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ニュースキン チャージアップ
について詳細はこちら ▶▶

＊1 2021年3月～7月にチャージアップを購入したニュースキン ショッピング メンバーで今後3ヵ月以内にニュースキン製品を購入する可能性について「非常に可能性がある」「やや可能性がある」と回答した方の割合（n=223）。
＊2 2021年3月～6月の売上データに基づく（ニュースキン調べ）。

97%＊1が「ニュースキン製品を
これからも使い続けたい」
チャージアップをご購入いただいた方の実

に97%が、今後もニュースキン製品を楽

しみたいと思っています。特典でお得

に続けるもよし、新しい製品に出会う

もよし、あなたもチャージアップで

ニュースキンを長く、深く楽しみま

しょう。

通常サイズのCTH製品を欲しくなる
人気の特典「肌づくりトライアル セット」。1週間たっぷ

り使えるだけでなく、箱の内側にあるCTH理論の

説明や使い方のお役立ち情報により、もっと

使ってみたくなるのも魅力のポイント。実

際、ニュースキンの新規会員でチャー

ジアップを購入し、この特典を選んだ

方の約8.5人に1人が、早くも翌月に

は通常サイズのいずれかのCTH製

品を購入されています。

意外なトップ20＊2⁉ 
新たなお気に入りに出会うチャンス
クーポンを使用して購入された製品の人気トップ20＊2の中には、

歯磨き粉や歯ブラシといったオーラル ケアや、エコスフィア シ

リーズの洗剤など、化粧品やサプリメントに留まらないバラエ

ティに富んだ製品がランクイン。チャージアップが目指すニュー

スキン ライフをお楽しみいただいています。

おしゃれだけじゃない!? 
専用ボックスのこだわり
Hello! セットの専用ボックス裏面には、各製品の分かりやすい

紹介と共に、メッセージを書き込めるエリアがあります。そのま

まギフトとして手渡すのはもちろん、遠方に住む大切な方へ

メッセージを添えて、表面に直接宅配伝票を貼って送ることも

可能です。

もっと
知りたい！
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お客様
満足度

97%＊1

そのまま貼れる！

ひと言

添えて！

表

裏

約8.5人に1人＊2

【特典】ミニCTHセット

H1/H4

NU SKIN

Basic

Premium

ニュースキン 
チャージアップ

ニュー フェイスが登場

ニュースキンがもっと身近に、そして長く、深く楽しむ「Hello! セット」2022年1月11日（火）発売



プレミアム ラインとベーシック ラインはライフスタイルや季節、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セット。

選べる特典が、すべての皆さまを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」または「健康づくり」におすすめ

の製品が一緒に届き、クーポンを選ぶと、気になる製品に自由に使える割引クーポンが進呈されます。

ニュースキンがもっと身近に、
そして長く、深く楽しむためのセット。
He l lo !  ニュースキンから皆さまへ。

新しい仲間づくりを広げ、ニュースキン製品の

末永い愛用をサポートするHello!  FROM NU SKIN。 

より多くの方にもっと身近なところから製品を

楽しんでもらえるよう、初めての方に特に

おすすめの「Hel lo !  セット」が新登場です。

■日常使いできる人気のニュースキン製品を試してみたい方 

■難しい説明が要らず価格もお手頃なセットで、新しい仲間を
　増やしていきたい方 

■ニュースキン製品に興味のある方へ
　気軽におすすめできるセットをお探しの方

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

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健康づくり

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

プレミアム ライン
選べるトライアル セット
またはクーポン

共通特典

CTH＊で
構成する
3セット展開 or

&

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

ベーシック ライン

セット

クーポン

共通特典

￥500クーポン
共通特典

￥500クーポン
限 定 特 典

or or or

Hello! セット
製品コード：03137075
参考小売価格：¥ 8,141 （税抜¥7,401）
卸売価格：¥5,694 PSV 36.45（税抜¥5,176 ）

¥283お得
単品総価格より

5%：¥5,411 PSV 34.60（税抜¥4,918）
¥568お得10%：¥5,126 PSV 32.85（税抜¥4,660）

「あなたにとって良いものだけを…」の思いを込めて、ニュースキン人気の
3製品をお届けします。年代性別を問わず、毎日手軽にお使いいただけます。

＊CTHとは「Cleanse（洗う）」 「Tone（整える）」 「Hydrate（補う）」の頭文字からきています。 ※クーポン画像はイメージです。

oror

or or

発 売
1 11（火）

2022年

スプレータイプの化粧水
ニュースキン® モイスチャー ミスト

乾いた手肌をなめらかにするローション
ニュースキン® ハンド ローション

さっぱりとみずみずしいジェル
ニュースキン® エンハンサー　

【限定特典】 プレミアム ラインおよび
　　　　　 ベーシック ライン対象￥500（税込）クーポン
Hello! セットの次は、39種類あるプレミアム ラインとベーシック ラインの中からお好きなセットを
お得に購入。特典のクーポンには有効期限がないので、いつでも気になったときに使えます。紙で
はなくデジタルクーポンとして自動付与されます。
※クーポンの付与は、 Hello! セットの購入個数や回数に関わらず、1 IDにつき1回限りとなります。
※クーポンの有効期限はありません。 ※詳しくは、公式Webサイトでご確認ください。

・ニュースキン® モイスチャー ミスト　
・ニュースキン® ハンド ローション　
・ニュースキン® エンハンサー

専用ボックスに入れてお届け。
ボックスのこだわりは裏表紙へ！

新しい仲間づくりがより広がるセットは、こんな方におすすめ

NU SKIN ニュースキン 
チャージアップ
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¥500COUPON
NU SKIN JAPAN

チャージアップ専用



NO.1
全チャージアップ
の中で売上No.1

PremiumNu 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®＊  ・ageLOC® 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®＊  ・ageLOC® 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

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
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 ライン イチオシかつ人気のスキン ケア ＆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

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のセット
「肌づくりトライアル セット」

ブースト 美容液セット

美顔器でプレミアムな肌づくりケア

プレミアムなマルチビタミン＆ミネラル ＋ 目的別サプリに よる健康づくり

P3-4

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



・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。

BasicNu 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 ライン 基本のフェイス ケア＆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 ビューティー 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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