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NUビジョン サミット開催
2019年の重要戦略やリーダースピーチなど、
ビジネスに役立つ情報が盛りだくさん。全ブ
ランド メンバー対象のイベントです。
新たな年のビジネスを、勢いよくスタートさ
せましょう！

※大阪は1月18日（金）現在受付中です。東
京は、定員数に達しているため受付を終了し
ています。最新状況は、申込ページでご覧く
ださい。 https://youtu.be/8NxyZS-AtHo

（プロモーション映像）

日程・会場 
東京：1月24日（木）舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市舞浜） 
大阪：1月29日（火）オリックス劇場（大阪市西区新町） 
11：30受付・開場   13：00（開演）～18：15（終了予定） ※時間は両会場共通 

参加方法
※事前申込制
※定員制 

■ 申込期間 
※1ID 2名（パートナー登録者を含む）まで申し込めます。 
《東京》※受付終了
https://www.nuskin-ent.jp/event/surl/NVS_tokyo201901
《大阪》1月24日（木）23：59 まで 
※申し込みが定員数に達した時点で、受付終了となります。 
https://www.nuskin-ent.jp/event/surl/NVS_osaka201901

内容 セミナー
・オープニング ＆ キーノート セッション
・Programs セッション ～2019年の重要戦略
・Products セッション ～製品、キャンペーンの最新情報
・Platformsセッション ～You & Social：ソーシャル活用の現在地点
・ブランド メンバー スピーチ（下記参照） 
エキスポ エリア
・新製品「age LOC ルミスパ アクセント」展示／体験ブース 
・イベント プロモーション ブース 

ブランド メンバー スピーチ    ～成功へのベスト プラクティス
※スピーチ順 ※オフィス→ロードマップ→ 本イベント内でスピーカーの皆様の紹介文も掲載中です。

東京 
「ソーシャルを取り入れてビジネス成長を加速させた成功事例」 キム ウンジョンさん*
「Velocityからビジネスをスタートしたばかりの私がどのように行動したのか」 外山 有美さん
「大丈夫。すべては上手くいっている」 高畑 俊宏さん 

大阪 
「ソーシャルを取り入れてビジネス成長を加速させた成功事例」 キム ウンジョンさん*
「毎日がワクワク。人生を180度変えてくれた私にとって最高のニュー スキン」 井本 彩美さん 
「エグゼクティブ ブランド パートナーになるまでにやるべきこと」 仁熊 隆之さん 

*キム ウンジョンさん：韓国プレジデンシャル ディレクター
【お問い合わせ】ビジネスサポート TEL：050-3786-0300 （月～金 9：00～17：30　土・日・祝　休）
※エグゼクティブ ブランド パートナー以上の方はセールス担当者へご連絡ください。



製品キャンペーン情報＜限定販売中＞
・ageLOC スタート記念 プレミアム セット 
   製品コード：03136768 卸売価格：34,102円（税込）PSV：212.50　CSV：25,500　 
   シェアリング ボーナス：1,576円（税抜）
［セット内容］
・genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス 60カプセル／10mL   2個 
・ageLOC トゥルー フェイス エッセンス デュエット（日本未発売）30mL 
※ADP割引の対象ではありません。ADPおよびADPへのワンタイム製品として登録できません。

・エスネピック ブロッサム エッセンシャルオイル ハンド クリーム キット
   製品コード：03101361　卸売価格：3,996円（税込）
   PSV：24.80　CSV：2,975 シェアリング ボーナス：200円（税抜） 
［セット内容］エスネピック ブロッサム エッセンシャルオイル ハンド クリーム 
30g 4本 （イランイラン、バニラ、レモン、ラベンダー） 
※ADP割引の対象ではありません。ADPおよびADPへのワンタイム製品として登録できません。

・プロテインでホットスムージー マッシュルーム&ポテト
   製品コード：03004242 卸売価格：5,184円（税込）　PSV：22.70　CSV：2,726　 
   シェアリング ボーナス：229円（税抜）
   内容量：651g（マッシュルーム20.7g×15パック、ポテト22.7g×15パック） 
※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として追加することができます（ADP割引対象外）。

・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ （ノーマル）
   製品コード：03136763   ノーマルタイプ・コンビネーションタイプの方に／キューカンバー メロンの香り
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（デリケート）
   製品コード：03136764 デリケート肌の方に／無香料
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（しっとり）
   製品コード：03136765 ドライタイプの方に／バイオレット リーフ＆ミモザ ブロッサムの香り 
・genLOC ルミスパ ブラック キット Ⅱ（さっぱり）
   製品コード：03136766 オイリータイプの方に／ホワイト ティー＆ベルガモットの香り
卸売価格：24,624円（税込） PSV：100.00 CSV：12,000 シェアリング ボーナス：3,300円（税抜） 
［セット内容］genLOC ルミスパ ブラック本体、ブラック 充電スタンド（電源コード
／電源プラグ付き）、genLOC ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド（標準タイ
プ）※本体に付属、取扱説明書、スタート ガイド
genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー 100mL（いずれか） 2本*
*ノーマルの場合はノーマルが2本、デリケートの場合はデリケートが2本
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。

・genLOC ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド（標準タイプ） 2個セット 
   製品コード：03136767 卸売価格：7,776円（税込） PSV：50.00 CSV：6,000 
   シェアリング ボーナス：1,200円（税抜）
［セット内容］genLOC ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド（標準タイプ）×2個 
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。

・genLOC ルミスパ ピンク トリートメント ヘッド（標準タイプ） 2個セット 
   製品コード：03136762 卸売価格：7,776円（税込） PSV：50.00 CSV：6,000 
   シェアリング ボーナス：1,200円（税抜）
[セット内容]genLOC ルミスパ ピンク トリートメント ヘッド（標準タイプ） 2個 
※ADP割引の対象ではありません。ADP およびADPワンタイム製品として登録できません。

・プロテインでカレー 香り豊かな本格キーマ風 
   製品コード：03136735 卸売価格：2,529円（税込）PSV：18.55　CSV：1,550　
   シェアリング ボーナス：112円（税抜） 
   内容量：750g（150g×5パック） 
※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として追加することができます（ADP割引対象外）。 

[注文] オーダーサービス TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　休）
[製品の使い方や成分]プロダクトサポート TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～17：30 土・日・祝　休）



リニューアルに伴う販売終了製品
以下の4製品について、グローバルで展開している新たなブランディングに基づく製品リフレッシュにより、リ
ニューアルを行うこととなりました。これに伴い、現行製品は、販売を終了いたします。
リニューアル製品の発売日は、決定次第、公式WebサイトやEメール等でご案内いたします。
◆現行製品の販売終了時期
＜2019年2月28日（木）をもって販売終了＞
・エンハンサー（製品コード：03110308）
＜2019年3月31日（日）をもって販売終了＞
・pH バランス リッチ トーナー（製品コード：03102690） 
・モイスチャー ミスト（製品コード：03101226） 
・クリーミー クレンジング ローション（製品コード：03110310）

◇リニューアル予定時期
上記4製品共に、成分、ボトルデザイン、価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナスが改定されます。
リニューアル後の新PSV、CSV等は、製品リスト（オフィス→製品リスト）にて公開中です。

[注文] オーダーサービス TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　休）
[製品の使い方や成分]プロダクトサポート TEL：0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～17：30 土・日・祝　休）

各種インフォメーション
■ 販売中止製品
現在、以下の製品はより一層の品質向上を図るために販売を中止しております。皆様にはご迷惑をおかけいたし
ますが、販売再開については現在確認中ですので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
・ニュー スキン AP-24 ブレス スプレー（製品コード：03111154）　※販売再開時期は、現在確認中です。

■「製品の交換 オンライン手続き」のご案内
不良品・破損品が届いた場合や、ご注文内容と異なる製品が届いた場合、また、ご注文の製品が不足していた場
合、正規の製品との交換等のお手続きがオンラインで行えます。
申請方法：公式Webサイト→お問い合わせ先→製品の交換 オンライン手続き内の「製品の交換　申請フォーム」
に必要事項を入力して送信。※通常の返品および解約に伴う返品には対応しておりません。

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜1月20日（日）15：00～19：00＞　
上記日時の4時間、システム メンテナンスにより、ニュー スキンの全Webサイト、アプリへのア
クセスができなくなります。都合により、メンテナンス時間が長引くことがあります。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
[お問い合わせ]テクノロジープロダクト＆サービスサポート TEL：0120-377-499　携帯電話：050-3786-
0300 月～金9:00～17:30（土・日・祝 　休）



■ 1月度 ポイント対象の締切、LOI申請締切日 
ポイント締切日 オンライン注文 1月31日（木）23：00

電話・FAX 1月31日（木）21：00
エクスペリエンス センター 1月31日（木）19：00

ブランド レプリゼンタ
ティブ資格申請締切日

オンラインで提出の場合 1月31日（木）23：59
郵送の場合 1月31日（木）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 1月31日（木）19：00受付分まで

※横浜・福岡エクスペリエンス センターでは、ビジネス契約書（LOI）を受け付けていません。 
（郵送の場合の送付先） 〒163-1323　 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー23階 ニュー スキン ジャパン（株）LOI係 
※ビジネス契約書（Letter of Intent）提出時のご注意： ブランド レプリゼンタティブ資格申請トレーニングの「ブランド レプリゼン
タティブ資格申請テスト」は、申請月の末日までに合格（オンラインまたは郵送）が必要です。
※ブランド レプリゼンタティブ資格の認定は、週単位で行われます。資格申請を月途中で完了させたい場合は、
各週のビルディング ボーナス締め日の2営業日前（土・日・祝日を除く）までに、申請月の条件をすべて満たし
てください。
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