
新規会員登録をディストリビューターとしてされる方が、ご登録時のみお申込み可能なパック製品です。通常のＳＮ価格
（会員価格）よりお得な設定となっています。

。

●サクセスパックはマイレージポイント対象外です。
●記載の価格はすべて消費税8％込みです。
●＊印の製品には、ＳＮ価格と定期便価格の設定があります。
●＊＊印の製品は初回のみのお届けで、2回目以降には含まれません。

※個々の製品価格については、オンラインショップまたはセールスエイドとして
ご用意している「製品価格表」等でご確認ください。
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新製品発売に伴い、2018年9月1日および10月1日より、サクセスパックの内容を

以下の通り変更しますのでお知らせいたします。

「サクセスパック」変更のお知らせ

ビューティパック
製品コード 3904

価格（円）
SN 初回 2回目

52,930 42,350 51,480
BV 48,790 39,020 47,830

特長 体の内外から美をサポート
化粧品と栄養補給食品の組合せ

セット内容

●リフェンセル クレンジングクリーム
●リフェンセル リキッドクレンジング
●リフェンセル エンリッチ ローション
●リフェンセル エンリッチ ミルク
●リフェンセル モイスト フィット クリーム
●リフェンセル UVカット ベース ラスティング BB
●リフェンセルブック**
●シャクリー プレミアム マスク 3D
●シャクリー コラーゲン パウダー
●ザ・ビューティ ドリンク*

「ビューティパック」を次の通り変更

9月1日より

製品名 製品
コード 容量 参考小売

価格（円） SN（円） BV 特長 主原料

シャクリー 
リフェンセル 
エンリッチ ミルク

2271 100mL 6,860 4,900 4,800
保湿のヴェールでやわらかく、なめらかな
肌へ導く乳液。三相乳化技術採用で、しっ
とりうるおった肌が持続します。

天然ビタミンＥ、ビタミンＣ誘導体、ビタ
ミンＡ誘導体、パンテノール、SOD、βグ
ルカン、ブドウ種子エキス、ペンタバイ
ティン、エクトイン

シャクリー 
リフェンセル
モイスト フィット
クリーム

2272 30g 10,920 7,800 7,640
肌にしっとり密着し、ローションとミルク
で与えたうるおいを閉じ込め、いきいき
とした肌に導くクリーム。

天然ビタミンＥ、ビタミンＣ誘導体、ビタ
ミンＡ誘導体、パンテノール、SOD、βグ
ルカン、ブドウ種子エキス、ペンタバイ
ティン、エクトイン、α-グルカンオリゴ
サッカリド

新製品「シャクリー リフェンセル ミルク」「シャクリー  リフェンセル クリーム」

9月1日より

製品名 製品
コード 容量 参考小売

価格（円） SN（円） BV 特長 主原料

ゲット クリーン
ランドリー
リキッド

1959 800mL 1,880 1,330 1,130
「酵素ミックス」配合で少ない量でも頑
固な汚れをしっかり落とす液体の衣類用
コンパクト洗剤。

界面活性剤（ポリオキシアルキレンアル
キルエーテル、ポリオキシアルキレンアル
キルアミン）、酵素

新製品「ゲット クリーン フレッシュ ランドリー」

10月1日より
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オールパック
製品コード 3903

価格（円）
SN 初回 2回目

96,160 76,950 87,770
BV 82,990 66,390 80,170

特長 3つのカテゴリーで、
健やかな毎日をトータルサポート

セット内容

［栄養補給食品］
●インスタントプロテイン 1kg レギュラー
●インスタントプロテイン計量スプーン**
●インスタントプロテイン アソートメントパック
●ヴァイタライザー*
●ヴィヴィエクス カプセル*
●Q10-エイジ
●ニュートリフェロン グラニュール
●マインドワークス*
●シャクリー ファイバー
●シャクリーブルーベリー
●健康テキスト**

［パーソナルケア製品］ 
〈リフェンセルシリーズ〉
●リフェンセル クレンジング フォーム
●リフェンセル エンリッチ ローション
●リフェンセル エンリッチ ミルク
●リフェンセル ブック**

〈アロマシューレ〉
●アロマシューレ シャンプー N/D（リフィル）
●アロマシューレ シャンプー N/D用 ディスペンサー**
●アロマシューレ コンディショナー（リフィル）
●アロマシューレ コンディショナー用 ディスペンサー**

〈レインシルクシリーズ〉
●レインシルク ボディウォッシュ（リフィル）
●レインシルク ボディウォッシュ用 ディスペンサー**
●レインシルク 薬用ハンドウォッシュ（リフィル）
●レインシルク 薬用ハンドウォッシュ用 ポンプ**
●薬用ニューコンセプト SH

［ホームケア製品］ 
〈ゲット クリーン〉
●ゲット クリーン フレッシュ ランドリー
●ゲット クリーン フレッシュ ランドリー

専用計量スプーン**
●ゲット クリーン ネイチャー ブライト
●ゲット クリーン ネイチャー ブライト 

専用計量スプーン**
●ゲット クリーン ベイシック エイチ ツー
●ゲット クリーン クリーナー ハウ ツー ブック**
●ゲット クリーン スプレー ガン**
●ゲット クリーン スクイズ ボトル**

「オールパック」を次の通り変更

9月1日より
オールパック

製品コード 3903

価格（円）
SN 初回 2回目

96,890 77,530 88,150
BV 83,190 66,550 80,370

特長 3つのカテゴリーで、
健やかな毎日をトータルサポート

セット内容

［栄養補給食品］
●インスタントプロテイン 1kg レギュラー
●インスタントプロテイン計量スプーン**
●インスタントプロテイン アソートメントパック
●ヴァイタライザー*
●ヴィヴィエクス カプセル*
●Q10-エイジ
●ニュートリフェロン グラニュール
●マインドワークス*
●シャクリー ファイバー
●シャクリーブルーベリー
●健康テキスト**

［パーソナルケア製品］ 
〈リフェンセルシリーズ〉
●リフェンセル クレンジング フォーム
●リフェンセル エンリッチ ローション
●リフェンセル エンリッチ ミルク
●リフェンセル ブック**

〈アロマシューレ〉
●アロマシューレ シャンプー N/D（リフィル）
●アロマシューレ シャンプー N/D用 ディスペンサー**
●アロマシューレ コンディショナー（リフィル）
●アロマシューレ コンディショナー用 ディスペンサー**

〈レインシルクシリーズ〉
●レインシルク ボディウォッシュ（リフィル）
●レインシルク ボディウォッシュ用 ディスペンサー**
●レインシルク 薬用ハンドウォッシュ（リフィル）
●レインシルク 薬用ハンドウォッシュ用 ポンプ**
●薬用ニューコンセプト SH

［ホームケア製品］ 
〈ゲット クリーン〉
●ゲット クリーン ランドリー リキッド
●ゲット クリーン ランドリー リキッド 

専用計量キャップ付ボトル
●ゲット クリーン ネイチャー ブライト
●ゲット クリーン ネイチャー ブライト 

専用計量スプーン**
●ゲット クリーン ベイシック エイチ ツー
●ゲット クリーン ハウ ツー ブック**
●ゲット クリーン スプレー ガン**
●ゲット クリーン スクイズ ボトル**

10月1日より
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