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最新情報

NU SKIN JAPAN LIVE！2019
ニュー スキン ジャパン最大級のイベントを、エンターテインメ
ント性溢れる演出で開催。スペシャル ゲストを迎えてのコンベ
ンションにご期待ください！
エントリー受付は、1月30日（水）から順次スタート！

エントリー方法等の最新情報を今すぐチェックしましょう。
【掲載場所】オフィス→ロードマップ→本イベントページ内

開催日 

【DAY1】3月9日（土）  13：00開演 19：00終了予定 ※11：00開場（受付・エキスポ エリア）
【DAY2】3月10日（日）13：00開演 17：30終了予定 ※12：00開場（受付・エキスポ エリア）
※時間は予告なく変更となることがあります。
■エキスポ エリア：両日とも終了時間は未定です。また、プログラム開演中はクローズとなります。 

会場 幕張メッセ 幕張イベントホール （千葉県千葉市美浜区） 

対象 全会員（ブランド メンバー、ショッピング メンバー） 

参加
方法

事前申し込み制：
【参加登録料】税抜6,000円（税込6,480円）   ※2日間共通 
※参加申し込みには、システムの都合上、参加登録前に「LivePocket-Ticket-会員登録」が必要にな
ります。オフィス内に掲載の「参加登録方法」をよく読み、お申し込みください。

登録
受付

【先行登録】1月30日（水）10：00～2月3日（日）23：59 https://t.livepocket.jp/e/e73zfa
【一般登録】2月5日（火）10：00～2月10日（日）23：59 https://t.livepocket.jp/e/nsjlive2019
※先行登録の対象は、一部の表彰対象者の方となります。対象者はオフィスに掲載中です。
※PSV、CSVは付きません。※登録開始日時までは、専用ページにアクセスできません。 
※1 IDで登録できるのは、本人、パートナー登録者、新規ゲストのうち2名までです。 
※別IDの会員の登録を行うことはできません。
※申し込みが定員（5,000人予定）に達した時点で、受付終了となります。

「最高のあなた」を盛り上げる多彩な演出 ～DISCOVER YOUR COLOR～
会場全体を彩るLEDリストバンドを来場者全員で身につけて、あなた自身も演出にご参加ください。
・ドレスコード：指定はありません。「最高のあなた」を演出できる服装でお越しください。
・ファッションショースタイルのセンター ランウェイ & ツインステージ

※イベント内容は、予告なく変更となることがあります。

【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。

NU サクセス トリップ 2019 AUTUMN バリ

公式プロモーション動画を続々公開中
極上のリゾート、バリ島の魅力を異なるテーマでお伝えする公式プロ
モーション動画４本を公開中！ 人々を惹きつけてやまない、その理由が
わかります。http://www.successtrip.jp/2019-autumn-bali/movie/



名古屋エクスペリエンス センター

ニュー スキンの魅力がわかるセミナーを開催
ニュー スキン製品の魅力やビジネスの可能性などをわかりやすくお伝えするセミナーを、名古屋限定で、2月よ
り開催いたします。申し込みは不要でどなたでもご参加いただけますので、お気軽にご参加ください。
開催日程：2月～6月の毎月第3、第4金曜日と土曜日
※6月までのカレンダー情報はエクスペリエンス センター→最新情報でご確認いただけます。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters/Nagoya.html

開催日時 概要 （テーマはWebに掲載中） スピーカー               ※敬称略

2月15日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー 越本 滋人

2月16日（土） 11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 田村 友里江 

2月16日（土） 13：30～14：10 エンゲージメント セッション* 東 幹代 

2月22日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー 押澤 源生

2月23日（土） 11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 久野 しのぶ 

2月23日（土） 13：30～14：10 エンゲージメント セッション * 清水 千絵  （有）ウエルネスデザイン

*エンゲージメント セッション：パーソナルケア／ファーマネックス製品のセミナー
※お座りいただける席には限りがあり、立ち見席となる場合がございます。 

ペーパーバッグ販売開始 ＜2月1日（金）より＞
新しいデザインが好評のペーパーバッグが正式販売となります。ギフトの際などにぜひ、ご利用ください。エク
スペリエンス センターでは、店舗によって販売するデザインが異なります。 
NSペーパーバッグ A（S） 
製品コード：86996757  卸売価格：162円（税込）　 
サイズ：W180×D100×H210mm  材質：コート紙 

NSペーパーバッグ A（M） 
製品コード：86996758 卸売価格：194円（税込）　 
サイズ:W255×D130×H300mm  材質：コート紙 

NSペーパーバッグ B（S） 
製品コード：86996759 卸売価格：162円（税込）　 
サイズ：W180×D100×H210mm  材質：コート紙 

NSペーパーバッグ B（M） 
製品コード：86996760 卸売価格：194円（税込）　 
サイズ:W255×D130×H300mm 材質：コート紙 

すべて、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）
※エクスペリエンス センターでのお取り扱い（販売）は以下のとおりとなります。

東京 横浜 名古屋 大阪 福岡
NSペーパーバッグ A（S）、（M） 〇 × 〇 × ×
NSペーパーバッグ B（S）、（M） × 〇 × 〇 〇
[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
■ エクスペリエンス センター情報
・ご利用当日のオンライン受付は、9時より開始（全エクスペリエンス センター）
1月より、VISIA（ビジア）、バイオフォトニック スキャナー、エステティック エリアのご利用当日の受付は、
全エクスペリエンス センター9時から開始となりました。



・体験サービス拡大（横浜）：1月より新たに無料で体験ができるVISIA（ビジアA）、バイオフォトニック ス
キャナーが登場。カウンセリングは含まれませんが、予約なしで気軽にお使いいただけます。

■有料のVISIA／スキャナー ： 個室にてg3のドリンクサービスを楽しみながらゆっくりと、肌悩み等への
カウンセリングやアドバイスを受けることができます。

   ※1月のみカウンセリングを含む有料のVISIAの撮影が、通常顔の片側だけのところ顔全体を撮影できます。

■無料のVISIA／スキャナー： 急遽ゲストと来店した際や、時間があまり取れないときでも、無料でご利用
いただけます。

■エステティック エリア： 13:30～14:30までのクローズする時間がなくなり、より多くの方にフェイ
スガルバやルミスパを体験していただけます。

・オープン１周年記念キャンペーン（横浜）＜1月31日（木）まで／※数量限定＞ 
-製品をご購入の方全員にハーフ コットン パッドをプレゼント 

■ リニューアル製品
以下製品はリニューアル再販売を開始しました。
ニュー スキン トゥルー フェイス ペプタイド ジェル （製品コード：03102704）
※改定内容：成分、パッケージ、価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナス、参考小売価格
※リニューアル開始日 2019年1月24日（木）

※以下のADPパッケージにも上記リニューアル製品が含まれます。ただし、ADPパッケージの価格、PSV等の変
更はありません。
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（グッド）（ADP専用製品コード：03136149）
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベター）（ADP専用製品コード：03136150）
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベスト）（ADP専用製品コード：03136151）

■ 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。

■ 佐川急便 メール通知サービスご利用の方へ
佐川急便のメール通知サービスで、荷物が届く前に配達予定をメールでお知らせするという「配達予定通知メー
ルサービス」をご利用されている方は、毎月月末は注文が集中するため、配達予定通知メールでお知らせする日
にちよりも、実際のお届けに1～2営業日程度の遅延が発生しています。今月末の配送につきましても、このよう
な遅延が発生する場合がございますので、あらかじめご了承いただけますよう、お願い申し上げます。 



■ ご注文代金の振り込みに関するお願い
お支払い方法がお振り込みの場合、確実に1月度のポイントとするためには、1月30日（水）扱いまでにお振り込
みいただき、31日（木）には、ポイント照会にて確認できる状態にされる事をおすすめいたします。

また、お振り込み代金は会員番号で確認を行っていますので、必ずJAを除く会員番号と氏名を半角カタカナご入
力ください。会員番号に漏れや誤りがあると入金確認ができず、製品のお届けができなくなります。

振込依頼人名：JAを除く7桁もしくは8桁の会員番号+氏名（半角カタカナ）
例：「JA12345678 ニュースキン太郎」の場合、「12345678ニュースキン タロウ」（半角カタカナ）と入力

※注文代金をよくお確かめのうえ、お振り込みください。入金に不足があると製品のお届けができなくなりま
す。もし、会員番号を入力し忘れたり、間違えたりした可能性がある場合は、必ずシッピングまでご一報くださ
い。
【お問い合わせ先】 シッピング フリーダイヤル：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。

■ 確定申告についてのお知らせ
ブランド メンバーの皆様は、独立した個人事業者として、納税を行う義務があります。 ニュー スキン ビジネス
を主としている方も、副業としている方も、ブランド メンバー活動によって生じた所得＊、小売販売活動によっ
て得た小売利益について、確定申告をする必要があります。
＊所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。 
確定申告：所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する税額を
計算し、翌年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署へ提出することが必要です。
確定申告の必要がある人
　1. ニュー スキン ビジネスを専業としている場合　2. 給与所得がある場合　　3. 雑所得となる場合
確定申告についての詳細、不明な点については、下記の国税庁ホームページや最寄りの税務署、各市区町村役場
の税務窓口に必ずご相談ください。・国税庁ホームページ　　http://www.nta.go.jp
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