
製品・販促品（セールスエイド）リスト （2021年7月度版）

ネオライフ（栄養補助食品）

製　品
コード 製品名 /特長 内容量 PV DC価格

（税抜）
カスタマー価格
（税抜）

希望小売価格
（税抜）

製　品
コード 製品名 /特長 内容量 PV DC価格

（税抜）
カスタマー価格
（税抜）

希望小売価格
（税抜）

10030

8,640　　10,260　　11,448
(8,000)　　  (9,500) 　　 (10,600)

8,532　　10,260　　11,340
(7,900)　　  (9,500) 　　 (10,500)

8,748　　10,476　　11,664　
(8,100)　　 (9,700) 　　 (10,800)

9,612　　11,556　　12,852
(8,900)　　 (10,700) 　  (11,900)

10032
カロチノイド・コンプレックス* 89

53

野菜や果物に含まれる主要なカロチノイド群 全15種類を抽出し自然のままのバランスで配合
抗酸化栄養補助食品です

10004
トレ・エン・エン プラス* 30 袋 80

トレ・エン・エンに11種類のビタミンと6種のミネラル、植物酵素ブレンドを配合
持ち運びに便利な個包装入り

10031
サーモンオイル・プラス* 90 粒

90粒

90粒

79

現代の食生活には欠かせない栄養素と言われているオメガ３脂肪酸
EPA、DHA、DPAをはじめ８種類すべてのオメガ３脂肪酸を配合

プロバイタリティ* 30 袋 81

トレ・エン・エン、カロチノイド・コンプレックス、サーモンオイル・プラスに鉄分を加えたマルチ
ビタミン＆ミネラルタブレットの４種類を１粒づつ個包装したネオライフお薦めの製品です

14001
トレ* 950mL 80

抗酸化成分を豊富に含むざくろ、アサイベリー、緑茶をはじめ数種類のベリーを独自にブレンドした
自然の恵みを生かした美味しいジュース

8,640       10,260       11,448
(8,000)　　  (9,500) 　　 (10,600)

10020
ネオライフバー（フルーツ＆ナッツ） * 15袋 45

たんぱく質10g、食物繊維5g、オメガ3脂肪酸320mg、ビタミン＆ミネラル17種類配合！
いつでも、どこでも、どなたでも美味しく召し上がれる栄養補助食品

5,940       7,236         7,992
(5,500)　　 (6,700) 　　  (7,400)

ネオライフ（栄養補助食品）

トレ・エン・エン* 5,724　　  6,912　　  7,668
(5,300)　　  (6,400) 　　  (7,100)

全粒穀物、米・麦・大豆より栄養成分「リピッド」と「ステロール」を抽出
ネオライフを代表する高品質な栄養補助食品

84120粒グルコース・バランス* 9,072　   10,908　　 12,096
(8,400)　   (10,100) 　    (11,200)

パワフルな3種のハーブ（シナモン、クルクミン、ターメリック）を使用し、
グルコースの吸収、バランス、代謝に着目した栄養補助食品です。

10001

10021

1食で18gのたんぱく質と5gの食物繊維、身体に必要な必須アミノ酸を含む全22種のアミノ酸
と2種のエイジングケア成分配合！ダイエットや忙しいときのお食事代わりにお摂りください

15001
アロエベラ・プラス* 1000mL 37

58

バルバドス・アロエの葉肉を原料にカモミール、朝鮮人参葉、緑茶、レモンなどハーブブレンドにより
爽やかな飲み心地の微炭酸ドリンクです

カスタマー価格
（税抜）

3,564　　 4,320　　  4,752
(3,300)　　 (4,000) 　　 (4,400)

3,996　　  4,752  　　5,292
(3,700)　     (4,400) 　　 (4,900)

製　品
コード 製品名 /特長 内容量 PV DC価格

（税抜）
希望小売価格
（税抜）

10014
ネオライフティー* 29

自然の香りと甘みを持つハーブブレンドティー
ネオライフ独自に配合した原材料が脂肪に働きかけダイエットをサポートします

6,804　　  8,208　　  9,072
(6,300)　　  (7,600) 　　  (8,400)

3,672　　  4,428　　  4,860
(3,400)　　  (4,100) 　　 (4,500)

10006
フルモーション* 90 粒 63

エビ由来のグルコサミン1,500mgにインド乳香やヤナギ抽出物などのハーブとミネラルで
ある亜鉛を配合しています

10019
ネオライフシェイク（リッチチョコレート） *

120 粒

4,212　　   5,076　 　 5,616
(3,900)　　   (4,700) 　　  (5,200)

10007
カルマグ・ディ* 120 粒 39

不足しがちな栄養素カルシウムとマグネシウムを理想的なバランスと言われる2対１で配合
吸収を助けるビタミンＤも加えました

10008
オールＣ* 34

オレンジに含まれる水分以外の成分すべてをタブレットに凝縮
ビタミンＣだけでなくプロトペクチンやフラボノイドなどの栄養素も詰まっています

10017
ネオライフシェイク（クリーミーバニラ） *

ネオライフシェイク（ベリークリーム） *

15袋

15袋

15袋

1食で18gのたんぱく質と5gの食物繊維、身体に必要な必須アミノ酸を含む全22種のアミノ酸
と2種のエイジングケア成分配合！ダイエットや忙しいときのお食事代わりにお摂りください

1食で18gのたんぱく質と5gの食物繊維、身体に必要な必須アミノ酸を含む全22種のアミノ酸
と2種のエイジングケア成分配合！ダイエットや忙しいときのお食事代わりにお摂りください

7,236　　 8,640　　  9,612
(6,700)　　 (8,000) 　　  (8,900)

5815袋 7,236　　 8,640　　  9,612
(6,700)　　 (8,000) 　　  (8,900)

58 7,236　　 8,640　　  9,612
(6,700)　　 (8,000) 　　  (8,900)

10018

●製品価格は税込表示です（＊印の製品は軽減税率（8％）対象）



製品名 特長 仕様 販売価格
（税抜）

製　品
コード

50058 ミキシングボトル 容量：250mL

50086 スプレーボトル 容量：650mL

販促品（セールスエイド）

LDCを薄めて使うのに便利なボトル

スーパー10を薄めてそのままスプレーできるボトル

50109 スポンサーパック A5サイズ 440
(400)

1,540
(1,400)

220
(200)

220
(200)

330
(300)

770
(700)

50110 スポンサーパック 4部セット A5サイズ

A5サイズ50111 概要書面 3 部セット
ネオライフの概要を説明した書面です ディストリ
ビューターは相手が登録する、しないに関わらず
この書面を交付して説明しなければなりません

A4サイズ
（変型）

A4サイズ
（変型）

ネオライフ会員への登録時に必要な概要書面、
登録申請書等の書類のセット

ネオライフ会員への登録時に必要な概要書面、
登録申請書等の書類のセット

会社・ビジネス

50066 ネオライフシェーカー 容量：400mLネオライフシェイクを作るときに便利なシェーカー

その他

32003
ハンド＆ボディローション 250g 23

250g 22

オイルフリーで、さっぱりとみずみずしいうるおいを与えます

35001
クレンジング ミルク(洗顔料) 150mL 57 

ステップ①   毛穴の汚れも優しくオフし、みずみずしくやわらかな肌を保つ乳液状の洗顔料

35002
バランシング トナー(化粧水) 100mL 50

ステップ②   独自配合のボタニカル成分が肌をうるおし、肌を弱酸性に整えます

35003
プレミアム モイスト セラム（美容液） 30g 100

ステップ③ -a  《トリプル・アクティング・リッチ・フォーミュラ》が、肌にうるおいとハリと輝きを与えます

35004
プレミアム モイスト エマルジョン（乳液） 75g 58 

ステップ③ -b  3種の海藻から作られた成分フォーミュラがうるおいを与え、乾燥を防ぎます

製　品
コード 製品名 /特長 内容量 PV DC価格

（税抜）
カスタマー価格
（税抜）

希望小売価格
（税抜）

製　品
コード 製品名 /特長 内容量 PV DC価格

（税抜）
カスタマー価格
（税抜）

希望小売価格
（税抜）

2,530　　 3,080　  　3,410
(2,300)　　 (2,800) 　     (3,100)

2,420　　  2,860　　  3,410
(2,200)　　  (2,600) 　   (2,900)

2,530　　  3,080　    3,410
(2,300)　　  (2,800) 　   (3,100)

 5500　　  6,600　　　7,370
(5,000)　　 (6,000) 　    (6,700)

11,000　   13,200　  14,740
(10,000)　　(12,000) 　  (13,400)

6,380　　 7,700　  　 8,470
(5,800)　　 (7,000) 　    (7,700)

35006
インスタリフト・アイジェル 15mL 40

目もとのケアに  ピンとあかるい目元に。年齢サインにアプローチ

4,400 　　 5,280　  　5,940
(4,000)　　 (4,800) 　    (5,400)

35005
ジェントル メイクアップ リムーバー（メーク落とし） 100mL 27

メイクをされる方に  肌にうるおいを残しながらメイクをすっきりオフ。使用後の肌をやわらかく保ちます

2,970 　　 3,520　  　3,960
(2,700)　　 (3,200) 　    (3,600)

6,270　 　 7,480　　   8,360
(5,700)　 　 (6,800) 　    (7,600)

32001
アロジェ（保湿ジェル） 100g 23

肌の水分を閉じ込めて逃がさない保湿ジェル

40001
LDC 1000mL 18

食器洗いからデリケートな衣類、油汚れまで多目的に使える超濃縮多目的洗剤

40002
スーパー 10 1000mL

ご家庭はもちろん、業務レベルでの使用も可能な多目的な超強力住居用洗剤

2,640　 　 3,190　　 3,520
(2,400)　　  (2,900) 　    (3,200)

18 2,640　 　 3,190　　 3,520
(2,400)　　  (2,900) 　    (3,200)

ゴールデン（洗剤）

32002
バス＆シャワージェル

すっきりとした洗い心地で全身にうるおいを与えます

31001
マイルド・シャンプー 250mL 19

厳選された洗浄成分で、マイルドでさっぱりとした洗いあがりのシャンプー

2,090　　 2,530　  　 2,750
(1,900)　　 (2,300) 　　 (2,500)

2,090　　 2,530　  　 2,750
(1,900)　　 (2,300) 　　 (2,500)19250mL

31002
リッチ・コンディショナー

独自のコンディショニング成分で髪につやとうるおいを

ニュートリアンス オーガニック（スキンケア）

ニュートリアンス（スキンケア・ヘアケア・ボディケア）

ネオライフ製品カタログ
4部セット

220
(200)50101 ネオライフ製品カタログ 全てのネオライフ製品を製品特長とともにご

紹介する製品カタログです

825
(750)

50102 全てのネオライフ製品を製品特長とともにご
紹介する製品カタログです
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