
【製品価格表】
■製品価格（税込）

ジュネス･
プリファード価格
（税込）

内容量CV製品名 希望小売価格
（税込）

メンバー価格
（税込）製品コンセプト

ジュネスルミネス
セルラーセラム

セルラーセラムはお肌の目覚めにアプローチするジュネス
ルミネスを代表する美容液。
高濃度に配合された美容成分 APT-200™* が潤いと艶を与え、
あなたのお肌を健やかな世界へと導いてくれます。

1ボトル
（15mL）60 17,110円 21,000円13,220円

モイスチャライザー
1ボトル
（30mL）36 10,300円 12,670円7,920円ジュネスルミネス

毎日の環境ストレスからあなたのお肌を解放させてくれま
す。
軽いテクスチャのモイスチャライザーは厳しい紫外線か
ら、あなたのお肌をしっかり守り、潤いを与え、ハリ・ツ
ヤのある肌へと導いてくれます。

アドバンス  ナイトリペア
1ボトル
（30mL）50 14,040円 17,280円10,800円ジュネスルミネス

贅沢に配合された美容成分や植物由来成分が休息している
間に、しっかりとお肌に馴染み、翌日にむけてのお肌のコ
ンディションを整えてくれます。
豊かな潤い成分でお肌のライフタイムを整えてくれるナイ
トクリームです。

ユースリストアクレンザー
1チューブ
（90mL）20 6,550円 8,060円5,040円ジュネスルミネス

あなたを「美しさ」へと最大限に導くジュネスルミネスス
キンケアの大切なファーストステップです。
毎日の生活で潤い肌を保つために「美しさの習慣」をはじ
めましょう。

エッセンシャルボディクリーム
1チューブ
（150mL）28 8,050円 9,910円6,190円ジュネスルミネス

贅沢なボディクリームがお肌のコンディションを整え、ス
ペシャルブレンドが滑らかな「肌触り」をつくりだし、脚
から全身へとリッチなトリートメント感を体験させてくれ
ます。

ブライトニングジェル
1ボトル
（30mL）65 17,700円 21,780円13,610円ジュネスルミネス ブライトニングジェルは肌本来がもっている美しさを引き

出し、潤いに満ちたお肌へとアプローチします。

ハイドロシールドマスク
ジュネスルミネス 42 8,880円 11,580円 14,280円1箱

（25g×5枚）

ココナッツ由来のバイオセルロースでできているため、お
肌への密着度が高く、保湿成分とAPT-200™をお肌のすみず
みまで効率よく届け、シアバター（保湿）とチガヤ根エキ
ス（スキンコンディショニング）をはじめとする数種の植
物エキスが、素肌にうるおい、ハリ、ツヤをあたえます。

RESERVE®（リザーブ） 900mL
（30mL×　 
　　  30袋）

60 21,000円13,220円 17,110円

フルーティーな香りのRESERVE®は、健康に満ち溢れた生活を
サポートするのに必要な栄養素を、手軽においしく補うこと
を可能にしました。
合成の甘味料、着色料、香料は使用せず、自然の風味にこ
だわったスウィートベリーがRESERVE®のオリジナルテイスト
です。

M1ND™（マインド） 900mL
（30mL×　 
　　  30袋）

60 21,000円13,220円 17,110円
M1ND™ - シルクプロテイン加水分解物を特徴とするM1ND™
は、私たちの「考える」「集中する」に必要な栄養素を補う、
冴えた毎日をサポートする清涼飲料水です。

ZEN FUZE™ Vanilla Bliss
 （ゼン フューズ バニラ）

1袋
（1,164g）30 15,840円11,280円 13,560円

ZEN FUZE™ 
Chocolate Dream
 （ゼン フューズ チョコレート）

1袋
（1,218g） 15,840円11,280円 13,560円30

ZEN FUZE™プロテインシェイクは2種類のプロテイン、カゼ
インとホエイをブレンドしたプロテインパウダーです。
この高品質を誇るプロテインマトリックスはウエイト・マネ
ジメントの目標達成に向けてしっかりとサポートしてくれ
ます。
1食分で約20gのプロテイン、食物繊維、そして5種類の乳
酸菌、ビフィズス菌をパワフルに配合した ZEN FUZE™は
ZEN プロジェクト8の基盤をなす製品です。

ZEN FIT™ Fruit Punch
 （ゼン フィット フルーツパンチ）

225g
（7.5g×　　
　　  30本）

20 9,120円5,670円 7,430円ZEN FIT™は豊富なアミノ酸を私たちに供給してくれる ZEN 
BODI® の重要な存在です。

ZEN CONTROL®
 （ゼン コントロール）

27g
（225mg×　
　　120粒）

24 8,730円5,460円 7,100円
フォーブス誌で世界的にフォーカスされ取り上げられた原
材料” アフリカマンゴノキ種子エキス” を配合しています。
サイエンスを駆使して開発された、ZEN CONTROL® はあな
たの健康をしっかりとサポートする ZEN BODI® の重要な存
在です。

*ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス



■パッケージ価格（税込）

・初回登録パッケージは、1回限りご注文いただけます。
・アップグレードパッケージは、初回登録パッケージ「ベーシック（各種）」および「スプリーム」のいずれかを購入した方のみ、1回限りご注文いただけます。
・初回登録パッケージは、製品を単品でご購入頂くよりもお得になっています。また、1イヤー  ベストセラー、アンバサダー、RESERVE® & M1ND™ ジャンボ、ジャンボ、スプリーム、アップグレードパッ
    ケージをご購入頂くと、タイトルレベルが付与され、該当期間中は付与されたタイトルに応じてコミッションを受け取る権利が得られます。ただし、エグゼクティブランクへの昇格が必要です。    
　　　例）アンバサダーパッケージを購入すると、ランク（タイトル）を達成していなくても、180日間はサファイアランクとしてリーダーシップ･マッチングボーナスをレベル3まで受け取る権利が得られます。

※送料は、1回のご注文につき660円（税込）となります。　※コミッションは消費税が加算されて支払われます。
※本価格表は、ジュネス概要書面及びジュネス契約書面の一部を構成する書面です。

・前払いSmartDeliveryにてユースエンハンスメント  パックを含む注文を行うと、前払い期間が月200CVで計算されます。

パッケージ名 CV 価格
（税込）

タイトル
レベル

リテール･セールス･
ボーナス

トラベル
ポイントパッケージ内容

ZEN BODI® 8週間
　　   エッセンシャルパッケージ 100

50,690円－230ジュネスルミネス  パック －

ジュネスルミネスジュネスルミネス

セルラーセラム
モイスチャライザー
アドバンス  ナイトリペア

ブライトニングジェル エッセンシャルボディクリーム
×1
×1

×1
×1
×1

×1

ユースリストアクレンザー －

58,320円－ 25－

45,360円ユースエンハンスメント  パック －200 購入者10
スポンサー5

ジュネスルミネス

セルラーセラム
モイスチャライザー

×1
×1

×1
×1
×1

ジュネスルミネス

RESERVE®（リザーブ） ×1

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル
エッセンシャルボディクリーム －

×2

×2

×2

×2ZEN FUZE™ Vanilla Bliss
（ゼン フューズ バニラ）
ZEN FUZE™ Chocolate Dream
（ゼン フューズ チョコレート）

ZEN FIT™ Fruit Punch
（ゼン フィット フルーツパンチ）
ZEN CONTROL®
（ゼン コントロール）

■初回登録パッケージ（合計金額にはスターターキット代 3,240円（税込）＋送料 660円（税込）が含まれております。）
パッケージ名 CV

価格
（スターターキット代金

･送料･税込）
タイトル
レベル

リテール･セールス･
ボーナス

トラベル
ポイントパッケージ内容

クリエイトパッケージ
（Web注文のみ）

100CV以上になるように、製品を自由に組み合わせてパッケージをカスタマイズすることができます。
（クリエイトパッケージのCV設定は、単品製品のCV設定とは異なりますのでご注意ください）
100 -199CV =10% 　　200 -299CV =12% 　　300CV 以上 =15%  

36,300円－スターターキット ×1
M1ND™（マインド） ×3 3,000円 5ベーシック  M1ND™（マインド） 100

36,300円－ベーシック  RESERVE®（リザーブ） スターターキット ×1
RESERVE®（リザーブ） ×3 3,000円 5100

－ 3,000円 5 36,300円100ベーシック
×1
×1

ジュネスルミネス

セルラーセラム

スターターキット ×1

ユースリストアクレンザー ×1
×1

ジュネスルミネス

ハイドロシールドマスク
モイスチャライザー

60,000円 50 392,700円10001イヤー  ベストセラー
サファイア
180日
＊11ヶ月間、
毎月60CV付与

×5
×3

ジュネスルミネス

セルラーセラム

モイスチャライザー

スターターキット ×1

×3
×3

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル
×3
×10

ジュネスルミネス
×3

エッセンシャルボディクリーム ×3
ハイドロシールドマスク
RESERVE®（リザーブ）
M1ND™（マインド）

アドバンス  ナイトリペア

×5

500アンバサダー 30,000円 25 146,460円サファイア
180日×2

×2
ジュネスルミネス

セルラーセラム

モイスチャライザー

スターターキット ×1

×2
×2

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル
×2
×2

ジュネスルミネス
×2

エッセンシャルボディクリーム ×1
ハイドロシールドマスク
RESERVE®（リザーブ）
M1ND™（マインド）

アドバンス  ナイトリペア

×2

24,000円 133,500円400RESERVE® & M1ND™ ジャンボ
（リザーブ & マインド）

スターターキット ×1
RESERVE®（リザーブ） ×9
M1ND™（マインド） ×3

サファイア
90日 20

24,000円 107,580円400ジャンボ サファイア
90日 15×2

×1
ジュネスルミネス

セルラーセラム

モイスチャライザー

スターターキット ×1

×1
×2

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル
×1
×2

ジュネスルミネス
×1

エッセンシャルボディクリーム ×1
ハイドロシールドマスク
RESERVE®（リザーブ）

アドバンス  ナイトリペア

9,000円 55,740円200スプリーム パール
60日 10

×1
×1

ジュネスルミネス

セルラーセラム

スターターキット ×1

×1

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル

モイスチャライザー
×1

RESERVE®（リザーブ） ×1

ジュネスルミネス
×1

ハイドロシールドマスク

－ 5 42,780円3,000円ZEN BODI® ベーシック 100 ZEN プロジェクト8
　攻略マニュアル（フェイズ1～3）全3冊×1

×1ZEN BODI®シェーカーボトル

×1スターターキット ×1

×1

×1

×2

ZEN FUZE™ Vanilla Bliss
（ゼン フューズ バニラ）
ZEN FUZE™ Chocolate Dream
（ゼン フューズ チョコレート）
ZEN FIT™ Fruit Punch
（ゼン フィット フルーツパンチ）

ZEN CONTROL®
（ゼン コントロール）

■アップグレードパッケージ（合計金額には送料 660円（税込）が含まれております。）

27,000円サファイア
180日 117,960円アップグレード 400 15×2

×2
ジュネスルミネス

セルラーセラム

モイスチャライザー
×2
×1

ユースリストアクレンザー

ブライトニングジェル

ジュネスルミネス

×1アドバンス  ナイトリペア

×1
×1

エッセンシャルボディクリーム ×1
ハイドロシールドマスク
RESERVE®（リザーブ）
M1ND™（マインド） ×1

パッケージ名 CV 価格
（税込）

タイトル
レベル

リテール･セールス･
ボーナス

トラベル
ポイントパッケージ内容
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【製品別全成分表】

製品の種類製品名 ジュネスルミネス  ブライトニングジェル ジェル化粧液

全成分

水、ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス、ナイアシンアミド、グリセリン、アスコルビルグルコシド、BG、マンニトール、カルボマー、ペンチレングリコール、ノナペプチ
ド-1、シロキクラゲエキス、セイヨウノコギリソウエキス、キュウリ果実エキス、レモン果実エキス、デシレングリコール、デキストラン、クエン酸Na、グルコノラクトン、
水添ヒマシ油、デシルグルコシド、水酸化Na、セルロース、プロパンジオール、PG、ポリソルベート20、1,2-ヘキサンジオール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、キ
サンタンガム、クエン酸ステアリン酸グリセリル、酸化チタン、フェノキシエタノール

製品の種類製品名 ジュネスルミネス  モイスチャライザー デイクリーム（昼用）

全成分

水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、グリセリン、イソペンチルジオール、サリチル酸エチルヘキシル、エチルヘキサン酸セチル、オクトクリレン、ヒト脂肪間質細胞順
化培養液エキス、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー、ベヘニルアルコール、クロレラエキス、ス
イカ果実エキス、ヒラマメ果実エキス、リンゴ果実エキス、海塩、ホルミジウムペルシシヌムエキス、トコフェロール、フィトステロールズ、PCA-Na、乳酸Na、水添レシチン、
ステアリルアルコール、ステアリン酸グリセリル、トリエチルヘキサノイン、水酸化Na、キサンタンガム、カラギーナンNa、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、
ミリスチン酸ポリグリセリル-10、（PPG-12/SMDI）コポリマー、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C-10-30））クロスポリマー、フェノキシエタノール、香料

製品の種類製品名 ジュネスルミネス  アドバンス  ナイトリペア ナイトクリーム（夜用）

全成分

水、グリセリン、（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ジヘプタン酸ネオペンチルグリコール、ステアレス-21、ステア
レス-2、ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス、ユビキノン、スーパーオキシドジスムターゼ、パルミチン酸レチノール、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、酢酸トコフェ
ロール、コレカルシフェロール、トコトリエノール、ナイアシンアミド、エルゴチオネイン、チャボトケイソウ果実エキス、スイカ果実エキス、ヒラマメ果実エキス、シロ
イヌナズナエキス、酵母エキス、リンゴ果実エキス、ユチャ葉エキス、モクセイ花エキス、セイヨウニワトコエキス、キュウリ果実エキス、ゴボウ根エキス、ダイズアミノ酸、
スクワラン、レシチン、PCA-Na、加水分解ダイズ繊維、リン脂質、コーン油、乳酸 Na、リボース、フィトステロールズ、プロパンジオール、ウンデシレン酸グリセリル、エ
チルヘキシルグリセリン、ミリスチン酸セチル、ステアリン酸、セテアリルアルコール、カプリル酸グリセリル、シクロペンタシロキサン、パルミチン酸セチル、ステア
リン酸セチル、BG、PG、カルボマー、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー、ジメチコンクロスポリマー、デカルボキシカルノシン HCI、水
酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、香料

製品名 ジュネスルミネス  セルラーセラム 美容液

全成分 ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス、水、グリセリン、ヒアルロン酸Na、サッカロミセス溶解エキス、スーパーオキシドジスムターゼ、PCA-Na、アラントイン、グルコノ
ラクトン、パンテノール、水酸化Na、キサンタンガム、ヒドロキシエチルセルロース、サツマイモエキス、安息香酸Na

製品の種類

製品の種類製品名 ジュネスルミネス  エッセンシャルボディクリーム ボディクリーム

全成分

水、（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、ステアリン酸、グリセリン、ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス、ユビキノン、ナイアシンアミド、スーパーオキシドジスムター
ゼ、ミクロコッカス溶解液、チャボトケイソウ果実エキス、ヒラマメ果実エキス、キュウリ果実エキス、リンゴ果実エキス、ゴボウ根エキス、スイカ果実エキス、セイヨウ
ニワトコ果実エキス、スクワラン、酢酸トコフェロール、PCA-Na、ミリスチン酸セチル、レシチン、乳酸Na、リボース、フィトステロールズ、パルミチン酸セチル、ステア
リン酸セチル、エチルヘキシルグリセリン、ステアレス-2、ステアレス-21、BG、イソドデカン、ジヘプタン酸ネオペンチルグリコール、水添ホスファチジルコリン、（アクリレー
ツ／アクリル酸アルキル（C-10-30））クロスポリマー、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、香料

製品の種類製品名 RESERVE®（リザーブ） 清涼飲料水

全成分 ダークスウィートチェリー濃縮果汁、ブルーベリー濃縮果汁、コンコードグレープ濃縮果汁、ザクロ濃縮果汁、マルベリーエキス、 アロエベラパウダー、ブドウ種子エキス、
アサイーエキス、緑茶エキス、増粘剤（カルボキシメチルセルロースナトリウム、キサンタンガム）、 ブルーベリー香料、クエン酸 

製品の種類製品名 M1ND™（マインド）  清涼飲料水

全成分 甘蔗糖、絹タンパク加水分解物、γ-アミノ酪 酸／香料、増粘剤（カルボキシメチルセルロースナトリウム、キサンタンガム）、 リンゴ酸、テアニン、チロシン、クエン酸、酸
化ケイ素、カロテン 

製品の種類製品名 ジュネスルミネス  ハイドロシールドマスク フェイスマスク

全成分

水、グリセリン、イソペンチルジオール、メチルプロパンジオール、PEG-450、規定化細胞培地7、ヒドロキシアセトフェノン、パンテノール、カルボマー、BG、アラントイン、カフェ
イン、加水分解ホホバエステル、PEG-40 水添ヒマシ油、トロメタミン、キサンタンガム、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、チガヤ根エキス、1,2-ヘ
キサンジオール、香料、トリペプチド-9シトルリン、EDTA-2Na、糖タンパク、タチアオイ花エキス、ツボクサエキス、PEG-8、フェノキシエタノール、イタドリ根エキス、
オウゴン根エキス、ビオサッカリドガム-4、チャ葉エキス、カンゾウ根エキス、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、シアバター油粕エキス、ソルビン酸K

製品名 製品の種類

全成分

プロテインパウダー（粉末たんぱく食品）
乳清タンパク、イソマルトオリゴ糖、カゼイン（乳由来）、 サトウキビ濃縮汁、ヒマワリ油、マルトデキストリン、乾燥乳酸菌末、食塩、ビフィズス菌、ブドウ糖／香料、乳化剤（大
豆、乳由来）、 増粘剤（CMC-Na、キサンタンガム、カラギナン）、甘味料（ステビア抽出物）、酸化防止剤（V.E）、微粒二酸化ケイ素、リン酸二カリウム

ZEN FUZE™ Vanilla Bliss （ゼン フューズ バニラ）

製品の種類製品名 プロテインパウダー（粉末たんぱく食品）

全成分 乳清タンパク、イソマルトオリゴ糖、カゼイン（乳由来）、 サトウキビ濃縮汁、ココアパウダー、ヒマワリ油、マルトデキストリン、乾燥乳酸菌末、食塩、ビフィズス菌、ブド
ウ糖／香料、乳化剤（大豆、乳由来）、 増粘剤（CMC-Na、キサンタンガム、カラギナン）、甘味料（ステビア抽出物）、酸化防止剤（V.E）、微粒二酸化ケイ素、リン酸二カリウム

ZEN FUZE™ Chocolate Dream （ゼン フューズ チョコレート）

製品の種類製品名 アミノ酸含有食品

全成分 甘蔗糖/ L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、L-リシン塩酸塩、香料、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-メチオニン、L-トリプトファン、L-シスチン、L-チロシン、酸味料、
増粘剤 (アラビアガム )、微粒二酸化ケイ素

ZEN FIT™ Fruit Punch （ゼン フィット フルーツパンチ）

全成分
製品の種類製品名 アフリカマンゴノキ種子エキス含有加工食品

米粉、アフリカマンゴノキ種子エキス、緑茶エキス／ヒドロキシプロピルメチルセルロース、 イノシトール
ZEN CONTROL® （ゼン コントロール）

製品の種類ジュネスルミネス  ユースリストアクレンザー製品名 洗顔料

全成分
水、オレフィン（C14-16）スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ココアンホジ酢酸2Na、塩化Na、パルミチン酸レチノール、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、
酢酸トコフェロール、加水分解カンジダサイトアナエキス、ユチャ葉エキス、アロエベラ液汁、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン、コーン油、コレカルシフェロール、
BG、EDTA-4Na、ソルビン酸K、フェノキシエタノール、香料


