSV 15.40  

  10%： ¥2,236（税抜 ¥2,070）  PSV 14.55  
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For modern lifestyle 
現代人のライフスタイルに

一日中パソコンに向かう作業は、体内の
多くの栄養素を消耗します。ブルーベリー、
ビルベリーやマリーゴールドなど植物性成
分、酵母、3種のビタミンで、現代の健康
をサポート。

牡
か き

蛎肉ペプチド乾燥エキスを、豊富に配
合。「海のミルク」とも呼ばれる健康食材・
牡蠣を、ダブル製法（熱水抽出・酵素分
解）で加工。

古来、西欧で親しまれているマリアアザミ
をはじめ、ビタミンCやL-シスチンで、健康
をサポートします。

パソコンや TV の
画面を見る機会が多い方へ

飲む機会が多い方の
爽やかな翌朝をサポート お酒やタバコが好きな方に

内容量 ： 51.5g
90カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日3カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の
方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し
上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取
を中止し、医師にご相談ください。■イチョウ葉抽出物
の影響により、ワルファリンの抗凝固作用が高まること
があるため、医師、薬剤師にご相談のうえ、お召し上が
りください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

アイ フォーミュラ
名称 ： ブルーベリー・マリーゴールド加工食品

内容量 ： 81.0g
90カプセル／ 15 〜 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日3 〜 6カプセルを目安
に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならな
いでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方
は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わ
ない場合は、お召し上がりにならないでください。■お子
様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

オイスターマックス
名称 ： 牡蛎肉ペプチド乾燥エキス加工食品

内容量 ： 33.4g
60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日2カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならな
いでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方
は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わ
ない場合は、お召し上がりにならないでください。■お子
様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

ディーティーエックス ケア
名称 ： マリアアザミ加工食品

Feel young 
年齢を重ねて気になる

化粧品

カラダの気になる部分にマッサージするようになじませることで、爽快感
を与えるボディ用クリーム。冷感作用のあるメントールとセイヨウハッカ油
をプラスしました。

イチョウ葉は、特有の成分・ギンコライドなどにより健康維持に役
立つことが知られています。独自の技術で濃縮したイチョウ葉
抽出物を使用。若 し々さを求める方にお勧めします。

す～っとなじんでカラダ爽快

グルコサミンは、カラダの重要な構成成分のひとつで、加齢と共に不足し
がちです。階段や坂道で、カラダをのびやかに動かしたい方をやさしくサ
ポートします。

内容量 ： 58g

使用方法：適量を手に取り、ひざや肩、ひじなどの気になる部分に、マッサージするよ
うに擦り込んでください。1日3 回から4 回をめどに使用してください。

■赤み、はれ、しっしんや刺激などが現れたときは、使用を中止してください。■乳幼児の手の届かな
いところに保管してください。

栄養成分・原材料 137 ページ

ディープ リリーフ™
種類別名称 ： クリーム

いつも冴えた気分で過ごしたい方に

内容量 ： 18.2g
60 粒／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日2 粒を目安に、十分な水などでお召し上がりくだ
さい。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでください。■薬を服用中
や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質・体調に合わな
い場合は、お召し上がりにならないでください。■お子様の手の届かないところに保管
してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆

栄養成分・原材料 137 ページ

伸ばせるカラダが気持ちいい

バイオギンコ
名称 ： イチョウ葉抽出物含有加工食品

内容量 ： 111g　180カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 6 カプセルを目安に、十分な水などでお召
し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お
召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　カニ、エビ、大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 137 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

カーティレックス®
名称 ： グルコサミン・ボスウェリア・セラータ加工食品

製品コード：03003588
参考小売価格：¥9,575（税抜 ¥8,866）

卸売価格：¥6,696（税抜 ¥6,200）  PSV 43.65  

  5% ： ¥6,361（税抜 ¥5,890）  PSV 41.50  

  10%： ¥6,026（税抜 ¥5,580）  PSV 39.30  

製品コード：03135175
参考小売価格：¥6,178（税抜 ¥5,720）

卸売価格：¥4,320（税抜 ¥4,000）  PSV 28.15  

  5% ： ¥4,104（税抜 ¥3,800）  PSV 26.75  

  10%： ¥3,888（税抜 ¥3,600）  PSV 25.35  

製品コード：03003715
参考小売価格：¥5,097（税抜 ¥4,719）

卸売価格：¥3,564（税抜 ¥3,300）  PSV 23.25  

  5% ： ¥3,386（税抜 ¥3,135）  PSV 22.10  

  10%： ¥3,208（税抜 ¥2,970）  PSV 20.90  

製品コード：03003727
参考小売価格：¥10,502（税抜 ¥9,724）
卸売価格：¥7,344（税抜 ¥6,800）  PSV 47.90  

  5% ： ¥6,977（税抜 ¥6,460）  PSV 45.50  

  10%： ¥6,610（税抜 ¥6,120）  PSV 43.10  

製品コード：03003521
参考小売価格：¥3,461（税抜 ¥3,146）
卸売価格：¥2,420（税抜 ¥2,200）  PSV 15.50  

  5% ： ¥2,299（税抜 ¥2,090）  PSV 14.70  

  10%： ¥2,178（税抜 ¥1,980）  PSV 13.95  

製品コード：03003863
参考小売価格：¥6,486（税抜 ¥6,006）

卸売価格：¥4,536（税抜 ¥4,200）  PSV 29.60  

  5% ： ¥4,309（税抜 ¥3,990）  PSV 28.10  

  10%： ¥4,082（税抜 ¥3,780）  PSV 26.60  
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Healthy life 
生活習慣を見直す

消費者庁許可　特定保健用食品
保 健（ 健 康 を 保 つ ）の 効 果 が 医 学 的 に 証 明され、
消 費 者 庁 か ら「 健 康 に 対してど の ような 機 能 を
もっているか」を表 示 することを許 可され た 食 品

食 生 活 は、主 食、主 菜、副 菜を基 本 に、
食 事 の バランスを。

栄養学的有用性が高い100%天然の紅
麹菌モナスカスパーピュレウスを良質の米
に加え、天然発酵させた酵母から生まれた
サプリメント。栄養が偏りがちな方、中高
年の方などにお勧めします。

難消化性デキストリン（食物繊維）の作用
で、糖の吸収をおだやかにするよう工夫し
た製品です。食後の血糖値が気になり始
めた方に適しています。カロリーゼロの天
然甘味料を使用。

注目のダイエット成分、ウチワサボテン粉
末を3,000mg（2パック6カプセル当たり）
配合。脂肪の多い食事が好きな方や、ス
リムなボディを目指してダイエットに励んで
いる方の強い味方。

脂肪分の多い食事を 
好まれる方へ

食後の血糖値が
気になり始めた方に 脂肪が気になる方に

内容量 ： 83.4g
120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日4カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の
方、消化器系のデリケートな方、アルコール飲料を多用
される方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりくださ
い。■妊娠中、授乳中の方、肝不全および肝機能検査で
異常のある方は、摂取を避けてください。■アルコール
や数種の医薬品との相互作用があるため、医師、薬剤
師にご相談のうえ、お召し上がりください。■本品の働
きを確保するため、ファイバーネットとの同時摂取はお
勧めしていません。■体質・体調に合わない場合は、摂
取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

コレスティン
名称 ： 紅麹加工食品

内容量 ： 436.5g
45スティック／ 15日分目安

召し上がり方：
食事の時に、本品 1スティックを水（約 50mL）に
溶かしてお飲みください。

■糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医
師などの専門家にご相談のうえでご使用ください。■体
質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相
談ください。

栄養成分・原材料 138 ページ

グルコイーズ ™
名称 ： 粉末清涼飲料

内容量 ： 60g
30 パック／ 15日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日2 パックを目安に、十
分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、
妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し上が
りください。■本品を摂取する場合は、コレスティンの摂
取をお控えください。■体調により多少お腹がゆるくな
ることがあります。■体質・体調に合わない場合は、摂取
を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

ファイバーネット®
名称 ： フィクス インディカ加工食品

Beauty & Health 
内側から美しく

コエンザイムQ10とは、加齢と共に減少
するといわれている成分です。酵母から
抽出したコエンザイムQ10により、失った
ものを補うことで、健やかな若 し々さを応援
します。

若 し々く毎日を
過ごしたい方へ

内容量 ： 10.6g
30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日1カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の
方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し
上がりください。■本品の働きを確保するため、ファイ
バーネットとの同時摂取はお勧めしていません。■コ
エンザイム Q10 のビタミン K 様作用により、ワルファリ
ンの抗凝固作用が弱まる可能性があるため、また同成
分により血圧降下薬や血糖降下薬の作用を増強させ
る可能性があるため、医師、薬剤師にご相談のうえ、お
召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、
摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

ナノコーキューテン™
名称 ： コエンザイムQ10 加工食品

天然のコラーゲン（魚由来）を配合。さら
に、カラダを健全に保つために役立つとい
われる含硫アミノ酸（L-シスチン、L-メチオ
ニン）や、11種のビタミン素材などを配合
しました。

酵母エキス、コエンザイムQ10、ハス胚芽
抽出物、ビタミンCやビタミンB群などをバ
ランスよく配合しています。紫外線に負け
ない、透きとおった美しさを「内」から応援
します。

コラーゲン＆ビタミンを
手軽に補給 白く美しい輝きを目指す

内容量 ： 37.7g
60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日2カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の
方、妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し
上がりください。■コバラミン・コバルト過敏症の方、
初期のレーベル氏病の方は、摂取を避けてください。
■体質・体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師に
ご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

イメージエイチエヌエス™
名称 ： コラーゲン・ビタミン加工食品

内容量 ： 54.8g
120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：
栄養補助食品として、1日4カプセルを目安に、
十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方、
妊娠中、授乳中の方は医師にご相談のうえ、お召し上が
りください。■コバラミン・コバルト過敏症の方、初期の
レーベル氏病の方は、摂取を避けてください。■本品の
働きを確保するため、ファイバーネットとの同時摂取は
お勧めしていません。■コエンザイム Q10 のビタミン K
様作用により、ワルファリンの抗凝固作用が弱まる可能
性があるため、また同成分により血圧降下薬や血糖降
下薬の作用が増強する可能性があります。これらの医薬
品を服用している方は、医師、薬剤師にご相談のうえ、お
召し上がりください。■体質・体調に合わない場合は、
摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

イメージホワイト™
名称 ： 酵母エキス・ビタミンC 加工食品

製品コード：03102996
参考小売価格：¥10,039（税抜 ¥9,295）

卸売価格：¥7,020（税抜 ¥6,500）  PSV 45.80  

  5% ： ¥6,669（税抜 ¥6,175）  PSV 43.50   

  10%： ¥6,318（税抜 ¥5,850）  PSV 41.20  

製品コード：03131337
参考小売価格：¥7,568（税抜 ¥7,007）

卸売価格：¥5,292（税抜 ¥4,900）  PSV 34.50  

  5% ： ¥5,027（税抜 ¥4,655）  PSV 32.80  

  10%： ¥4,763（税抜 ¥4,410）  PSV 31.05  

製品コード：03003661
参考小売価格：¥7,707（税抜 ¥7,136）

卸売価格：¥5,389（税抜 ¥4,990）  PSV 35.15  

  5% ： ¥5,120（税抜 ¥4,741）  PSV 33.40  

  10%： ¥4,850（税抜 ¥4,491）  PSV 31.65  

製品コード：03003107
参考小売価格：¥3,861（税抜 ¥3,575）

卸売価格：¥2,700（税抜 ¥2,500）  PSV 17.60  

  5% ： ¥2,565（税抜 ¥2,375）  PSV 16.70  

  10%： ¥2,430（税抜 ¥2,250）  PSV 15.85  

製品コード：03131339
参考小売価格：¥6,795（税抜 ¥6,292）

卸売価格：¥4,752（税抜 ¥4,400）  PSV 31.00  

  5% ： ¥4,514（税抜 ¥4,180）  PSV 29.45  

  10%： ¥4,277（税抜 ¥3,960）  PSV 27.90  

製品コード：03131499
参考小売価格：¥8,695（税抜 ¥8,051）

卸売価格：¥6,080（税抜 ¥5,630）  PSV 39.65  

  5% ： ¥5,776（税抜 ¥5,348）  PSV 37.65  

  10%： ¥5,472（税抜 ¥5,067）  PSV 35.70  
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天然の大豆から抽出されるイソフラボンや緑茶
葉抽出物を配合。大人の女性の健康をやさし
くサポートします。

イソフラボンで女性をケア

内容量 ： 21.1g　60カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 2 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中（特に肝疾患の
治療中）の方は、医師にご相談のうえ、お召し上がりください。
■ホルモン感受性のガン（乳ガンなど）あるいは疾患（子宮筋腫な
ど）の方、妊娠中、授乳中の方は、摂取を避けてください。■体質・
体調に合わない場合は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

エストロケア
名称 ： ブラックコホシュ加工食品

女性に不足しがちな鉄分を10mg、銅を0.5mg
配合。鉄分の吸収を助けるビタミンC、葉酸や
ビタミンB12も配合しています。

不足しがちな鉄分を補う

内容量 ： 10.5g　30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養機能食品として、1 日 1 カプセルを目
安に、十分な水などでお召し上がりください。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が
増進するものではありません。1 日の摂取目安量を守
ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてくだ
さい。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素で
すが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではあ
りません。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師
とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がり
にならないでください。■お子様の手の届かないところに保管し
てください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料・栄養機能表示 138 ページ

栄養機能食品とは 133 ページ

アイアン エッセンシャルズ
名称 ： 鉄・銅・ビタミンB12 含有加工食品

栄養機能食品
（鉄、銅、ビタミンB12）

カルシウム500mgとカルシウムの吸収を助
けるビタミンD2.5μgを、1日で摂れるよう設
計されたサプリメント。アスリートや男性にも。

不足しがちなカルシウムを補う

内容量 ： 110.3g　120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 4 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師
とご相談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がり
にならないでください。■お子様の手の届かないところに保管し
てください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 138 ページ

アイソフレックス シーエイ™
名称 ： カルシウム含有加工食品

ヨーロッパのみに存在する植物、セイヨウニンジ
ンボクの果実が原料。デリケートな女性特有の
時期を、爽やかに。

女性特有の時期を
安定したリズムで

内容量 ： 7.9g　30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 1 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーなど特異体質の方、病気治療中の方は、医師
にご相談のうえ、お召し上がりください。■ホルモン感受性のガン

（乳ガンなど）あるいは疾患（子宮筋腫など）の方、妊娠中、授乳
中の方は、摂取を避けてください。■体質・体調に合わない場合
は、摂取を中止し、医師にご相談ください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

バイテックス™
名称 ： セイヨウニンジンボク抽出粉末含有加工食品

製品コード：03003331
参考小売価格：¥6,332（税抜 ¥5,863）
卸売価格：¥4,428（税抜 ¥4,100）  PSV 28.90  

  5%  ： ¥4,207（税抜 ¥3,895）  PSV 27.45  

  10%： ¥3,985（税抜 ¥3,690）  PSV 26.00  

製品コード：03003734
参考小売価格：¥3,552（税抜 ¥3,289）
卸売価格：¥2,484（税抜 ¥2,300）  PSV 16.20  

  5%  ： ¥2,360（税抜 ¥2,185）  PSV 15.40  

  10%： ¥2,236（税抜 ¥2,070）  PSV 14.55  

製品コード：03003512
参考小売価格：¥8,772（税抜 ¥8,122）
卸売価格：¥6,134（税抜 ¥5,680）  PSV 40.00  

  5%  ： ¥5,828（税抜 ¥5,396）  PSV 38.00  

  10%： ¥5,521（税抜 ¥5,112）  PSV 36.00  

製品コード：03003283
参考小売価格：¥3,645（税抜 ¥3,375）
卸売価格：¥2,549（税抜 ¥2,360）  PSV 16.60  

  5%  ： ¥2,421（税抜 ¥2,242）  PSV 15.80  

  10%： ¥2,294（税抜 ¥2,124）  PSV 14.95  

Energy & Relaxation 
はつらつとした毎日に

西欧で古くから人 を々癒す働きがあるハーブとし
て知られるセント�ジョンズ�ワート草の抽出物を
主原料とし、現代人のリラクセーションのために
開発されたサプリメントです。

癒しのハーブで気持ち安らか

中国産「禄
ろく

豊
ほう

香
こう

酢
ず

」配合により、アミノ酸17種
類をはじめ、カラダの調子を整えるクエン酸や酢
酸を含有。フラボノイドが豊富な天然素材・プロ
ポリスも配合し、元気な毎日を応援します。

人体では産生できない
必須アミノ酸も含有

古くから珍重されてきた先人の知恵、冬虫夏草を
15年研究し、独自の発酵技術を加えて開発した
コーディマックスは、ストレス社会で忙しい日 を々
過ごしている現代人の味方です。

古来伝承のスタミナ源
「冬虫夏草」配合

年齢に関係なく、いきいきとアクティブに過ごした
い男女のために、冬虫夏草・イチョウ葉抽出物・ア
ルギニンをファーマネックス独自の比率でブレンド。
天然素材のトリプルパワーで、エネルギッシュに。

手ごたえのある
若 し々さを求める男女に

ウェイト マネジメントの基本
燃焼に関与する成分として注目されている緑茶
葉抽出物とL-カルニチンを配合。糖質の摂取
が多い方にお勧めの醸造酵母などを配合し、ス
リムで健康的なカラダづくりを応援します。

1 本に生ローヤルゼリーを
1,200mg 配合
ローヤルゼリーを原材料にした、オレンジ�ヨーグ
ルト風味のドリンク。若 し々く毎日を送りたい方を
サポートします。

内容量 ： 118g　180カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 6 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

※製品はリニューアルされる場合があります。

ベニックス
名称 ： 冬虫夏草・アルギニン加工食品

内容量 ： 28.7g　90カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 3 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

セント ジョンズ ワート
名称 ： セント ジョンズ ワート加工食品

内容量 ： 26g　30カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 1 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

アミノ ビネガー
名称 ： 香酢・プロポリス加工食品

内容量 ： 74.4g　120カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 4 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

コーディマックス
名称 ： 冬虫夏草加工食品

内容量 ： 50mL × 10 本　10 本／ 10日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 1 本を目安に、
お召し上がりください。

■原材料をご確認いただき、食物アレルギーをおもちの方はお召し
上がりにならないでください。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中
の方は、医師・薬剤師とご相談ください。■体質、体調に合わない場
合はお召し上がりにならないでください。■ローヤルゼリー由来によ
る沈澱が生ずることがありますが、品質には問題ありません。よく振っ
てからお召し上がりください。

＜アレルギー原材料＞　乳

栄養成分・原材料 139 ページ

内容量 ： 114g　210カプセル／ 30日分目安

召し上がり方：栄養補助食品として、1 日 7 カプセルを
目安に、十分な水などでお召し上がりください。

■食物アレルギーをおもちの方はお召し上がりにならないでくださ
い。■薬を服用中や通院中、妊娠・授乳中の方は、医師・薬剤師とご相
談ください。■体質・体調に合わない場合は、お召し上がりにならな
いでください。■お子様の手の届かないところに保管してください。

＜アレルギー原材料＞　大豆、豚ゼラチン

栄養成分・原材料 139 ページ

TRA  エッセンシャルズ
名称 ： カキ殻・L-テアニン・L-カルニチン加工食品

ローヤルゼリー
名称 ： 清涼飲料水

製品コード：03003541
参考小売価格：¥14,672（税抜 ¥13,585）
卸売価格：¥10,260（税抜 ¥9,500）  PSV 66.95  

  5%  ： ¥9,747（税抜 ¥9,025）  PSV 63.60  

  10%： ¥9,234（税抜 ¥8,550）  PSV 60.25  

製品コード：03131501
参考小売価格：¥7,259（税抜 ¥6,721）
卸売価格：¥5,076（税抜 ¥4,700）  PSV 33.10  

  5%  ： ¥4,822（税抜 ¥4,465）  PSV 31.45  

  10%： ¥4,568（税抜 ¥4,230）  PSV 29.80  

製品コード：03003327
参考小売価格：¥5,653（税抜 ¥5,234）
卸売価格：¥3,953（税抜 ¥3,660）  PSV 25.80  

  5%  ： ¥3,755（税抜 ¥3,477）  PSV 24.50  

  10%： ¥3,558（税抜 ¥3,294）  PSV 23.20  

製品コード：03003214
参考小売価格：¥3,398（税抜 ¥3,146）
卸売価格：¥2,376（税抜 ¥2,200）  PSV 15.50  

  5%  ： ¥2,257（税抜 ¥2,090）  PSV 14.70  

  10%： ¥2,138（税抜 ¥1,980）  PSV 13.95  

製品コード：03102995
参考小売価格：¥5,792（税抜 ¥5,363）
卸売価格：¥4,050（税抜 ¥3,750）  PSV 26.40  

  5%  ： ¥3,848（税抜 ¥3,563）  PSV 25.10  

  10%： ¥3,645（税抜 ¥3,375）  PSV 23.75  

製品コード：03003483
参考小売価格：¥15,290（税抜 ¥14,157）
卸売価格：¥10,692（税抜 ¥9,900）  PSV 69.75  

  5%  ： ¥10,157（税抜 ¥9,405）  PSV 66.25  

  10%： ¥9,623（税抜 ¥8,910）  PSV 62.75  
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スポーツをもっと楽しみたい

一人ひとりのニーズに応えるSOLUTIONS

不足しがちな栄養成分を補う基本サプリメント

美しさと若々しさを

LIFEPAK®  SERIES

P H A R M A N E X  S u p p l e m e n t

PRODUCT LINEUP
ファーマネックス サプリメント & 健康食品ライン アップ

※製品名の下の P00  は、掲載ページを表しています。

P52

 
アールスクエア

オーバー
ドライブ

P119

B群・C

パイナップル

パパイヤ

TRA 
エッセンシャルズ

P129

L-カルニチン

バナバ

緑茶抽出物
（ポリフェノール・カテキン）

イメージ
エイチエヌエス™

P127

コラーゲン

L-シスチン

ケイ素

イメージホワイト™

P127

酵母エキス

ハス胚芽
抽出物

ライフパック®
P116

ビタミン ミネラル 植物性
成分

植物性
成分

ライフパック® 
タブレット
P116

ビタミン ミネラル

ジャンガマルズ™
チューワブル
P118

P51

ユーススパン® R

EPA・DHA

α-リポ酸

柑橘系
果物エキス

コエンザイム
Q10

植物性
成分

リニュー（ReNEW）

オリーブ ブラッド
オレンジ

マリア
アザミ

リチャージ（ReCHARGE）

冬虫夏草 ザクロ 紅蔘

P53

 
アールスクエア
リニュー
（ReNEW）

P53

 
アールスクエア
リチャージ
（ReCHARGE）

ライフパック® ナノ プラス P115

ビタミン EPA・
DHA

コエンザイム
Q10

植物性
成分

ミネラル

カロテ
ノイド

α-リポ酸

ビタミン ミネラル

キッズ オメガ®

P121

EPA・DHA

バイオギンコ

P124

イチョウ葉

バイテックス™

P128

セイヨウ
ニンジンボク

ベニックス

P129

イチョウ葉

冬虫夏草

アルギニン

コーディマックス

P129

冬虫夏草

セント ジョンズ ワート

P129

セント ジョンズ 
ワート

ティグリーン™

P122

緑茶抽出物
（ポリフェノール・
カテキン）

P122

緑茶抽出物
（ポリフェノール・
カテキン）

ナノコーキューテン™

P127

コエンザイム
Q10

スプラッシュ クリスタル
レモン

P120

C・A・B群

スプラッシュ クリスタル
オレンジ

P120

C・A・B群

アミノ ビネガー

P129

アミノ酸

プロポリス

バイトックス

P120

ビタミン

植物性
成分

アイアン 
エッセンシャルズ

P128

栄養機能食品（鉄、銅、ビタミンB12）

鉄分・銅

B12・C
葉酸

アイソフレックス 
シーエイ™

P128

カルシウム

D3

ディープ リリーフ™

P124

メントール

牛脂脂肪酸
セチル

ローヤルゼリー

P129

ローヤルゼリー

高麗人参

製品ライン アップ
表記について

主な成分・原材料

掲載ページ

成分カテゴリー

ビタミン

ミネラル

タンパク質、
ペプチド、アミノ酸

脂質

食物繊維

植物性
成分

ハーブ＆
スパイス

その他

トランス型
レスベラトロール

内側から美しく

はつらつとした毎日に

生活習慣を見直す

DHA・EPAを補う

ディーティーエックス  ケア

P125

マリア
アザミ 

現代人のライフスタイルに

負けない体づくりに 年齢を重ねて気になる

ジースリー® 

カロテノイド

C

4種類の
果実P120

P54

TR90™
ボディ システム
パッケージ

P55

TR90™
ジャンプ
スタート

P55

TR90™
フィット

P55

TR90™
コントロール

昆布・ワカメ
抽出物

昆布・ワカメ
抽出物

タンパク質・
クレアチン

L-テアニン

L-テアニン

水溶性、不溶性
食物繊維

カカオ

カカオ

ウチワ
サボテン

ウチワ
サボテン

ザクロ・
さくらんぼ

ザクロ ザクロ・
さくらんぼ

緑茶
抽出物

緑茶
抽出物

ブラッド
オレンジ

ブラッド
オレンジ

ブラッド
オレンジ

P55

TR90™ シェイク
（バニラ味・
チョコレート味・
ヨーグルト味）

ビタミン

D

ミネラル

タンパク質 水溶性、不溶性
食物繊維

タルト
チェリー

P119

ジースリー  スポーツ®

カロテノイド

4種類の
果実

C

植物性
成分

マリンオメガ

P121

EPA・DHA

オキアミ油
（アスタキ 
  サンチン）

オプティマム オメガ

P121

EPA・DHA

ニンニク

乳酸菌

ファーマネックス
グリーン プラス

P123
乳酸菌

水溶性、不溶性
食物繊維

アレル リリーフ

P123

乳酸菌

プロバイオ 
ピーシーシー™

P123

乳酸菌

ファイバーネット®

P126

ウチワ
サボテン

　

カロテノイド

トマト
リコピン

ルテイン

※製品はリニューアルされる場合があります。

プロポリス

P122

プロポリス

モズク抽出物
（フコイダン）

霊芝 EX

P122

霊芝

コレスティン

P126

紅麹

グルコイーズ™

P126

難消化性
デキストリン

オイスターマックス

P125

牡蛎肉ペプチド 

   カーティレックス®

P124

グルコサミン

ボスウェリア・
セラータ

※

※

※

※

エストロケア

P128

イソフラボン

ブラック
コホシュ

※

※

子ども用

子ども用

アイ フォーミュラ

P125

ブルーベリー

マリーゴールド

ビルベリー

※
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アレルギー物質を含む食品（特定原材料、および特定原材料に準ずるもの）を製品ページのお召し上がりになる際のご注意の下に記載しています。
 ・ 特定原材料 7品目：小麦、そば、卵、乳、落花生、エビ、カニ　
 ・ 特定原材料に準ずるもの 22品目：アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、
まつたけ、もも、やまいも、リンゴ、ゼラチン、ピーナッツ

栄養成分と原材料

135

　
 ユーススパン® RP51

 （8カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 26 kcal
タンパク質  ……………………………  0.95 g
脂質  …………………………………… 2.1 g
炭水化物  ……………………………… 0.8 g
食塩相当量  ………………………… 0.003 g
ビタミンＤ  …………………………… 25.0 μg

■原材料名 
主な原材料名：精製魚油、柑橘系果物エキス、中鎖脂
肪酸油、α -リポ酸、コエンザイム Q10、trans-レスベ
ラトロール、ムラサキトウモロコシ色素、エンジュ抽
出物、トマトリコピン、オレンジ香料、ローズマリー抽
出物、ヘマトコッカス藻色素、ビタミン D

その他の原材料名：ゼラチン、ミツロウ、グリセリン 

 アールスクエア リニューP53
 （2カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 4.36 kcal
タンパク質  …………………………… 0.21 g
脂質  ………………………………… 0.08 g
炭水化物  …………………………… 0.67 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
リニュー ブレンド ………………… 643.81 mg

（オリーブ葉＆果実抽出物、ブラッドオレンジエキス、マ
リアアザミ抽出物、ブドウ種子抽出物、コエンザイムQ10）

■原材料名
主な原材料名：ゼラチン、オリーブ葉抽出物、ブラッド
オレンジエキス、オリーブ果実抽出物、マリアアザミ
抽出物、ブドウ種子抽出物、コエンザイムQ10
その他の原材料名：馬鈴薯デンプン、マルトデキストリ
ン、シクロデキストリン、ステアリンカルシウム、微粒二
酸化ケイ素、着色料（酸化チタン）

 アールスクエア リチャージP53
 （6カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 15.34 kcal
タンパク質  …………………………… 1.33 g
脂質  ………………………………… 0.39 g
炭水化物  …………………………… 1.61 g
食塩相当量  ……………………… 0.0039 mg
リチャージ ブレンド ………………… 2,270 mg

（冬虫夏草粉末、ザクロ抽出物、紅蔘抽出物）

■原材料名
主な原材料名：冬虫夏草粉末（大豆を含む）、ザクロ抽出
物、紅蔘抽出物
その他の原材料名：ゼラチン、馬鈴薯デンプン、微結晶セ
ルロース、ステアリン酸カルシウム、（その他、原材料の
一部に大豆由来を含む）、カラメル色素

 TR90™P54
 ボディ システム パッケージ

ジャンプスタート
（1パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ……………………………  9 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.1 g
脂質  ……………………………………  0 g
炭水化物  ……………………………… 2.1 g
食塩相当量  ………………………… 0.006 g
ウチワサボテン粉末  ………………… 2,000 mg
サフランエキス  ………………………  177 mg
ザクロ抽出物  ………………………  150 mg

ブラッドオレンジエキス粉末  ………  125 mg

■原材料名
主な原材料名：ウチワサボテン粉末、ザクロ果実抽出
物、ブラッドオレンジエキス粉末
その他の原材料名：サフランエキス、増粘剤（アカシ
ア）、微結晶セルロース、微粒酸化ケイ素

フィット
（3カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ……………………………  7 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.3 g
脂質  …………………………………  0.07 g
炭水化物  ……………………………… 1.2 g
食塩相当量  ………………………… 0.002 g
ブラッドオレンジエキス粉末  ………  250 mg
緑茶抽出物  …………………………  150 mg
柑橘バイオフラボノイド
(柑橘系果実エキス由来）  ……………  100 mg
クエルセチン  ……………………………  75 mg
唐辛子粉末  ……………………………  50 mg
昆布・ワカメ抽出物  …………………… 2.5 mg

■原材料名
主な原材料名：ブラッドオレンジエキス粉末
その他の原材料名：ゼラチン、柑橘系果物エキス、唐
辛子粉末、昆布・ワカメ抽出物、微結晶セルロース、酸
化防止剤（緑茶抽出物、クエルセチン、トコトリエノー
ル）、加工デンプン、高級脂肪酸、微粒酸化ケイ素

コントロール
（3カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ……………………………  7 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.8 g
脂質  …………………………………… 0.1 g
炭水化物  ……………………………… 0.7 g
食塩相当量  ………………………… 0.048 g
カカオ粉末  …………………………  750 mg
タルトチェリー粉末  …………………  300 mg
ザクロエキス  …………………………  250 mg
L-テアニン  ……………………………  150 mg

■原材料名
主な原材料名：カカオ粉末、タルトチェリー粉末
その他の原材料名：ゼラチン、ザクロエキス、L-テアニ
ン、高級脂肪酸、微粒酸化ケイ素、微結晶セルロース

シェイク（バニラ味）
（1パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………  174 kcal
タンパク質  ……………………………… 20 g
脂質  ……………………………………  4 g
炭水化物  ……………………………… 15 g
食塩相当量  …………………………  1.05 g
カルシウム  ……………………………  215 mg
鉄  ………………………………………   8 mg
リン  ……………………………………  263 mg
マグネシウム  ……………………………  81 mg
カリウム  ………………………………  163 mg
ビタミンA  ……………………………  300 μgRE
ビタミンD  ……………………………   2.5 μg
ビタミンE  ……………………………   5.0 mg（α-TE）

ビタミンB1  …………………………… 0.37 mg
ビタミンB2  …………………………… 0.45 mg
ナイアシン  ……………………………   4.3 mg
ビタミンB6  ……………………………   0.50 mg
葉酸  …………………………………  100 μg
ビタミンB12  …………………………   1.5 μg
パントテン酸  …………………………   2.5 mg
ビタミンC  ………………………………  15 mg

■原材料名
主な原材料名：大豆タンパク、乳タンパク、タルトチェ
リー粉末
その他の原材料名：果糖、粉末油脂 (植物油脂、乳

糖、デキストリン）、アカシア食物繊維、大豆食物
繊維、クレアチンモノハイドレート、フラクトオリゴ
糖、オート麦ファイバー、エンドウファイバー、ビート
ファイバー、オート麦ふすま粉末、サイリウム・ハスク
末、ビタミン E含有植物油、バナバ葉抽出物粉末、エ
ンドウ豆タンパク、香料 (乳成分を含む）、カゼインナ
トリウム (乳由来 )、増粘剤 (CMCカルシウム）、増粘剤
(キサンタンガム )、リン酸カルシウム、ショ糖エステ
ル、炭酸マグネシウム、リン酸カリウム、硫酸マグネ
シウム、甘味料 (スクラロース、アセスルファムカリウ
ム )、ピロリン酸鉄、微粒酸化ケイ素、ビタミン C、ビタ
ミン A、ナイアシンアミド、パントテン酸カルシウム、
ビタミン B12、ビタミン B6、ビタミン D、ビタミン B2、ビ
タミン B1、葉酸

シェイク（チョコレート味）
（1パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………  175 kcal
タンパク質  ……………………………… 21 g
脂質  ……………………………………  4 g
炭水化物  ……………………………… 13 g
食塩相当量  ……………………………  1 g
カルシウム  ……………………………  227 mg
鉄  ………………………………………   9 mg
リン  ……………………………………  290 mg
マグネシウム  …………………………  102 mg
カリウム  ………………………………  287 mg
ビタミンA  ……………………………  300 μgRE
ビタミンD  ……………………………   2.5 μg
ビタミンE  ……………………………   5.0 mg（α-TE）

ビタミンB1  …………………………… 0.37 mg
ビタミンB2  …………………………… 0.45 mg
ナイアシン  ……………………………   4.3 mg
ビタミンB6  ……………………………   0.50 mg
葉酸  …………………………………  100 μg
ビタミンB12  …………………………   1.5 μg
パントテン酸  …………………………   2.5 mg
ビタミンC  ………………………………  15 mg

■原材料名
主な原材料名：大豆タンパク、乳タンパク、タルトチェ
リー粉末
その他の原材料名：果糖、粉末油脂（植物油脂、乳糖、
デキストリン）、アカシア食物繊維、ココアパウダー、
大豆食物繊維、クレアチンモノハイドレート、フラクト
オリゴ糖、オート麦ファイバー、エンドウファイバー、
ビートファイバー、オート麦ふすま粉末、サイリウム・
ハスク末、ビタミンE含有植物油、バナバ葉抽出物粉
末、エンドウ豆タンパク、香料、カゼインナトリウム(乳
由来 )、増粘剤（CMCカルシウム）、リン酸カルシウム、
ショ糖エステル、炭酸マグネシウム、リン酸カリウム、
硫酸マグネシウム、増粘剤（キサンタンガム）、微粒酸
化ケイ素、甘味料（スクラロース、アセスルファムカリ
ウム)、ピロリン酸鉄、ビタミンC、ビタミンA、ナイアシ
ンアミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB12、ビタ
ミンB6、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸　

シェイク（ヨーグルト味）
（1パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………  146 kcal
タンパク質  ……………………………… 21 g
脂質  ……………………………………  1 g
炭水化物  ……………………………… 15 g
食塩相当量  …………………………  0.83 g
カルシウム  ……………………………  269 mg
鉄  ………………………………………   8 mg
リン  ……………………………………  263 mg
マグネシウム  ……………………………  95 mg
カリウム  ………………………………  328 mg
ビタミンA  ……………………………  300 μg
ビタミンD  ……………………………   2.5 μg
ビタミンE  ……………………………   5.0 mg
ビタミンB1  …………………………… 0.37 mg
ビタミンB2  …………………………… 0.45 mg
ナイアシン  ……………………………   4.3 mg

ファーマネックス製品とは

古来伝承の知恵と現代科学の融合から誕生した、植物を中心とする天然成分使用の
栄養補助食品がファーマネックス製品です。先端の科学技術に基づく長期にわたる
研究の結果、科学的にその栄養学的有用性が裏づけられた「自然界からの恵み」を摂取
することで、より豊かに、安心した生活を維持していくことが可能となるでしょう。毎日の
健康管理にぜひお勧めしたい製品です。

配合成分

ライフパック ナノ プラスやライフパックには健康を保つた
めに不可欠なビタミン、ミネラルが配合されているほか、新
鮮な野菜や果物から抽出した植物性成分なども豊富に含
まれています。またファーマネックス製品には天然成分を
主原料とするライン アップもあり、さまざまな角度からの厳
しい検査をとおして、原料の選択から製品化までを一貫し
たシステムで管理し、成分と製造方法を標準化しています。
日本の安全基準、成分規格に関する基準に適合した原料を
配合しています。さらに、ファーマネックス製品は、多くの研
究データにより健康に役立つことが実証されています。

安全のために

 ・ 下記の製品は湿気を避け、製品の成分を保護する目的
で、1 回分１杯分ずつ個別包装されています。

 ・ユーススパン R ・ライフパック ナノ プラス
 ・ライフパック ・ライフパック タブレット
 ・グルコイーズ ・スプラッシュ クリスタル
 ・アレル リリーフ  ・ファイバーネット
 ・TR90 シェイク ・TR90 ジャンプスタート
 ・ファーマネックス グリーン プラス
 ・ 変色・変質を避けるため光を遮る着色ボトルに入って

います。加熱や冷凍はしないでください。キャップの
切り口でケガをしないようご注意ください。 

 ・ローヤルゼリー ・プロポリス

ファーマネックス製品をお召し上がりになる際のご注意

製 品 ペ ー ジ のご 使 用 上 の 注 意 をご 確 認くだ さ い。ファー マ ネ ックス 製 品 は 栄 養 補 助 食 品（ ディープ リリ ー
フ は 化 粧 品 ）で す。各 製 品 の「 召し 上 がり方 」欄 に 掲 載 さ れ て いる、1日 分 ま た は1回 分 の 量 を 目 安 に お 召し
上 がりくだ さ い。ファ ー マ ネ ックス 製 品 の 多くは、健 康 な 成 人 を 対 象 に 開 発し た 製 品 で す。お 子 様 に 召し
上がっていただける製品として「ジャンガマルズ チューワブル」「キッズ オメガ」「スプラッシュ クリスタル」「プロバイオ 
ピーシーシー」「ジースリー」などがあります。これらは保護者の方が量を調整してお召し上がりいただけます。
なお、食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスをとることを心がけましょう。
アレルギー物質を含む食品は、P134をご覧ください。

品質管理

ファーマネックス製品は、ニュースキンが厳しい基準で
選んだ、以下のような条件を満たす製造メーカーによっ
て供給されています。
 ・ 成分の生産能力と成分製造の専門技術がある
 ・ 成分の含有量や製品の純度を検証する施設を備えている
 ・ 品質管理システムが確立している
また、ファーマネックス製品は、品質管理プロセス「6S
プロセス」により、製品の品質が厳しく管理されています

（P7 参照）。さらに、法令で定められた基準にも適合して
います。

カプセル材

 ・ ファーマネックス製品のカプセル材は、豚ゼラチンを
使用しています。

　※プロバイオ ピーシーシーのみ、植物性カプセルを
使用しています。

 ・ 水分が付着すると変色や破損する可能性がありますの
で、濡れた手で触れたり、水滴がつかないようにご注
意ください。 

保管および取り扱い上のご注意
1. 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所を避けて保管し
　てください。
2. お子様の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後はお早めにお召し上がりください。 

栄養成分表示について
当カタログの栄養成分表示は、健康増進法（2003 年 4 月施
行）による 「栄養表示基準」に基づいて表示されています。

栄養機能食品とは

監督官庁が定める基準に従い、栄養成分の機能を表示することができる食品です。表示できる栄養素は、人間の生命活動
に不可欠で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものが対象となっています。現在は、以下の表に
記載のある脂肪酸1成分、ミネラル6成分、ビタミン13成分が対象となっており、1日当たりの摂取目安量中の含有量が、そ
れぞれ決められている規格基準の上・下限値内である場合、「栄養機能食品」として、特定の栄養成分の機能を表示するこ
とができます。

脂肪酸 n-3系脂肪酸

ミネラル 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

ビタミン
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、
ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸

※特定保健用食品の解説は、P126をご覧ください。

ビタミンB6  ……………………………   0.5 mg
葉酸  …………………………………  100 μg
ビタミンB12  …………………………   1.5 μg
パントテン酸  …………………………   2.5 mg
ビタミンC  ………………………………  15 mg

■原材料名
主な原材料名：大豆タンパク、乳タンパク、タルトチェ
リー粉末
その他の原材料名：乳等を主要原料とする食品、マル
トデキストリン、サイリウム・ハスク末、クレアチンモノ
ハイドレート、フラクトオリゴ糖、食物繊維（イヌリン）、
難消化性デキストリン、ビタミンE含有植物油、カゼイ
ンナトリウム（乳由来）、乳酸カルシウム、クエン酸、香
料、セルロース、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウ
ム、ピロリン酸カリウム、甘味料（ステビア、スクラロー
ス）、ピロリン酸鉄、ビタミンC、ナイアシン、ビタミン
A、パントテン酸カルシウム、ビタミンB12、ビタミンD、
ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸

LIFEPAK® SERIES

 ライフパック® ナノ プラスP115
 （1日分2パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 23.3 kcal
タンパク質  …………………………… 0.74 g
脂質  ………………………………… 1.36 g
炭水化物  …………………………… 2.02 g
食塩相当量  ………………………… 0.024 g
カルシウム  ……………………………  400 mg
マグネシウム  …………………………  200 mg
鉄  ……………………………………… 3.0 mg
亜鉛  ………………………………… 15.0 mg
銅  ……………………………………… 1.0 mg
マンガン  ……………………………… 2.0 mg
ヨウ素 ……………………………………100 μg
セレン  …………………………………140 μg
クロム  …………………………………200 μg
モリブデン  ……………………………… 75 μg
ビタミンA  …………………………… 1,492 μg
ビタミンD  …………………………… 20.0 μg
ビタミンE  …………………………… 134.0 mg
ビタミンB1  ……………………………… 7.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 8.5 mg
ナイアシン  ……………………………… 20 mg
ビタミンB6  …………………………… 10.0 mg
ビタミンB12  ………………………… 60.0 μg
葉酸  …………………………………  600 μg
パントテン酸  ………………………… 30.0 mg
ビタミンC  ……………………………  500 mg
精製魚油（EPA300mg、DHA200mg）
  …………………………………………716 mg
α-リポ酸  ……………………………… 50 mg
ヘスペリジン  …………………………… 50 mg
ブドウ種子エキス  ……………………… 50 mg
リコピン（トマト色素由来）  ………………5 mg
コエンザイムQ10  …………………………5 mg
マリーゴールド色素

（ルテイン2mg、ゼアキサンチン0.115mg）
  ……………………………………… 3.074 mg
ゼアキサンチン（香辛料抽出物由来）  … 0.39 mg
アスタキサンチン（へマトコッカス藻抽出物由来）
  ………………………………………… 0.5 mg
β -クリプトキサンチン（パプリカ色素由来） 
  …………………………………………300 μg

■原材料名 
主な原材料名：精製魚油、亜鉛含有酵母、クロム含有
酵母、セレン含有酵母、α -リポ酸、ブドウ種子エキス、
マンガン含有酵母、モリブデン含有酵母、銅含有酵母、
パーム油、ヨウ素含有酵母、ヘマトコッカス藻抽出物、
コエンザイムQ10、貝殻未焼成カルシウム、ビタミン
C、サンゴ未焼成カルシウム、酸化マグネシウム、ビタ
ミンE､ステアリン酸カルシウム、クエン酸カルシウム、
ヘスペリジン、アスコルビン酸カルシウム、パントテン
酸カルシウム、トマト色素、ナイアシンアミド、パプリカ
色素、ビタミンB6、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB1、ビ
タミンB2、β -カロテン、マリーゴールド色素、ビタミン
A、葉酸、香辛料抽出物、ビタミンB12、ビタミンD
その他の原材料名：ゼラチン、還元麦芽糖水飴、結晶
セルロース、グリセリン、シクロデキストリン、安定剤

（ヒドリキシプロピルセルロース）、ミツロウ、加工デ
ンプン、オレンジ香料、微粒二酸化ケイ素、カカオ色
素、セラック

 ライフパック® タブレットP116
 （1日分2パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 12.7 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.5 g
脂質  …………………………………… 0.7 g

炭水化物  ……………………………… 1.1 g
食塩相当量  ………………………… 0.13 g
カルシウム  ………………………………400 mg
鉄  …………………………………………3 mg
マグネシウム  ……………………………200 mg
セレン  ………………………………… 70 μg
ビタミンA  …………………………… 1,000 μg
ビタミンD  ……………………………… 10 μg
ビタミンE  ………………………………100 mg
ビタミンB1  ……………………………… 7.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 8.5 mg
ナイアシン  ……………………………… 40 mg
ビタミンB6  ……………………………… 10 mg
葉酸  ……………………………………600 μg
ビタミンB12  …………………………… 30 μg
パントテン酸  …………………………… 30 mg
ビタミンC  ………………………………500 mg
オリーブ果実抽出物  ……………………140 mg
ブドウ種子エキス  ……………………… 20 mg

■原材料名 
主な原材料名：オリーブ油、亜鉛含有酵母、オリーブ
果実抽出物、セレン含有酵母、ブドウ種子エキス、サ
ンゴ未焼成カルシウム、ビタミンC、酸化マグネシウ
ム、ビタミンE、ステアリン酸カルシウム、ニコチン酸
アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミ
ンB1、ビタミンB2、ピロリン酸第二鉄、デュナリエラカ
ロテン、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD
その他の原材料名：ゼラチン、結晶セルロース、グリ
セリン、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン
脂肪酸エステル、ミツロウ、セラック

 ライフパック®P116
 （1日分2パック当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 17 kcal
タンパク質  …………………………… 1.25 g
脂質  ………………………………… 0.33 g
炭水化物  …………………………… 2.21 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
カルシウム  ………………………………400 mg
鉄  …………………………………………3 mg
マグネシウム  ……………………………200 mg
セレン  ………………………………… 70 μg
ビタミンA  …………………………… 1,000 μg
ビタミンD  ……………………………… 10 μg
ビタミンE  ………………………………100 mg
ビタミンB1  ……………………………… 7.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 8.5 mg
ナイアシン  ……………………………… 40 mg
ビタミンB6  ……………………………… 10 mg
葉酸  ……………………………………600 μg
ビタミンB12  …………………………… 30 μg
パントテン酸  …………………………… 30 mg
ビタミンC  ………………………………500 mg
醸造酵母  ………………………… 653.72 mg
緑茶葉抽出物  …………………………140 mg
柑橘系果物抽出物  …………………… 50 mg
ブドウ種子抽出物  ……………………… 20 mg
アセロラ・チェリー抽出物  …………… 1.8 mg
■カリウム含有（実測値）
カリウム  ……………………… 144.2 〜248 mg

■原材料名 
主な原材料名：醸造酵母、柑橘系果物抽出物、セレ
ン含有酵母、アセロラ・チェリー抽出物、ドロマイト
鉱石、ビタミン C、塩化カリウム、緑茶抽出物、ビタミ
ン E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、ナイアシ
ンアミド、ブドウ種子抽出物、乳酸鉄、ビタミン B6、
ビタミン B1、ビタミン B2、β -カロテン、リン酸カルシ
ウム、ビタミン A、葉酸、ビタミン B12、ビタミン D
その他の原材料名：ゼラチン、コーンスターチ、乳
糖、微結晶セルロース、高級脂肪酸、マルトデキスト
リン、微粒二酸化ケイ素、着色料（酸化チタン）、加
工デンプン、アカシア

栄
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SOLUTIONS

	 オーバードライブP119
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 8.36 kcal
タンパク質  …………………………… 0.48 g
脂質  ………………………………… 0.18 g
炭水化物  …………………………… 1.18 g
食塩相当量  ………………………… 0.09 g
マグネシウム  ……………………………120 mg
セレン  ………………………………… 50 μg
ビタミンA  …………………………… 242.8 μgRE
　β -カロテン  ……………………… 2.91 mg
ビタミンE  …………………………… 100.0 mg（α-TE）

ビタミンB1  ……………………………… 1.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 1.7 mg
ビタミンB6  ……………………………… 2.0 mg
葉酸  ……………………………………200 μg
ビタミンB12  …………………………… 6.0 μg
パントテン酸  …………………………… 10 mg
ビタミンC  ………………………………500 mg
醸造酵母  ………………………………105 mg
パイナップル粉末  ………………………100 mg
パパイヤ粉末  …………………………100 mg
柑橘系果物抽出物  ……………………100 mg
海水塩  …………………………………100 mg
L-シスチン  ……………………………… 40 mg
ブドウ種子抽出物  ………………………  5 mg

■原材料名	
主な原材料名：ビタミンＥ含有大豆油、柑橘系果物
抽出物、醸造酵母、パパイヤ粉末、パイナップル粉
末、海水塩、セレン含有酵母、硫酸マグネシウム、ビ
タミン C、L-シスチン、β -カロテン、パントテン酸カ
ルシウム、ブドウ種子抽出物、ビタミン B6、ビタミン
B1、ビタミン B2、ビタミン B12、葉酸
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 ジースリー	スポーツ®	P119
	 （1本50mL当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 30 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.1 g
脂質  ………………………………………0 g
炭水化物  ……………………………… 7.4 g
食塩相当量  ………………………… 0.019 g
ビタミンB2  ……………………………… 1.9 mg
ビタミンB6  ……………………………… 2.9 mg
ビタミンC  ………………………………100 mg

■原材料名	
主な原材料名：ガック種衣ピューレ、サージ果汁、濃
縮果汁（ナシ、ブドウ、リンゴ）、アセロラ果肉、果汁

（クコの実、シリ）、ヨーロッパナラ樹木エキス、ビタ
ミン C､ビタミン B6、ビタミン B2

その他の原材料名：精製ハチミツ、ローヤルゼリー
エキス、シクロデキストリン、クエン酸、安定剤（増粘
多糖類）、レシチン（大豆由来）、保存料（安息香酸
Na）、香料

	 ジースリー®	P120
	 （60mL当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 37.4 kcal
タンパク質  …………………………… 0.24 g
脂質  ………………………………… 0.25 g
炭水化物  …………………………… 9.18 g
食塩相当量  ………………………… 0.034 g
ビタミンA  ……………………………… 80 μgRE
　β-カロテン  ……………………… 950.0 μg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（β-カロテン当量）
総ビタミンC  ……………………… 60 〜75 mg

■原材料名	
主な原材料名：ガック種衣ピューレ、濃縮果汁（ナ
シ、ブドウ、リンゴ）、果汁（サージ、シリ、クコの実）、

アセロラ果肉、ビタミン C 
その他の原材料名：香料、クエン酸、安定剤（増粘多糖
類）、保存料（安息香酸ナトリウム）

	 スプラッシュ	クリスタルP120
	 （1スティック9g当たり）

［レモン］
■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 32 kcal
タンパク質  ………………………………  0 g
脂質  ……………………………………  0 g
糖質  …………………………………… 7.7 g
食物繊維  ……………………………… 0.7 g
食塩相当量  ………………………… 0.07 g
カルシウム  ……………………………  150 mg
カリウム  ………………………………… 30 mg
ビタミンA  ……………………………  540 μgRE
ビタミンE  ……………………………… 16 mg
ビタミンB1  ……………………………… 0.8 mg
ビタミンB2  ……………………………… 1.4 mg
ナイアシン  ……………………………… 13 mg
ビタミンB6  ……………………………… 1.2 mg
ビタミンB12  …………………………… 2.4 μg
葉酸  …………………………………  200 μg
パントテン酸  ……………………………  5 mg
ビタミンC  ……………………………  425 mg
ビタミンP（ヘスペリジン）  …………… 20 mg

■原材料名
主な原材料名：難消化性食物繊維、ビタミン C、炭酸
カルシウム、リン酸カルシウム、クエン酸カリウム、
ビタミン E、ヘスペリジン、ナイアシン、パントテン酸
カルシウム、ビタミン B6、ビタミン B2、ビタミン B1、
ビタミン A、葉酸、ビタミン B12

その他の原材料名：果糖、デキストリン、レモン濃縮
果汁粉末、乳糖、海水塩、酸味料、甘味料（ステビ
ア）、アカシア、香料

［オレンジ］
■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 32 kcal
タンパク質  …………………………………0 g
脂質  ………………………………………0 g
糖質  …………………………………… 7.6 g
食物繊維  ……………………………… 0.8 g
食塩相当量  ………………………… 0.07 g
カルシウム  ……………………………  150 mg
カリウム  ………………………………… 30 mg
ビタミンA  ……………………………  540 μgRE
ビタミンE  ……………………………… 16 mg
ビタミンB1  ……………………………… 0.8 mg
ビタミンB2  ……………………………… 1.4 mg
ナイアシン  ……………………………… 13 mg
ビタミンB6  ……………………………… 1.2 mg
ビタミンB12  …………………………… 2.4 μg
葉酸  …………………………………  200 μg
パントテン酸  ……………………………  5 mg
ビタミンC  ………………………………425 mg
ビタミンP（ヘスペリジン）  …………… 20 mg

■原材料名	
主な原材料名：難消化性食物繊維、ビタミン C、炭酸
カルシウム、リン酸カルシウム、クエン酸カリウム、
ビタミン E、ヘスペリジン、ナイアシン、パントテン酸
カルシウム、ビタミン B6、ビタミン B2、ビタミン B1、
カロチノイド色素、ビタミン A、葉酸、ビタミン B12

その他の原材料名：果糖、デキストリン、オレンジ濃
縮果汁粉末、乳糖、海水塩、酸味料、甘味料（ステビ
ア）、アカシア、香料（乳由来）  

	 バイトックスP120
	 （6カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 10 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.8 g
脂質  …………………………………… 0.3 g
炭水化物  …………………………………1 g
食塩相当量  …………………………  0.02 g
カルシウム  ……………………………  400 mg
鉄  ……………………………………… 16 mg
マグネシウム  …………………………  160 mg

	 ジャンガマルズ™	チューワブルP118
	 （4粒当たり）

■栄養成分表示
エネルギー …………………………… 15.5 kcal
タンパク質 …………………………… 0.155 g
脂質………………………………… 0.0958 g
炭水化物……………………………… 3.54 g
食塩相当量…………………………… 0.035 g
カルシウム …………………………… 124.8 mg
鉄……………………………………………6 mg
マグネシウム ………………………… 60.44 mg
亜鉛……………………………………… 7.5 mg
銅……………………………………… 0.19 mg
マンガン ………………………………… 2.1 mg
ヨウ素 ……………………………………135 μg
セレン …………………………………… 60 μg
クロム …………………………………… 24 μg
モリブデン ……………………………… 33 μg
ビタミンA ………………………………500 μg
ビタミンD ……………………………… 20 μg
ビタミンＥ ……………………………… 30 mg
ビタミンＫ ……………………………… 15 μg
ビタミンB1  ……………………………… 0.9 mg
ビタミンB2 ……………………………… 0.9 mg
ナイアシン ……………………………… 12 mg
ビタミンB6 ……………………………… 1.2 mg
葉酸………………………………………200 μg
ビタミンB12  …………………………… 2.1 μg
パントテン酸 …………………………… 4.5 mg
ビタミンＣ ……………………………… 60 mg
トマトリコピン ……………………………3 mg
ルテイン（マリーゴールド色素由来） ……1 mg

■原材料名	
主な原材料名：ミルクカルシウム、亜鉛含有酵母、マ
ンガン含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有
酵母、クロム含有酵母、ヨウ素含有酵母、銅含有酵
母、リン酸マグネシウム、サンゴ未焼成カルシウム、
ビタミンＣ、ビタミンＥ、ピロリン酸第二鉄、ステア
リン酸カルシウム、ナイアシンアミド、ビタミン K2、
β -カロテン、パントテン酸カルシウム、トマトリコピ
ン、ビタミンＤ、ビタミン B6、ビタミン B1、マリーゴー
ルド色素、ビタミン B2、葉酸、アスコルビン酸ナトリ
ウム、ビタミン B12 
その他の原材料名：ショ糖、コメタンパク濃縮物、デ
キストリン、エンドウ豆デンプン、コーンスターチ、キ
シリトール、クエン酸、増粘多糖類、マルトデキストリ
ン、微結晶セルロース、高級脂肪酸、乳化剤、加工デ
ンプン、アルギン酸、香料、アカダイコン色素、赤キャ
ベツ色素、微粒二酸化ケイ素、クエン酸ナトリウム

	 ティグリーン™P122
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 0.96 kcal
タンパク質  …………………………… 0.09 g
脂質  ………………………………… 0.01 g
炭水化物  …………………………… 0.23 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
緑茶葉抽出物  …………………… 250.00 mg

■原材料名	
主な原材料名：緑茶抽出物 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 霊芝	EXP122
	 （2カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 4.92 kcal
タンパク質  …………………………… 0.32 g
脂質  ………………………………… 0.04 g
炭水化物  …………………………… 0.81 g
食塩相当量  ………………………… 0.003 g
レイシ抽出物  ……………………… 1,000 mg

■原材料名	
主な原材料名：レイシ抽出物 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸

	 プロポリスP122
	 （1本50mL当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 26.8 kcal
タンパク質  …………………………… 0.05 g
脂質  ………………………………… 0.05 g
炭水化物  ……………………………… 6.7 g
食塩相当量  ………………………… 0.006 g
プロポリスエキス  …………………… 4,000 mg
モズク抽出物（フコイダンとして8mg）
  ……………………………………… 10.00 mg
ショウガ抽出物  ……………………………5 mg
乳糖果糖オリゴ糖  ………………………600 mg

■原材料名	
主な原材料名：プロポリスエキス、乳糖果糖オリゴ
糖、モズク抽出物、ショウガ抽出物
その他の原材料名：ブドウ糖果糖液糖、精製はち
みつ、クエン酸、香料

												ファーマネックス	グリーン	プラスP123
	 （1スティック3g当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 11.4 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.4 g
脂質  …………………………………… 0.1 g
炭水化物  ……………………………… 2.1 g
食塩相当量  ………………………… 0.024 g

■原材料名	
主な原材料名：大麦若葉末、還元麦芽糖水飴、乳糖
果糖オリゴ糖、キダチアロエエキス粉末（キダチア
ロエエキス、デキストリン）、乳酸菌末、茶（日本）、ク
ロレラ原末、ビフィズス菌末
その他の原材料名：リン酸カルシウム、甘味料（ステ
ビア）

	 プロバイオ	ピーシーシー™P123
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 1.36 kcal
タンパク質  …………………………… 0.039 g　　
脂質  ……………………………………　0 g
炭水化物  ………………………… 　0.257 g
食塩相当量  ……………………… 0.0037 g
乳酸菌  ………………………………… 90 mg

■原材料名	
主な原材料名：乳酸菌  
その他の原材料名：微結晶セルロース、ヒドロキシ

プロピルメチルセルロース、マルトデキストリン、
スクロース、高級脂肪酸、アスコルビン酸 Na、微粒
二酸化ケイ素、ソルビトール

	 アレル	リリーフP123
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 1.55 kcal
タンパク質  …………………………… 0.10 g
脂質  ………………………………… 0.01 g
炭水化物  …………………………… 0.01 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
乳酸菌 LG-2ブレンド  …………………166 mg

■原材料名	
主な原材料名：乳酸菌 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 バイオギンコP124
	 （2粒当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 2.40 kcal
タンパク質  …………………………… 0.01 g
脂質  ………………………………… 0.02 g
炭水化物  …………………………… 0.55 g
食塩相当量  ……………………… 0.0008 g
イチョウ葉抽出物  ………………… 120.00 mg

■原材料名	
主な原材料名：イチョウ葉抽出物 
その他の原材料名：ブドウ糖、微結晶セルロース、大豆
ファイバー、高級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素、増粘剤

（CMC-Na）、メチルセルロース、デキストリン、植物
レシチン（大豆由来）、グリセリン、クエン酸ナトリウム

	 カーティレックス®P124
	 （6カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 17 kcal
タンパク質  ……………………………… 1.2 g
脂質  …………………………………… 0.5 g
炭水化物  ……………………………… 1.8 g
食塩相当量  ………………………… 0.002 g
ビタミンE  ……………………………… 66 mg（α-TE）

ビタミンC  ………………………………200 mg
グルコサミン（エビ・カニ由来） ……… 1,500 mg
ボスウェリア・セラータ抽出粉末 ………300 mg
クルクミン  ………………………………190 mg
クエルセチン  …………………………… 50 mg
ルチン  ………………………………… 50 mg

■原材料名	
主な原材料名：ボスウェリア・セラータ抽出粉末、グル
コサミン塩酸塩（エビ・カニ由来）、ビタミンE含有大
豆油等、ビタミン C、ウコン色素（クルクミン）、クエル
セチン、ルチン
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素 

	 ディープ	リリーフ™P124
	 　

■配合成分（化粧品）	
水、牛脂脂肪酸セチル、グリセリン、オリーブ油脂肪
酸セテアリル、オリーブ果実油、オリーブ油脂肪酸ソ
ルビタン、セイヨウハッカ油、酢酸トコフェロール、メ
ントール、シクロペンタシロキサン、シクロヘキサシ
ロキサン、キサンタンガム、ポリアクリル酸Ｎａ、フェ
ノキシエタノール、クロルフェネシン

β-カロテン  …………………………  500 μgRE
ビタミンD3  …………………………… 7.5 μg
ビタミンE  ……………………………  101 mg
ビタミンB1  ……………………………… 1.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 1.7 mg
ナイアシン  ……………………………… 20 mg
ビタミンB6  …………………………………2 mg
葉酸  …………………………………  400 μg
ビタミンB12  ……………………………  6 μg
パントテン酸  …………………………… 26 mg
ビタミンC  ……………………………  300 mg
醸造酵母  ……………………………  500 mg
ブドウ果皮抽出物  ……………………… 44 mg
ビルベリー抽出物 ………………………  4 mg
ブドウ種子抽出物  ………………………  2 mg
アセロラ・チェリー抽出物 ……………… 4.8 mg

■原材料名	
主な原材料名：カキ殻、醸造酵母、マルトデキストリ
ン、ブドウ果皮抽出物、アセロラ・チェリー抽出物、ビ
ルベリー抽出物、ブドウ種子抽出物、硫酸マグネシウ
ム、ビタミン C、ビタミン E、乳酸鉄、パントテン酸カ
ルシウム、ナイアシンアミド、乳糖、β -カロテン、ビ
タミン B6、ビタミン B1、ビタミン B2、葉酸、ビタミン D、
ビタミン B12

その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、加工デンプン

												キッズ	オメガ®P121
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー …………………………… 7.37 kcal
タンパク質 …………………………… 0.25 g
脂質…………………………………… 0.64 g
炭水化物……………………………… 0.14 g
食塩相当量…………………………… 0.001 g
ビタミンE …………………………… 10.0 mg
精製魚油（DHA330mg、EPA80mg） …  636 mg
レモン果皮油 …………………………… 10 mg

■原材料名
主な原材料名：精製魚油、ビタミン E
その他の原材料名：ゼラチン、レモン果皮油、グリセ
リン、エチルバニリン

												マリンオメガP121
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 17.5 kcal
タンパク質  …………………………… 0.516 g
脂質  ………………………………… 1.79 g
炭水化物  …………………………… 0.22 g
食塩相当量  ……………………… 0.0037 g
ビタミンE  …………………………… 13.4 mg
精製魚油（EPA600mg、DHA400mg） 
  ……………………………………… 1,553 mg
オキアミ油  ………………………………200 mg

■原材料名	
主な原材料名：精製魚油（EPA、DHA含有）、オキアミ油
その他の原材料名：ゼラチン、グリセリン、ビタミンE（大
豆由来）、カラメル色素、エチルバニリン

												オプティマム	オメガP121
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 21.6 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.7 g　
脂質  ………………………………… 2.01 g
炭水化物  …………………………… 0.16 g
食塩相当量  ……………………… 0.0017 g
ビタミンE  …………………………… 6.67 mg
精製魚油（EPA300mg、DHA200mg）
  ……………………………………… 2,000 mg
脱臭ニンニク油抽出物 ……………………2 mg

■原材料名	
主な原材料名：精製魚油（さばを含む）、脱臭ニンニク
油抽出物、ビタミンE（大豆由来）
その他の原材料名：ゼラチン、グリセリン、エチルバ
ニリン
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	 グルコイーズ™　 特定保健用食品P126
	 （1スティック9.7g当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 10 kcal
タンパク質  …………………………………0 g
脂質  ………………………………………0 g
炭水化物  ……………………………… 9.3 g
　糖質  ………………………………… 3.3 g
　食物繊維　………………………………6 g
食塩相当量  ………………………………0 g
■関与成分
難消化性デキストリン（食物繊維として）
  ……………………………………………6 g

■原材料名	
主な原材料名：難消化性デキストリン
その他の原材料名：エリスリトール、米糠抽出物、
酸味料、香料、甘味料（ステビア）

	 ファイバーネット®P126
	 （2パック	6カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 13.86 kcal
タンパク質  …………………………… 0.63 g
脂質  ………………………………… 0.12 g
炭水化物  …………………………… 2.56 g
食塩相当量  ……………………… 0.0013 g
ウチワサボテン粉末  ………………… 3,000 mg

■原材料名	
主な原材料名：フィクスインディカ 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 イメージエイチエヌエス™P127
	 （2カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ……………………………  2 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.3 g
脂質  ……………………………………  0 g
炭水化物  ……………………………… 0.2 g
食塩相当量  …………………………… 0.1 g
ビタミンA  ……………………………  607 μg
ビタミンB1  ……………………………… 1.5 mg
ビタミンB2  ……………………………… 1.7 mg
ナイアシン  ……………………………… 15 mg
ビタミンB6  ………………………………  7 mg
葉酸  …………………………………  200 μg
ビタミンB12  …………………………… 7.2 μg
パントテン酸  …………………………… 30 mg
ビタミンC  ……………………………  300 mg
L-シスチン  ……………………………  150 mg
L-メチオニン  …………………………… 50 mg
コラーゲン  ……………………………  250 mg
ケイ素  ……………………………… 2.33 mg

■原材料名	
主な原材料名：コラーゲン、ビタミン C、L-シスチン、
L-メチオニン、パントテン酸カルシウム、ナイアシン
アミド、ビタミン B6、微粒二酸化ケイ素、β -カロテ
ン、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン A、葉酸、ビタ
ミン B12

その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸

	 イメージホワイト™P127
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー …………………………………7 kcal
タンパク質 ……………………………… 0.6 g
脂質…………………………………… 0.05 g
炭水化物……………………………………1 g
食塩相当量…………………………… 0.002 g
ビタミンE ……………………………… 3.0 mg
ビタミンB1 …………………………… 0.15 mg
ビタミンB2 …………………………… 0.17 mg
ナイアシン …………………………………4 mg
ビタミンB6 …………………………… 0.22 mg
ビタミンB12 …………………………  0.6 μg

パントテン酸 ………………………… 0.71 mg
ビタミンC ………………………………506 mg
酵母エキス ………………………………500 mg
ハス 胚芽抽出物 …………………………5 mg
コエンザイムQ10 ……………………… 10 mg
乾燥ビール酵母 ………………………221 mg
酵素処理ヘスペリジン ……………… 25 mg

■原材料名	
主な原材料名：酵母エキス（酵母エキス、デキストリ
ン）（国内製造）、乾燥ビール酵母、ハス胚芽抽出粉
末、コエンザイム Q10、ビタミン E含有植物油、ビタ
ミン C、酵素処理ヘスペリジン、ナイアシンアミド、パ
ントテン酸カルシウム、ビタミン B1、ビタミン B6、ビ
タミン B2、ビタミン B12 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、
ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、酸化チ
タン、加工デンプン

	 ナノコーキューテン™P127
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………1 kcal
タンパク質  …………………………… 0.07 g
脂質  ………………………………… 0.005 g
炭水化物  …………………………… 0.15 g
食塩相当量  ……………………… 0.0002 g
ビタミンE  …………………………… 10.0 mg
コエンザイムQ10  ……………………… 30 mg

■原材料名	
主な原材料名：ビタミン E 含 有 大 豆 油 等（ 大 豆由
来）、コエンザイム Q10
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、
シクロデキストリン、糊料（加工デンプン）、高級
脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 アイソフレックス	シーエイ™P128
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………5 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.4 g
脂質  …………………………………… 0.2 g
炭水化物  ……………………………… 0.5 g
食塩相当量  ………………………… 0.001 g
カルシウム  ………………………………500 mg
マグネシウム  ……………………………250 mg
ビタミンD  ……………………………… 2.5 μg
ビタミンC  ………………………………120 mg
大豆抽出物（イソフラボン）  …………… 25 mg

■原材料名	
主な原材料名：ドロマイト鉱石、大豆抽出物
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、ビタミン C、マルトデキストリン、微粒酸
化ケイ素、ビタミン D

　　　　　　　　 栄養機能食品（鉄、銅、ビタミンB12）　

	 アイアン	エッセンシャルズP128
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 1.22 kcal
タンパク質  …………………………… 0.053 g
脂質  ……………………………… 0.0066 g
炭水化物  …………………………… 0.238 g
食塩相当量  ……………………… 0.0044 g
鉄  ……………………………………… 10 mg
銅  ……………………………………… 0.5 mg
葉酸  ……………………………………200 μg
ビタミンB12  ………………………………8 μg
ビタミンC  ………………………………100 mg

■栄養素等表示基準値に占める割合	
鉄  …………………………………… 133.3 %
銅  ……………………………………… 83 %
葉酸  ……………………………………100 %
ビタミンB12  ……………………………400 %
ビタミンC  ………………………………125 %

■原材料名	

	 アイ	フォーミュラP125
	 （3カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………5 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.3 g
脂質  …………………………………… 0.2 g
炭水化物  ……………………………… 0.6 g
食塩相当量  ………………………… 0.009 g
亜鉛  …………………………………… 5.7 mg
セレン  ………………………………… 69 μg
ビタミンA  ……………………………　250 μgRE
　β-カロテン  ……………………… 3,000 μg
ビタミンE  ……………………………… 67 mg（α-TE）

ビタミンC  ……………………………　250 mg
ブルーベリー粉末  ……………………　150 mg
マリーゴールド  ………………………… 7.1 mg
イチョウ葉抽出物  ……………………… 20 mg
ビルベリー抽出物 ……………………… 11 mg
アセロラ・チェリー抽出物  ……………　1 mg
L-シスチン  ……………………………　200 mg

■原材料名	
主な原材料名：ブドウ糖、ブルーベリー粉末、マル
トデキストリン、亜鉛酵母、セレン酵母、とうもろこ
しデンプン、イチョウ葉抽出物、ビルベリー抽出物、
乳糖、アセロラ抽出物、ビタミン C、L-シスチン、ビ
タミン E、マリーゴールド色素、β -カロテン
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、
オクテニルコハク酸デンプン ナトリウム、高級脂肪酸、
微粒二酸化ケイ素
 

	 オイスターマックスP125
	 （3カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 16.14 kcal
タンパク質  …………………………… 0.87 g
脂質  ………………………………… 1.20 g
炭水化物  …………………………… 0.43 g
食塩相当量  ………………………… 0.025 g
牡蛎肉ペプチド乾燥エキス  ……………600 mg

■原材料名	
主な原材料名：牡蛎肉ペプチド乾燥エキス
その他の原材料名：オリーブ油、ゼラチン、グリセリ
ン、ミツロウ、カラメル色素、グリセリン脂肪酸エス
テル

	 ディーティーエックス	ケアP125
	 （2カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 4.43 kcal
タンパク質  …………………………… 0.38 g
脂質  ………………………………… 0.02 g
炭水化物  ……………………………… 0.7 g
食塩相当量  ……………………… 0.0007 mg
ビタミンC  ………………………………300 mg
L-シスチン  ………………………………300 mg
マリアアザミ抽出物  ……………………180 mg

■原材料名	
主な原材料名：マリアアザミ抽出物、ビタミン C、L-
シスチン 
その他の原材料名：ゼラチン、コーンスターチ、高級
脂肪酸、微粒酸化ケイ素

	 コレスティンP126
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 10.40 kcal
タンパク質  …………………………… 0.68 g
脂質  ………………………………… 0.12 g
炭水化物  …………………………… 1.64 g
食塩相当量  ………………………… 0.017 g
紅麹  …………………………… 2,400.00 mg

■原材料名	
主な原材料名：紅麹 
その他の原材料名：ゼラチン

	 アミノ	ビネガーP129
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………5 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.2 g
脂質  …………………………………… 0.4 g
炭水化物  ……………………………… 0.2 g
食塩相当量  ………………………0 〜0.01 g
香酢粉末  ………………………………200 mg
プロポリス  ……………………………… 20 mg

■アミノ酸含有（実測値） 
リジン  ………………………………… 6.60 mg
ロイシン ……………………………… 6.33 mg
バリン  ………………………………… 5.46 mg
フェニルアラニン  …………………… 3.93 mg
スレオニン  …………………………… 3.78 mg
イソロイシン  ………………………… 3.00 mg
メチオニン …………………………… 1.65 mg
ヒスチジン  …………………………… 1.50 mg
グリシン  ……………………………… 43.13 mg
プロリン  ……………………………… 25.67 mg
グルタミン酸  ………………………… 23.87 mg
アラニン  ……………………………… 17.97 mg
アルギニン  ………………………… 13.75 mg
アスパラギン酸  ……………………… 11.07 mg
セリン  ………………………………… 6.48 mg
チロシン  …………………………… 0.92 mg
シスチン  ……………………………… 0.51 mg

■原材料名	
主な原材料名：香酢粉末、プロポリスエキス
その他の原材料名：サフラワー油、ゼラチン、グリセリ
ン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素

	 ローヤルゼリーP129
	 （1本50mL当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 17.8 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.2 g
脂質  ………………………………… 0.05 g
炭水化物  …………………………… 4.25 g
食塩相当量  ………………………… 0.09 g
生ローヤルゼリー  …………………… 1,200 mg
高麗人参エキス  ………………………100 mg
黒酢  ……………………………………100 mg
梅濃縮果汁  ……………………………100 mg

■原材料名	
主な原材料名：生ローヤルゼリー、黒酢、高麗人参
エキス、梅濃縮果汁
その他の原材料名：ブドウ糖果糖液糖、精製はちみ
つ、増粘安定剤（ペクチン）、クエン酸、クエン酸ナ
トリウム、香料、（一部に乳成分を含む）

	 TRA	エッセンシャルズP129
	 （7カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ……………………………　9 kcal
タンパク質  ……………………………  0.76 g
脂質  ………………………………… 0.15 g
炭水化物  ……………………………  1.47 g
糖質……………………………………  1.19 g
食物繊維  ……………………………  0.28 g
食塩相当量  ………………………… 0.017 g
カルシウム  ……………………………  500 mg
L-テアニン  ……………………………  200 mg
L-カルニチン 

（L-カルニチンL-酒石酸塩） …………  100 mg
植物性ステロール  …………………  120 mg
醸造酵母  ……………………………  100 mg
バナバ葉抽出物  ……………………… 48 mg
イチョウ葉抽出物  ……………………… 40 mg
緑茶葉抽出物  ……………………… 1,000 mg

■原材料名	
主な原材料名：カキ殻、L-カルニチンL-酒石酸塩、醸
造酵母、バナバ葉抽出物、イチョウ葉抽出物、緑茶葉
抽出物、L-テアニン、植物性ステロール（大豆由来）
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、微
粒二酸化ケイ素、高級脂肪酸

	 セント	ジョンズ	ワートP129
	 （3カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………4 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.2 g
脂質  ………………………………… 0.05 g
炭水化物  ……………………………… 0.7 g
食塩相当量  ……………………… 0.0005 g
セント ジョンズ ワート抽出粉末 …………600 mg

■原材料名	
主な原材料名：セント ジョンズ ワート抽出粉末
その他の原材料名：マルトデキストリン、ゼラチン
微結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、高級脂肪酸

主な原材料名：ビタミンC、ピロリン酸鉄、グルコン酸
銅、葉酸、ビタミンB12

その他の原材料名：微結晶セルロース、高級脂肪酸、
加工デンプン、微粒二酸化ケイ素、クエン酸ナトリウ
ム、クエン酸

■栄養機能表示	
■鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
■ 	銅、ビタミンB12、葉酸は、赤血球の形成を助ける栄

養素です。
■ 	銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助

ける栄養素です。
■ 	葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。

	 エストロケアP128
	 （2カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 2.86 kcal
タンパク質  …………………………… 0.25 g
脂質  ………………………………… 0.03 g
炭水化物  …………………………… 0.37 g
食塩相当量  ………………………… 0.006 g
ブラックコホシュ根抽出物  ………… 80.00 mg
L-テアニン  ………………………… 100.00 mg
大豆抽出物（イソフラボン）  ………… 20.00 mg

■原材料名	
主な原材料名：ブラックコホシュ根抽出物、大豆抽
出物、L-テアニン
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素

	 バイテックス™P128
	 （1カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………………1 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.7 g
脂質  ………………………………… 0.01 g
炭水化物  …………………………… 0.16 g
食塩相当量  ………………………… 0.002 g

■原材料名	
主な原材料名：セイヨウニンジンボク抽出粉末 
その他の原材料名：ゼラチン、微結晶セルロース、高
級脂肪酸

	 ベニックスP129
	 （6カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  …………………………… 11 kcal
タンパク質  ……………………………… 0.9 g
脂質  …………………………………… 0.3 g
炭水化物  ……………………………… 1.1 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
トライアシン ブレンド  ……………… 2,650 mg

（冬虫夏草粉末、イチョウ葉抽出物、アルギニン）

■原材料名	
主な原材料名：冬虫夏草粉末、イチョウ葉抽出物、
L-アルギニン、難消化性デキストリン
その他の原材料名：ゼラチン、高級脂肪酸、微粒酸化
ケイ素、（一部に大豆を含む）

	 コーディマックスP129
	 （4カプセル当たり）

■栄養成分表示
エネルギー  ………………………… 10.88 kcal
タンパク質  …………………………………1 g
脂質  …………………………………… 0.4 g
炭水化物  …………………………… 0.88 g
食塩相当量  ………………………… 0.004 g
冬虫夏草粉末  ……………………… 2,100 mg

■原材料名	
主な原材料名：冬虫夏草粉末（一部に大豆を含む）
その他の原材料名：ゼラチン

栄
養
成
分
と
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ニュー	スキン®	
スプレー	ボトル
1回の噴射で霧のような細かなミストが広
範囲に広がります。

製品コード：86035224
価格：¥1,100（税抜¥1,000）
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スパチュラ（3個入り）
クリームなどをつけるときに。

製品コード：03131298
価格：¥55（税抜¥50）

コスメティック	ミラー
折りたたみ式の卓上ミラー。94×114ｍｍ。

製品コード：03102774
価格：¥220（税抜¥200）

ニュー	カラー®
パウダー	ファンデーション用	
スポンジ
製品コード：03136331
価格：¥220（税抜¥200）

ニュー	カラー®
プレスト	パウダー用	
スポンジ	パフ
製品コード：03136332
価格：¥220（税抜¥200）

ローション用	ポンプ
500mLのボトルタイプのボディ ケア製
品、250mLのボトルタイプのヘア ケア
製品に取り付け可能です。
※250mLボトルに取り付けの際は、チューブの長さ
をカットしてご使用ください。また、開封直後で中身
が減っていない場合は、中身があふれる可能性があ
りますのでご注意ください。

製品コード：03135277
価格：¥143（税抜¥130）

リフト	ブラシ（3個入り）
フェイス リフト パックを使用するときに。 
携帯に便利な小さめサイズ。ヤギの毛。

製品コード：03000260
価格：¥165（税抜¥150）

ファン	リフト	ブラシ
（3個入り）
フェイス リフト パックを使用するときに。 
大きめサイズ。ヤギの毛。

製品コード：03000265
価格：¥220（税抜¥200）

genLOC	Me®	セラム	カートリッジ	
ホルダー	＆	コネクター
genLOC Meの美容液を本体に取り付けるた
めのカートリッジ ホルダーとコネクターのセット。

製品コード：03001641
価格：¥550（税抜¥500）

ニュー	カラー®	
パウダー	ファンデーション	パレット
レフィルを8枚セットできます。

製品コード：03136348
価格：¥1,100（税抜¥1,000）

ニュー	スキン®	モイスチャー	
ミスト	シート（40枚入り）
肌をしっとり保ちながら、汗や皮脂、汚れ
を落とします。

製品コード：86036704
価格：¥330（税抜¥300）

コットン	パッド（100枚入り）
コットン100％。大判。

製品コード：03121455
価格：¥275（税抜¥250）

ニュースキン	へのご案内
ニュースキン ビジネスの概要を説明する
冊子や、ブランド メンバー登録をする際に
必要な書類一式が入っています。

製品コード：03136204
価格：¥330（税抜¥300）

ニュースキン	カタログ（1部）
ニュースキンの会社情報と製品を一冊
にまとめた、「ニュースキン」を伝えるカタ
ログです。

製品コード：03135652
価格：¥165（税抜¥150）

ニュースキン	カタログ	セット
（カタログ5部・製品リスト1部）
製品コード：03135653
価格：¥770（税抜¥700）

購入契約書（領収書）（20枚組）
ニュースキン ビジネス必携の一冊。金銭
の受け渡しが行われるとき、必ず発行してく
ださい。

製品コード：03135166
価格：¥110（税抜¥100）

モイスチャー	ティッシュ	
ペーパー（240枚	120組）
200×225ｍｍ。

製品コード：03121456
価格：¥198（税抜¥180）

ローション	マスク（10個入り）
パックするときに。バージンパルプ100％。

製品コード：03121457
価格：¥385（税抜¥350）

ポイント	マスク（32枚入り）
部分用パックに。バージンパルプ100％。

製品コード：03121458
価格：¥440（税抜¥400）

ニュー	スキン®	
アイラッシュ	カーラー
まつ毛をカールするときに。スペア ゴム付き。

製品コード：03131475
価格：¥660（税抜¥600）
ニュー	スキン®	アイラッシュ
カーラー（替えゴム	2個入り）
製品コード：03131512
価格：¥110（税抜¥100）

フェイス	リフト	ディッシュ
プラスティック製。フェイス リフト パックを
使用するときに。

製品コード：03121486
価格：¥55（税抜¥50）

保管および
取り扱い上の注意
長期間の保存により品質や強度
が劣化する可能性がありますの
で、古いものは廃棄してください。

配送専用

配送専用

genLOC	Me®		ACアダプター
genLOC Meの専用ACアダプター（充電
器ではありません）。

製品コード：03000136
価格：¥880（税抜¥800）

genLOC	Me®	トラベル	ケース
genLOC Meの美容液と乳液を最大７日
分入れることができる旅行用ケース。

製品コード：03001644
価格：¥825（税抜¥750） 配送専用

NU SKIN & 
PHARMANEX GOODS
ニュースキン＆ファーマネックス小物

BUSINESS SUPPORT 
MATERIALS
ビジネス サポート マテリアル

トラベル	キット
必要な分だけニュースキン製品を詰め替え
て使える容器（液体用ディスペンサー付き
1個、液体用3個、クリーム用2個）とポーチ
のセット。容器の中身が一目でわかる便利
なシール付き。

製品コード：03121143
価格：¥880（税抜¥800）

ニュー	カラー®
ルース	パウダー	パフ
ニュー カラー ルース パウダー用のパフ。
ソフトケース付き。

製品コード：03136321
価格：¥550（税抜¥500）

N
U

 SKIN
 & PH

A
RM

A
N

EX
 G

O
O

D
S  / BU

SIN
ESS SU

PPO
RT M

ATERIA
LS

ニ
ュ
ー
ス
キ
ン
＆
フ
ァ
ー
マ
ネ
ッ
ク
ス
小
物  

／ 

ビ
ジ
ネ
ス 

サ
ポ
ー
ト 

マ
テ
リ
ア
ル



ブランド メンバーとは、ニュースキン社と契約を交わし、
製品を紹介しながら、その流通を広げていく個人事業主のことです。

ショッピング メンバーとは、
製品だけを購入することのできる会員のことです。登録料 ￥0

卸売価格で
製品購入
できる

ADPで
製品割引等
の特典あり

ニュースキン
独自の
返品制度
（30日）

ニュースキン
ビジネスに
参加できる

ボーナスを
取得できる

ADPで
製品割引等
の特典あり

卸売価格で
製品購入
できる特典

ブランド
メンバーの

特典

ショッピング
メンバーの

ニュースキン
独自の
返品制度
（12ヵ月）

紹介者のブランド メンバーから、
「ニュースキンへのご案内」（概要書面）
を無料で受け取り、内容の説明を受け
ましょう。また、ショッピング メンバー
会則「8」を、ご確認ください。

登録完了に必要なこと登録はこちらから

ビジネスを始めた方をサポートします。

ブランド メンバー専用　
オフィス

※ブランド メンバー登録の注意：連続した13ヵ月以上、ニュースキンのビジネス活動を行っていない場合、ブランド メンバー契約は事前に通知すること
なく自動的に終了します。詳しくは、「ニュースキンへのご案内」（概要書面）をご覧ください。

メンバー専用窓口へ 

※ショッピング メンバー登録の注意：連続した13ヵ月間で製品の注文・返品がなかった場合、
　事前に通知することなくショッピング メンバー登録を自動的に取り消します。

＊固定電話専用の番号となります。

ニュースキンジャパンのサイトから、オンラインで
トップページ →
「新規会員登録／ログイン」→
「新規会員登録はこちら」
※受付時間：24時間

www.nuskin.com  

TEL：050-3786-0300
月～金 9：00～21：00   土 9：00～17：00（日・祝 休）

に 登録

まずは

ショッピング メンバー
製品を
購入したい

新たに会員登録をご希望の方は、全員

に 登録変更
ブランド メンバー

ビジネスを
始めたい

ビジネスへの参加をご希望の方は

￥ （税込）4,500登録料

ビジネスへの参加をご希望の方は、
ブランド メンバー登録が必要です。

□「ニュースキンへのご案内（概要書面）」をよく読む

□ ブランド メンバー申請を行う

登
録
プ
ロ
セ
ス

〈オンライン申請〉公式Webサイトで申請～登録料の支払い　〈書類申請〉必要書類の郵送、登録料の支払い

□ 契約成立の通知を受け取る
申請がインターナショナル社で承認されると、契約成立が通知され、申請者はビジネス活動を開始できます。
別途「契約情報案内 パケット」が送付されます。必ず受領し、内容をご確認ください。

登録プロセスの
詳細はこちら

ブランド メンバーの日々の活動を支
える情報やサービス機能を提供する
専用ページ。

Eメール サービス　
Nu Express

ビジネス、製品、イベントなどの最新
情報をお届けする便利なメールマ
ガジン。

モバイル アプリ　
My Nu Skin

ブランド メンバー専用「オフィス」の
情報をモバイル アプリで提供。外出
先でもビジネス活動を管理できま
す。iOS、Androidに対応。www.nuskin.com

よりログイン App Store、Google Playからダウン
ロードしてください。

0120-377-499＊

製品を購入したい方にも、
ビジネスを始めたい方にも、
フレンドリーな登録方法をご用意。
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銀行振込
  みずほ銀行 新宿中央支店
  当座預金 0136150
  ニュースキンジャパン株式会社

  三井住友銀行 新宿西口支店
  当座預金 0261963
  ニュースキンジャパン株式会社

  三菱 UFJ銀行 新宿西支店
  当座預金 1032552
  ニュースキンジャパン株式会社

  ゆうちょ銀行
  口座番号 00190-4-880479
  ニュースキンジャパン株式会社

ご注文

発送

お支払い

製品の注文方法
ニュースキンの会員は、下記の方法で、製品（ブランド メンバーはビジネス サポート マテリアル・サービス含む）を注文
することができます。※ご注文には会員登録が必要です。詳しくはP142もしくは、このカタログを持参したブランド メンバーにお問い合わせください。

返品（交換・返金）、解約（退会）について
ニュースキンでは、皆様に製品を納得して使っていただくために、独自の返品制度を設けています。ブランド メンバーは
ブランド メンバー規約に基づいて、ショッピング メンバーはショッピング メンバー会則に基づいて、それぞれ返品や
交換の対応をいたします。返品や交換の条件・方法はケースにより異なりますので、以下をご参照ください。なお、解約（退会）
はいつでも可能です。いずれの場合も、事前にニュースキンジャパンのメンバー専用窓口までご連絡ください。
※製品はメンバー専用窓口での返品受付日から1週間以内にお送りください。

お届け 指定のご住所までお届けいたします　　　　　

 クレジットカード
 および提携カード

・ニュースキン メンバーズカード
・ニュースキン カード
・クレジットカード
 （VISA・Mastercard®・JCB）
※ 本人名義のクレジットカードのみ
　利用可能です。

現金

ご注文フローチャート

Webサイト

モバイル
アプリ

電 話
メンバー専用窓口

FA X
メンバー専用窓口

郵  便

www.nuskin.com

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1
東京虎ノ門グローバルスクエア14階
ニュースキンジャパン株式会社  
注文受付係

ニュースキンジャパン
公式アプリ
App Store、Google Play からダウンロード
してください。

　  0120-377-499＊

TEL：050-3786-0300
月〜金 9：00 〜21：00  土 9：00 〜17：00 （日・祝 休）

050-3786-1150
24時間受付

※会員番号で確認を行っていますので、必ず会員番号とお名前を入力してください。
振込依頼人名：JAを除く7桁もしくは8桁の会員番号＋氏名
例：「JA12345678　ニュースキン太郎」の場合、「12345678ﾆｭｰｽｷﾝ ﾀﾛｳ」と入力
※入金不足がある場合には、製品のお届けができなくなります。※注文後20日間入金が
確認できない場合には、その注文は自動的にキャンセルされます。※入金確認がされて
いない注文があった場合、振込金額は注文日が早い順かつ金額が低い順に充当されま
す。※ゆうちょ銀行からのお振り込みは、入金確認までに時間がかかる場合があります。
お急ぎの場合は、ゆうちょ銀行以外の銀行振り込みをご利用ください。

 ご注意 ： FAX、郵送での注文の場合、必ずお名前、会員番号、パスワード、製品名、製品コード、個数、お届け先住所、
電話番号、支払方法を明記してください。不備（記入もれ・金額相違等）があると、受付処理が遅くなる場合があります。

※製品が品切れの場合は、入荷後の発送となるため、お届けが遅れることがあります。お届けま
での日数は、製品の状況により異なります。注文のキャンセルを希望する場合は、別途キャンセ
ル手続きが必要です。

ブランド メンバー

ブランド メンバー・
ショッピング メンバーの方 一般消費者の方

返品または交換
返　　品 交　　換

対　　象 未使用・未開封の製品
（製品の注文日から12ヵ月以内）

破損品・不良品・注文と違う製品
（製品の注文日から30日以内）

お客様から返品された製品
（製品の返品から30日以内）

返金・交換
製品の注文日から30日以内：
全額
製品の注文日から31日以上12ヵ月以内：
購入金額の90％

正規の製品と交換 新しい同一製品と交換

返送料負担 ブランド メンバー ニュースキン ブランド メンバー

解約（ブランド メンバー契約の解除）に伴う返品
返　　品

解約時期 クーリング・オフ＊期間内
（20日以内） ブランド メンバー登録から1年未満 ブランド メンバー

登録から1年以上

対　　象 支払いをしたすべてのもの ブランド メンバー
スタートアップ フィー

未使用・未開封の製品
（製品の注文日から12ヵ月以内）

未使用・未開封の製品
（製品の注文日から12ヵ月以内）

返　　金 全額 全額

製品の注文日から30日以内：
全額
製品の注文日から31日以上12ヵ月以内：
購入金額の90％

製品の注文日から30日以内：
全額
製品の注文日から31日以上12ヵ月以内：
購入金額の90％

返送料負担 ニュースキン ─ ブランド メンバー ブランド メンバー

＊クーリング・オフ：契約情報案内 パケットを受領した日か、ビジネス ポートフォリオあるいは製品、ビジネス サポート マテリアル・サービスを購入・受領した最初の日のどちらか遅い方を起
算日として、20日以内にブランド メンバー権の解除（解約）の旨を、本人が書面でニュースキンへ通知することで、ブランド メンバー契約を解除（解約）し、製品を返品することができます。

ショッピング メンバー
返品または交換

返　　品 交　　換
対　　象 未使用・未開封の製品（製品の注文日から30日以内） 破損品・不良品・注文と違う製品（製品の注文日から30日以内）

返金・交換 全額 正規の製品と交換

返送料負担 ショッピング メンバー ニュースキン

Eメール ： nsj-consumer@nuskin.com

　  0120-400-512
月〜金 9：00 〜17：30（土・日・祝 休）

 　　製品の注文小計＊

¥11,000（税込）以上で配送料無料
 　　製品の注文小計＊

¥10,999（税込）以下で配送料 ¥750（税込）

入金確認がされると、
翌営業日以降に配送手続きが行われます

＊割引前（クーポンなどを使用する前）の卸売価格の合計

HOW TO ORDER

エクスペリエンス 
センター

＊月の最終日が水曜日の場合は営業します。

※東京、大阪エクスペリエンス センターでは、一部
製品を除き持ち帰り注文はできません。店頭で卸
売価格5,500円（税込）以上のご注文で配送料が無
料になります。

東京
東京都渋谷区神宮前5-7-14
月・火・木・金 11：00 〜21：00
土・日   11：00 〜17：00（水＊・祝 休）

大阪
大阪府大阪市北区梅田2-6-20
パシフィックマークス西梅田 1 階
月・火・木・金・土 11：00 〜21：00 
日 11：00 〜17：00（水＊・祝 休）

横浜
神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4
横浜イーストスクエア 1 階
月・火・木・金・土 12:00 〜20:00(水＊・日・祝 休 )

名古屋
愛知県名古屋市中区錦2-18-19
三井住友銀行名古屋ビル 1 階

福岡
福岡県福岡市中央区今泉1-20-2
天神 MENTビル 3 階
月・火・木・金・土 11：00 〜19：00 （水＊・日・祝 休）

担当ブランド メンバー、またはニュースキン 
ジャパン株式会社までお問い合わせください。

プラチナライン
（70歳以上のメンバー専用）

オンライン返品・交換申請はこちら▶▶

（破損品・不良品・注文と違う製品の場合）

　  0120-887-866
月〜金 9：00 〜17：30 （土・日・祝 休）

ニュースキン消費者相談室　  0120-377-499＊

TEL：050-3786-0300
月〜金 9：00 〜17：30（土・日・祝 休）

メンバー専用窓口

70歳以上のメンバー専用プラチナライン

　  0120-887-866
月〜金 9：00 〜17：30 （土・日・祝 休）

＊固定電話専用の番号
　となります。

＊固定電話専用の番号となります。
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オートマティック デリバリー プログラム

オートマティック デリバリー プログラム（ 以 下、

ADP）とは、製品の定期購入を申し込むことにより、

製 品 割 引 等 のサービスが 受けられるプログラム

です。

Automatic Delivery Program

ADP にワンタイムをプラスしたいときは
ADP に登録していない製品でも、一時的に ADP に追加
することができます。ADP割引対象の製品なら、「割引価格」
の特典も受けられます。利用する際は、公式 Webサイトで
追加するか、メンバー専用窓口へご連絡いただき、事前
予約をしてください。

※ ADP の発送製品がニュースキンジャパンへ返送された場合は、一時的
に追加した製品（ワンタイム）も返品扱いとなります。

ADP の申し込み内容の変更など
ADP は、いつでも申し込み内容の追加・変更をすることが可能です。公式 Webサイトの「ADP管理」で変更するか、メンバー専用窓口へご連絡
ください。なお、ADP登録をしている製品の変更を電話で行う場合、1ADP に対して「ADP対応手数料550円（税込）」がかかります。

※ ADP登録内容の変更・取り消しは、オンラインまたは電話で手続きが可能です。なお、指定日当日の変更・取り消しはできません。
    オンライン ： 公式 Webサイトにて、指定日前日の23：59 までに手続きを完了させてください。
    電話 ： 指定日前日までにご連絡ください。

申し込み方法

  Webサイト www.nuskin.com
  メンバー専用窓口 　　　0120-377-499＊       050-3786-0300　

  プラチナライン
　　　0120-887-866　

TEL：

月〜金 9：00 〜21：00  土 9：00 〜17：00（日・祝 休）  ＊固定電話専用の番号となります。

月〜金 9：00 〜17：30  （土・日・祝 休）

製品を選びます

登録製品以外も
ADPにワンタイムとして
プラス

毎月指定日に
自動注文されます

ADPを
申し込みます

ご指定の配送先へ
お届けいたします

ONE TIME

ADPを申し込むには　　

ageLOC、ニュースキン、ファーマネックス全製品＊1 から

合計＊2￥5,500（税込）以上の製品を自由に選択

● ADP割引対象外製品
パッケージ製品、ビジネス サポート マテリアル、ビタミール
※割引対象外ですが、ADP の申し込みは可能です。
※一時的に ADP に追加する製品（ワンタイム）の金額は、ADP

の申し込みに必要な「5,500円（税込）」に計上されませんの
でご注意ください。＊1  一部の製品は除く。 ＊2  割引前の卸売価格の合計となります。

 合計￥5,500（税込）以上からお申し込みいただけます。

※ ADP の継続期間：連続する月で、6ヵ月目まで5％割引、7ヵ月目以降10％割引。7ヵ月目以降で、連続した月での継続が途切れると割引の特典が5％に戻ります。※入金確認が
取れなかった場合、その ADP注文は翌月4日に自動キャンセルとなり、継続月が1ヵ月目に戻ります。※注文した製品の受け取りがなく配送業者より返送された場合は返品扱いと
なり、継続期間は1ヵ月目に戻ります。※２ヵ月連続で製品を受領しない場合、ADP登録が自動的にキャンセルとなり、継続が途切れます。

ADP の流れ

製品を選びます ADPを申し込みます 毎月指定日に
自動注文されます

ご指定の配送先へ
お届けいたします

※ ADP は毎月指定日に自動注文され、当社にて入金確認後、約2 〜5日後にお届けいたします（連休の場合を除く）。ただし、製品が品切れの場合は、入荷後の発送となるため、お
届けが遅れることがあります。お届けまでの日数は、製品の状況により異なります。注文のキャンセルを希望する場合は、別途キャンセル手続きが必要です。※ ADP の登録製品が
リニューアルされた場合、自動的にリニューアル製品に切り替わりますので、ご注意ください。※当月中にニュースキンジャパンで入金確認ができないと、ADP のご注文をお届け
できなくなりますので、ご注意ください。※お振り込みでのお支払いは ADP の指定日までにお願いいたします。

ADP のメリット

 ADPと通常購入の比較 ＜例えば Q10 スキン ローションとライフパック タブレット2箱   合計￥14,131 の場合＞ 

最初の6ヵ月（1ヵ月目～6ヵ月目）で 次の6ヵ月（7ヵ月目～12ヵ月目）で

A
D
P

6-￥709× ヵ月

¥4,254お得！

=

お得！¥8,484
6× ヵ月-￥1,414

%5
DISCOUNT

%10
DISCOUNT

=

6ヵ月までは5％、
7ヵ月以降は10％
割引します

1~6ヵ月

7ヵ月~

途中で製品の入れ替えもOK!

登録製品以外も一時的に追加可能
ADPにワンタイムとしてプラスできます

5%OFF
10%
OFF

5%、10％の
製品割引＊

＊割引後の価格は、各製品情報をご覧ください。

%5 %10
DISCOUNT

ONE TIME

146 147

　　       5% ： ¥6,019（税込） 

　　     10%： ¥5,702（税込）

このマークがお得の印です。

70 歳以上のメンバー専用
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あなたにこのカタログをお届けしたブランド メンバーは

製品のご購入は、上記のブランド メンバーにご相談ください。

本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。

ニュースキンジャパン株式会社　 w w w. n u s k in .com
東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階　TEL：03-6626-1234（代）

©2014 Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Japan Co., Ltd. NSE Products, Inc., 03135652 / 03135653 / 90024631 Printed in Japan

www.nuskin.com

■メンバー専用窓口

■ニュースキン消費者相談室

■プラチナライン（70歳以上のメンバー専用）

製品注文・ADP：月～金 9:00～21:00、土 9:00～17:00（日・祝 休）
その他：月～金 9:00～17:30（土・日・祝 休）

0120-377-499＊ TEL:050-3786-0300

0120-400-512

ニュースキンジャパン公式Webサイト

お問い合わせ先

www.instagram.com/ nuskin_japan

［ ニュースキンジャパン公式アカウント ］

www.facebook.com/ NuSkin.JPN
@NuSkin.JPN @nuskin_ japan

月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休）

＊固定電話専用の
　番号となります。

0120-887-866

一般消費者の方

会員（ブランド メンバー・ショッピング メンバー）の方

チャットサポート www.nuskin.com「チャットサポート」ページ
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
受付時間：月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休） ※日本語のみ対応しています。

月～金 9：00～17：30（土・日・祝 休）　Ｅメール：nsj-consumer@nuskin.com 

メールでのお問い合わせはこちら▶

使う度に、美が高まる。
ageLOC  ブースト。

詳しくは、本カタログP32～35をご覧ください。

Eメールにてお得なキャンペーンや新製品の情報を配信中！
ログイン後、プロフィール内の「連絡先の設定」より「Eメールでの配信を希望する」をチェック。

本誌の情報は2021年3月現在のものです。最新情報は、公式Webサイトでご確認ください。
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