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個人情報が 
取得される状況 
  

ニュースキンが保有する 
可能性のある個人情報* 
 
* 下記リストは主な情報例を示すことを意図して

おり、該当するすべての情報を網羅しているわけ

ではありません。 

個人情報利用の 
目的および方法 

個人情報処理の法的根拠* 

* 「正当な利害」が正当な法的根拠と認められないマー
ケットでは、本附則に記載されている個人情報を処理す
るにあたり、あなたの同意を根拠とします。 

ショッピング メンバー 
アカウントの作成および
管理 
ニュースキンの公式ウェ
ブサイト／公式アプリ
（Vera 等）で、または
ソーシャル メディアの
ログイン情報を利用し
て、または店舗で、ショ
ッピング メンバー アカ
ウントを作成または管理
する場合。 

- 連絡先：名前、会員種別、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- アカウント情報：会員番号／ユーザー名、
パスワード、ログイン状況。 
- 製品情報：購入履歴、購入製品詳細、返
品、好きな製品。 
- ソーシャル メディアのプロフィール：ソ
ーシャル メディアのログイン情報を利用す
る場合、または当該の個人情報をニュースキ
ンに共有する場合。 
- 背景情報：性別、生年月日、国籍、写真、
嗜好、趣味、興味。 

目的 
- アカウントの作成および管理のため。 
- あなたが自分に合った設定をできるように
するため。 

契約の履行：アカウントの作成と管理を可能にする
ため。 

- ニュースキンのグローバルなデータベース
管理のため。 
- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 

- あなたの特徴に基づいてパーソナライズし
た（あなたに合った）サービスを提供するた
め。 

あなたの同意：あなたがニュースキンからパーソナ
ライズされたサービスを受けられるようにするた
め。 

        

ブランド メンバー アカ
ウントの作成および管理 
ニュースキンの公式ウェ
ブサイト／公式アプリ
（Stela や Vera 等）
で、またはソーシャル 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- アカウント情報：会員番号／ユーザー名、
パスワード、ログイン状況。 
- 本人確認情報：適用法で認められる範囲
で、パスポート番号、永住者識別番号、社会

目的 
- アカウントの作成および管理のため。 
- コミッションおよびボーナスの支払処理の
ため。 
- あなたが自分に合った設定をできるように
するため。 

契約の履行：アカウントの作成と管理を可能にする
ため。 
法定義務の履行：法律で義務づけられている情報の
要求および保管を行う（公的な識別番号／書類の提
出をあなたに求めることが、法律で義務づけられて
いる場合等）。 
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メディアのログイン情報
を利用して、または店舗
で、ブランド メンバー 
アカウントを作成または
管理する場合。 

保障番号、本人確認用のその他の詳細情報／
書類、または上記本人確認書類の複製。 
- 請求および財務情報：銀行口座詳細、銀行
口座明細の複製、または支払取引の確認や処
理に必要な情報。 
- 税務情報：VAT 番号や納税者番号等の納税
者識別番号。 
- ソーシャル メディアのプロフィール：ソ
ーシャル メディアのログイン情報を利用す
る場合、または当該の個人情報をニュースキ
ンに共有する場合。 
- 背景情報：性別、生年月日、国籍、写真、
嗜好、趣味、興味。 

- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 
- ニュースキンのグローバルなデータベース
管理のため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 

- 表彰のため（あなたがブランド メンバー
の場合）：あなたの名前、売上記録、写真、
タイトル、寄付内容等を、ニュースキンのイ
ベントやビジネス サポート マテリアル、ウ
ェブサイト、ソーシャル メディア チャネ
ル、E メール、オフィス等で公開。 
- 当社ブランドのプロモーションのため：例
えばニュースキンのイベント中の（i）あなた
のコメント、（ii）あなたの姿やプレゼンテ
ーション等の画像や映像を、公式ウェブサイ
トやマーケティング資料で利用。 
- あなたの特徴に基づいてパーソナライズし
たサービスを提供するため：（i）ニュースキ
ンのビジネス サポート マテリアルで情報を
共有、（ii）イベントに招待、イベントの開
催会場や日時を通知、（iii）インセンティブ 
トリップやイベントを開催。 

あなたの同意：ブランド メンバーとしての活動の
表彰、パーソナライズされたサービスの提供、およ
び当社ブランドのプロモーションを可能にするた
め。 

        

購入および注文管理 
ニュースキンの公式ウェ
ブサイト／公式アプリ
（Stela や Vera 等）、
店舗または電話で購入手
続きを行う場合。 

- 連絡先：名前、会員種別およびタイトル、
住所、E メール アドレス、電話番号。 
- 請求および財務情報：銀行口座詳細、クレ
ジット／デビットカード詳細、支払取引の確
認や処理に必要な情報。 
- 製品情報：購入履歴、購入製品詳細、返
品、好きな製品。 

目的 
- 注文処理のため：あなたが指定する住所へ
の製品配送を含む。 
- 支払管理のため。 
- 注文関連の問い合わせを管理するため。 
- 購入関連の紛争を管理するため。 
- 注文関連の通知のため：あなたが注文した
製品の発送や配送状況等。 

契約の履行：あなたが製品等を購入できるようにす
るため、そしてニュースキンが製品提供に関連する
物流を管理するため。 

- 製品販売を記録するため。 法定義務の履行：法律で義務づけられている情報の
要求および保管を行う（税務のため等）。 
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- 注文の確定を促すため：手続きが完了しな
いままの製品がカートに保存されている場
合。 
- なりすまし等の不正取引を防止するため。 
- あなたが登録アカウントを使って注文した
場合、あなたのプロフィールにこの取引の情
報を追加するため：ニュースキンはあなたの
興味や好みを理解でき、あなたはアカウント
情報として、自分の注文履歴を確認できる
（当該情報を追加可能な場合）。 
- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 
- ニュースキンの製品およびサービスに活用
する人工知能（AI）モデルのトレーニングと
機械学習のため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 
 
または、あなたの明示的同意（法律で義務づけられ
ている場合）。 

- あなたが購入を希望していた製品が購入可
能となったことを通知するため。 

あなたの同意：あなたが製品の在庫情報等を受け取
れるようにするため。 

        

ニュースレターや広告等
の定期購読 
ニュースキンの広告等
を、E メールまたはショ
ート メッセージ サービ
ス（SMS）もしくはソ
ーシャル ネットワーキ
ング サービス（SNS）
で定期購読する場合。 

- 連絡先：名前、E メール アドレス、電話
番号。 

目的 
- あなたが受信を希望した広告等を E メール
や SMS で送信するため：ニュースキンが取
得したあなたの個人情報に基づき、あなたと
あなたの嗜好に合わせた広告等を送信可能。 

あなたの同意：ニュースキンからの広告等を受信で
きるようにするため。 

- 広告メール等の非対象者リストを最新に保
つため（受信を承諾していない方へ配信しな
いため）。 

法定義務の履行：法律で義務づけられている情報の
要求および保管を行う（広告メール等の非対象者リ
ストの管理）。 

- データを分析し、統計情報を取得するた
め。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り。 
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イベント／インセンティ
ブ トリップ関連の登録
および参加 
イベント／インセンティ
ブ トリップ参加登録
時、またはイベント／イ
ンセンティブ トリップ
に参加中。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 背景情報：性別、生年月日、国籍、配偶関
係、あなたが映っている写真／動画、家庭
（家族、子ども、趣味、興味等）。 
- 本人確認情報：適用法で認められる範囲
で、パスポート番号や国民識別番号、永住者
識別番号等、本人確認のための詳細情報もし
くは書類、または上記本人確認書類の複製。 
- 登録情報：イベント／インセンティブ ト
リップの参加登録、定期購読登録、ダウンロ
ード、ユーザー名／パスワード。登録フォー
ムで必要とされる情報。フィードバックまた
はアンケートの回答等の関連情報。 
- 請求および財務情報：銀行口座詳細、クレ
ジット／デビットカード詳細。 
- 健康関連情報：アレルギー、疾患その他の
症状。 
- 技術的情報：IP アドレス、ブラウザ情報、
デバイス情報（イベントにオンライン参加す
る場合）。 

目的 
- イベント／インセンティブ トリップの参
加資格の有無を確認するため。 
- イベント／インセンティブ トリップ参加
登録処理を行うため。 
- 移動手段等の必要な手配を行うため。 
-イベント／インセンティブ トリップについ
て適切な情報をあなたに提供し、変更があっ
た場合は変更内容を通知するため。 
- 現地参加であるかオンライン参加であるか
を問わず、イベントに参加しようとする方の
本人確認を行うため。 

契約の履行：イベント／トリップのための予約や登
録、その他の手配を確認および実行するため。 

- あなたのニーズや食事上の制限等に対応す
るため。 
- あなたが抽選やゲームに参加したり、アン
ケートに回答したりできるようにするため。 
- ニュースキンがあなたの興味や嗜好を理解
できるように、参加に関する記録を、あなた
のプロフィールに追加するため。 

あなたの同意：ニュースキンからあなたに対して、
評価やアンケートへの回答、健康関連のデータの提
供をお願いする場合、またはあなたが自分に合った
サービス等の提供を希望する場合。 

- 当社ブランドのプロモーションのため：例
えばニュースキンのイベント／インセンティ
ブ トリップ中の（i）あなたのコメント、
（ii）あなたの姿やプレゼンテーション等の
画像や映像を、公式ウェブサイトやマーケテ
ィング資料で利用。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り。 

        

有害事象／製品に関する
苦情の報告 
オンラインまたは電話で
（i）当社製品の利用に
より生じた有害事象、ま
たは（ii）当社製品に関
する苦情を報告する場
合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 健康関連情報：ニュースキンが有害事象／
製品に関する苦情に対応するために必要とさ
れる、あなたの健康または病歴に関する情報
（報告内容の確認、分類、または評価に、当
該の情報が関係する場合）。 
- あなたがニュースキンと共有したその他の
情報：問い合わせに関係のある、あなたに関
する情報（健康関連データや通話録音内容等
を含むことがあります）。 

目的 
- 有害事象の防止、監視、および管理のた
め。 
- 有害事象や製品に関する苦情の確認、分
類、および評価のため。 
- 参照用の製品苦情データベースに、情報を
保存するため。 

法定義務の履行：ニュースキンが保有することが義
務づけられている情報を保有するため、そして健康
および安全上の要件を満たすため。 

- 報告や苦情に対応するため。 契約の履行：あなたが求めるサービスを提供する
（補償等）。 
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オンラインでの閲覧およ
びニュースキン公式アプ
リの利用 
ニュースキンの公式ウェ
ブサイト／公式アプリ
（Stela や Vera 等）を
閲覧した場合、クッキー
または同様のテクノロジ
ーにより個人情報が取得
される。クッキーやピク
セル、その他の同様のテ
クノロジーを利用してい
る第三者のウェブサイト
／アプリを閲覧した場合
も、当該のテクノロジー
によって個人情報が取得
される。 

- 技術的情報：IP アドレス、ブラウザ情報、
デバイス情報。 
- ウェブサイト利用情報：ニュースキンの公
式ウェブサイト／公式アプリの利用に関する
情報。どこから同ウェブサイト／アプリにア
クセスしたか、ログイン詳細、場所、同ウェ
ブサイト／アプリ内の移動に関する情報（個
人を特定しない方法で、画面のスクロールや
マウスの動き等の情報を取得）、閲覧、クリ
ックまたはタップしたページ／コンテンツ、
滞在時間、検索および選択した製品。 

目的 
- セキュリティを維持し、ニュースキンのシ
ステム、公式ウェブサイト、および公式アプ
リへのアクセスを管理するため。 
- ニュースキンのサービスがどのように利用
されているかを理解するため：コミュニケー
ション方法をあなたに合わせたり、ニュース
キンの公式ウェブサイトとアプリを改善した
りするため。 
- ニュースキンのサービスの効果を測定した
り、製品やサービスの改善に役立つ情報を取
得したりするため。 
- あなたの情報の機密性が守られているこ
と、そしてシステムが常に最新の状態であ
り、サービスを継続的に提供できることを確
実にするため。 
- ニュースキンの公式ウェブサイトとアプリ
を適切に機能させるため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 

- あなたに合ったサービスを提供するため：
あなたのプロフィールや興味に基づく製品提
案やマーケティング情報、またはコンテンツ
を提示。またはあなたが気に入ると思われる
製品を提示する等、ウェブサイトの表示をあ
なたに合わせる。 
- ターゲット広告を配信するため（例えばあ
なたの以前の行動から、あなたが興味をもつ
と思われる製品のオンライン広告を配信す
る、ソーシャル メディア プラットフォーム
その他のウェブサイトで、広告やコンテンツ
を配信する）。 
 
クッキー ポリシー（英文）の詳細はこちら  

あなたの同意：クッキー、ピクセル、その他同様の
テクノロジーを、あなたのデバイスに保存するた
め。 

        

https://www.nuskin.com/en_GB/corporate/cookie_policy.html
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ソーシャル メディア プ
ラットフォーム 
ソーシャル メディア プ
ラットフォームでのあな
たの活動から取得。 

ニュースキンは、ソーシャル メディア プラ
ットフォームの投稿で公開されている情報を
取得および利用することがあります。これ
は、ニュースキンの製品やサービス、コミュ
ニケーションがどのように受け留められてい
るのかをよりよく理解するためです。また美
容関連のトレンドを把握するために、公開さ
れている投稿を参考にすることもあります。
このように情報を取得する場合も、可能な限
り個人を特定できない形で取得しています。
そのほか、ソーシャル メディア プラットフ
ォームでニュースキンに言及した方の個人情
報を取得することがあります。以下はその個
人情報例です。 
- ソーシャル メディアのハンドル ネーム 
- 写真 
- 投稿内のコメント 
ニュースキンは、ソーシャル メディア プラッ
トフォームに投稿されたコンテンツを再利用す
る場合、必ず事前に投稿者の許可を求めます
（下記「ユーザー生成コンテンツ」参照）。 

目的 
- ニュースキンの公式ウェブサイトおよび公
式アプリを監視および改善するため。 
- データを分析し、統計情報を取得するた
め。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り。 

        

ユーザー生成コンテンツ  
あなたがコンテンツ（画
像や製品体験談等）をニ
ュースキンの公式ウェブ
サイト／公式アプリ／ソ
ーシャル メディア プラ
ットフォームのいずれか
に投稿した場合。また
は、あなたがソーシャル 
メディア プラットフォ
ームに投稿したコンテン
ツを、ニュースキンが再
利用することを、あなた
が許可した場合。 

- 連絡先：名前またはエイリアス、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 背景情報：性別、あなたが映っている写真
または動画、自己紹介、嗜好、家庭（家族、
子ども、趣味、興味等）。 
- ソーシャル メディアのプロフィール：あ
なたがソーシャル メディアのログイン情報
を利用する場合、または当該の個人情報をニ
ュースキンに共有する場合。 

目的 
- あなたが作成または共有したコンテンツ
を、あなたから同意を得た特定の条件に従っ
て利用するため（ニュースキンがあなたのレ
ビュー／コンテンツを引用したり、製品プロ
モーションにあなたのコンテンツを利用した
りする場合等）。 

あなたの同意：あなたが求めるサービスを提供する
ため（あなたが選んだコンテンツをアップロードで
きるようにする等）。 

- あなたの興味や嗜好を理解できるように、
あなたのコンテンツをあなたのプロフィール
に追加するため。 
- データを分析し、統計情報を取得するた
め。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 
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問い合わせ 
ニュースキン製品やその
利用方法、購入、アカウ
ント、権利について、カ
スタマー サービスまたは
アカウント マネージャー
に問い合わせる場合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号 
- あなたがニュースキンと共有したその他の
情報：問い合わせに関係のある、あなたに関
する情報（健康関連データや通話録音内容等
を含むことがあります）。 

目的 
- 問い合わせに回答したり、問い合わせを管
理したりするため。 

契約の履行：問い合わせに対応するため。 

- データを分析し、統計情報を取得するため。 
- あなたの興味や嗜好を理解できるように、あ
なたからの質問や関心事をプロフィールに追加
するため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサービ
スの改善、（ii）あなたとのより良い関係づくり、
（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツールの確
保。 

        

アンケート、パネル デ
ィスカッション、および
フォーカス グループ 
あなたがアンケートに回
答する場合、またはパネ
ル ディスカッションも
しくはフォーカス グル
ープに参加する場合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 背景情報：性別、生年月日、国籍。 
- あなたがニュースキンに共有したその他の
情報：アンケート、パネル ディスカッショ
ン、またはフォーカス グループに関連する
あなたの情報（人種、民族的出身、信仰、信
条、医学的および健康上の状態等の要配慮個
人情報を含むことがあります）。 
- 技術的情報およびウェブサイト利用情報
（オンライン アンケートの場合は「オンラ
インでの閲覧およびニュースキン公式アプリ
の利用」参照）。 

目的 
- アンケート、パネル ディスカッション、
またはフォーカス グループで詳しく説明さ
れるそれぞれの目的（製品およびサービスの
改善等）を達成するため。 

あなたの同意：アンケート、パネル ディスカッシ
ョン、またはフォーカス グループに参加して質問
に答えることへの同意。 

        

ニュースキンの施設 
ニュースキンのオフィス
やエクスペリエンス セ
ンター（ライブ センタ
ー、ウォークイン セン
ター）等の施設を訪れた
場合。 

- CCTV カメラ映像 
- 参加者／訪問者フォーム（本人確認情報や
連絡先、健康関連データ等を含むことがあり
ます）。 

目的 
- 犯罪の防止と発見、問い合わせの管理のた
め。 
- 施設内に置かれているか保管されている情
報、および資産の安全およびセキュリティを
確保するため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）ツールの確保。 

- 従業員と訪問者の健康、安全およびセキュ
リティを確保するため。 

法定義務の履行：健康および安全上の要件を満たす
ため。 
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就業希望 
ニュースキンの仕事に応
募した場合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 背景情報：性別、生年月日、国籍、写真、
嗜好、趣味、興味、家族、婚姻状況。 
- 学歴：取得学位、資格免許、学んだ大学そ
の他の学校、関連スキルや長所。 
- 職歴：専門的経験、これまでの就業期間、
これまでの職位、経験分野、これまでの雇用
者からの評価。 
- その他の情報：応募書類やあなたが撮影し
た動画（音声や画像等）に含まれている情
報。 

目的 
- 採用プロセスの各段階の手続きや処理を完
了するため（応募受付後も含む）。 
- 応募者と連絡を取り、応募関連のサポート
を行うため。 
- 身元の確認を行うため。 
- 応募者からの問い合わせやニーズ、その他
の要望に応えるため。 
- 応募者が自分で応募情報を管理できるよう
にするため。 

契約の履行：ニュースキンの求人に対する応募に対
応し、処理するため。 

- 現地法に従い、身元確認を行うため。 
- 近い将来にあなたに適したポジションが見つ
かった場合に採用を検討し、連絡を取るため。 

ニュースキンの正当な利害：求人内容に最適な候補
者を見つけるため。 

        

Vera スキン コンサル
テーション  
ニュースキンのバーチャ
ル サービス「Vera ス
キンコンサルテーショ
ン」を利用する場合。 

- 連絡先：名前や E メール アドレス。 
- 背景情報：性別、年齢層、場所、写真。 
- ライフスタイル：肌のお手入れ方法、睡眠
習慣、水分摂取量。 
- 健康関連：肌の敏感度、肌のタイプ、肌の
気になる点。 
- 民族関連：民族的出身。 
- 追跡メトリクス：コンサルテーションのど
の段階にいるか、製品をカートに追加または
購入したか。 
- 顧客インサイト：製品提案の結果や、アプ
リのどの機能が利用されているか。 

目的 
- アルゴリズムや AI を利用し、あなたに合
ったお手入れや製品を提案するため。 
- 提案の履歴を、あなたが確認できるように
するため。 
- 製品およびサービスを改善するため。 
- あなたが製品情報や製品提案、体験談をソ
ーシャル ネットワークでシェアすることを
希望した場合にサポートするため。 
- あなたが結果や製品提案について、あなた
のスポンサー（あなたがショッピング メン
バーの場合）、またはその他のブランド メ
ンバーに共有できるようにサポートするた
め。 

契約の履行：あなたが求めるサービスを提供する
（あなたが製品提案を受け取れるようにする等）。 

あなたの明示的同意：ニュースキンが要配慮個人情
報を処理する場合、またはあなたのスポンサー／ブ
ランド メンバーにあなたの情報を共有する場合。 

- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 
- 製品およびサービスを改善するため（製品
およびサービスに活用する AI モデルのトレ
ーニングと機械学習を含む）。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 
 
または、あなたの明示的同意（法律で義務づけられ
ている場合）。 
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Vera シェード ファイ
ンダー 
ニュースキンのバーチャ
ル サービス「Vera シ
ェード ファインダー」
を利用する場合。 

- 背景情報：性別、年齢層、場所、写真。 
- 民族関連：民族的出身。 

目的 
- アルゴリズムや AI を利用し、あなたのニ
ーズに合った製品を提案するため。 
- あなたが提案の履歴を確認できるようにす
るため。 

契約の履行：あなたが求めるサービスを提供する
（製品提案を受け取れるようにする等）。 

- あなたが製品情報やカスタマイズされた提
案、体験談をソーシャル ネットワークでシ
ェアすることを希望した場合にサポートする
ため。 

あなたの同意：あなたがソーシャル ネットワーク
で、写真や製品情報をシェアできるようにするた
め。 

- 製品およびサービスを改善するため（製品
およびサービスに活用する AI モデルのトレ
ーニングと機械学習を含む）。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサービ
スの改善、（ii）あなたとのより良い関係づくり、
（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツールの確
保。 

        

Vera セルフィー タイ
ムライン 
ニュースキンのバーチャ
ル サービス「Vera セ
ルフィー タイムライ
ン」を利用する場合。 

- 背景情報：性別、年齢層、場所、写真。 目的 
- 時系列的な変化を確認できるようにするため。 

契約の履行： Vera セルフィー タイムラインを利
用したいというあなたの希望に応じるため。 

- あなたが製品情報やカスタマイズされた提
案、体験談をソーシャルネットワークでシェ
アすることを希望した場合にサポートするた
め。 

あなたの同意：あなたがソーシャル ネットワーク
で写真をシェアできるようにするため。 

- 製品およびサービスを改善するため（製品
およびサービスに活用する AI モデルのトレ
ーニングと機械学習を含む）。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサービ
スの改善、（ii）あなたとのより良い関係づくり、
（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツールの確
保。 
 
または、あなたの明示的同意（法律で義務づけられ
ている場合）。 
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Vera による機器の管理 
ニュースキンのバーチャ
ルな機器管理サービス
（ルミスパ iO と連動し
た Vera サービス等）を
利用する場合。  

- 追跡メトリクス：サービスの利用状況、お
手入れの記録や履歴。 
- 顧客インサイト：お手入れの結果やサービ
スでのやりとり。 
- 機器情報：ペアリングの記録、機器の管
理、出来事（機器を落とした等）、保証詳
細。 
  

目的 
- アルゴリズムや AI を利用し、カスタマイ
ズしたお手入れ方法の利用をサポートした
り、あなたに合った情報を提供したりするた
め。 
- 利用の履歴を、あなたが確認できるように
するため。 
- 製品およびサービスを改善するため。 
- あなたがビフォー＆アフター写真のシェア
を希望した場合に、サポートするため。 
- あなたが製品情報やカスタマイズしたお手
入れ方法、体験談をソーシャル ネットワー
クでシェアすることを希望した場合にサポー
トするため。 
- あなたが結果や製品提案について、あなたの
スポンサー（あなたがショッピング メンバー
の場合）、またはその他のブランド メンバー
と共有できるようにサポートするため。  

契約の履行：あなたが求めるサービスを提供する
（製品提案を受け取る、利用状況やカスタマイズし
たお手入れの履歴を確認する等）。 
  

あなたの明示的同意：ニュースキンが要配慮個人情
報を処理する場合、またはあなたのスポンサー／ブ
ランド メンバーにあなたの情報を共有する場合。 

- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 
- 製品およびサービスを改善するため（製品
およびサービスに活用する AI モデルのトレ
ーニングと機械学習を含む）。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 
 
または、あなたの明示的同意（法律で義務づけられ
ている場合）。 

    

Nu Skin Connect  
顧客リソース管理ツール
「Nu Skin Connect」を
利用する場合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号 
- 背景情報：性別、生年月日、あなたが映っ
ている写真または動画、嗜好、趣味、興味 
- ソーシャル メディアのプロフィール：ソ

目的 
- Nu Skin Connect の利用条件を満たしてい
ることを確認するため。 
- Nu Skin Connect を提供し、利用できるよ
うにするため。 

契約の履行：あなたが求めるサービスを提供するた
め。 
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ーシャル メディアのログイン情報を利用す
る場合、または当該の個人情報をニュースキ
ンに共有する場合。 
- 利用情報：活動状況または取引履歴（ログ
インに利用したデバイス、時刻、アプリ利用
時間、場所、完了したアクション、IP アドレ
ス）。 
- 製品情報：購入履歴、購入製品詳細、返
品、好きな製品。 
- 位置情報：あなたのいる場所に関する情
報。デバイスからの GPS データや IP アドレ
スに基づくおおよその場所等含む。 

- Nu Skin Connect の利用状況を監視および
分析するため：ニュースキンが制作したマー
ケティング コンテンツがどのように利用さ
れ、シェアされているか、Nu Skin Connect
を介して送信されるメッセージがブランド 
メンバー規約を遵守したものであるか等（ニ
ュースキンはメッセージの内容にはアクセス
できず、禁止されている表現のみを監視）。 
- Nu Skin Connect の技術的管理を可能にす
るため：Nu Skin Connect の機能や使いやす
さの向上等。 
- 集計データを利用した研究開発（売上統計
分析、市場分析、製品開発、サービス開発
等）のため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 

        

enJoy Rewards その他
のロイヤルティー プロ
グラム 
enJoy Rewards 等のプ
ログラムに参加する場
合。 

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号。 
- 製品情報：購入履歴、購入製品詳細、返
品、好きな製品。 
- 顧客インサイト：参加結果、ポイント利
用、特典プログラムへの参加状況。 
- 追跡メトリクス：あなたの到達レベル、ロ
イヤルティー、特定のステータスを達成した
かどうか。 

目的 
- enJoy Rewards 等のロイヤルティー プロ
グラムを提供および管理し、特典を提供する
ため。 

契約の履行：あなたがロイヤルティー プログラム
への参加を希望した場合に応じるため。 

- データを分析し、統計情報を取得するた
め。 
- ニュースキンがあなたの興味や嗜好を理解
できるように、あなたのプログラムへの参加
をプロフィールに追加するため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサー
ビスの改善、（ii）あなたとのより良い関係づく
り、（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツー
ルの確保。 

        

TR90 チャレンジ 
TR90 チャレンジに参加
する場合。 
  

- 連絡先：名前、タイトル、住所、E メール 
アドレス、電話番号、ニュースキン会員番
号。 
- 背景情報：性別、生年月日、あなたの音声
および写真。 
- 健康関連情報：ライフスタイル、食事、
日々の運動、身長、体重、体脂肪率。 
  

目的 
- TR90 チャレンジの参加条件を満たしてい
ることを確認するため。 
- TR90 チャレンジへの参加登録を可能にす
るため。 
- TR90 チャレンジ アプリの機能を利用可能
にするため。 

契約の履行：あなたが TR90 チャレンジへの参加を
希望した場合に応じるため。 

- TR90 チャレンジの測定の予約機能を利用
可能にするため。 
- TR90 チャレンジ アプリで体重管理関連サ
ービスを提供するため。 

あなたの同意：あなたが求めるサービスを提供する
ため（あなたが選んだコンテンツをアップロードで
きるようにする等）。 
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- TR90 チャレンジ利用状況の監視および分
析のため。 
  

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサービ
スの改善、（ii）あなたとのより良い関係づくり、
（iii）不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツールの確
保。  

    

IoT 機器 
ニュースキンの IoT 接続
機器（ageLOC ルミスパ 
iO 等）を利用する場合。 

- 機器情報：利用状況の記録、機器の管理、出
来事（機器を落とした等）、保証詳細。 

目的 
- 集計データを利用した研究開発（市場分析
統計、製品開発、サービス開発等）のため。 
- 保証の義務を履行するため。 

ニュースキンの正当な利害：（i）製品およびサービス
の改善、（ii）あなたとのより良い関係づくり、（iii）
不正行為や犯罪行為の防止、（iv）ツールの確保。 
 
契約の履行：あなたが求める購入関連のサービスを提
供するため。 

- アプリを利用できるようにするため。 あなたの同意：あなたが求めるサービス（機器のペア
リング等）を提供するため。 

 


