
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2019.2.1 | Vol.4（PDF版）

2月5日（火）から一般受付開始

NU SKIN JAPAN LIVE！2019
2月3日（日）まで先行登録対象の方のエントリーを受付中で
す。また、2月5日（火）より全会員の皆様の登録を開始しま
す。席に限りがありますので、ぜひ、お早目に！ 

【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
［テーマ］DISCOVER YOUR COLOR
・ドレスコード：フォーマルやカジュアルといった指定はありません。「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 & ツインステージが表彰やエンターテインメントを盛り
上げます。 
・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。
【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。

サインアップ チャレンジ シーズン3
12月の達成者発表
多くのリーダーが組織拡大のために活用しているサインアップ チャレンジ。12月の達成者を掲載しました。 
Lumi Spa Winner12月達成者、Discover Winner12月達成者、各月間TOP5の皆様おめでとうございます。 
詳しくはオフィス内で（オフィス→サインアップ チャレンジ シーズン3）。
【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。



「ジースリー スポーツ」 アンチ・ドーピング認証を取得
2019年1月に英国のLGC社が運営する国際的アンチ・ドーピング認証プログラム「インフォームドチョイス」
認定を取得。これは、「ジースリー スポーツ」（製品コード：03003857）が、スポーツ競技における禁止物
質としてWADA（世界アンチ・ドーピング機構）リストに掲載されている物質に関する、広範囲で厳格なテス
トに合格していることを保証するものです。これによりアスリートの皆様にもより安心してご利用いただけるよ
うになりました。この機会に、多くの方にご紹介ください。

※現在準備中の認証マーク入り製品への切り替えについては決定次
第、公式WebサイトやEメール等でご案内します。 
※価格や成分等に変更はありません。

「インフォームドチョイス（Informed Choice）」は、英国LGC社が
審査する国際的なアンチ・ドーピング認証プログラムです。

[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）

ホットスムージーを買って
オリジナル スープカップをもらおう！
＜2月1日（金）より先着1,000個数／配送注文限定＞
数量限定で販売中の「プロテインでホットスムージー マッシュルーム＆ポテトを、
1回の注文で2箱同時にお買い上げの方に、食卓をスタイリッシュに彩るスープカッ
プ1個をプレゼント！ 
カラーは3色展開で、何色が届くかはお楽しみ。プレゼントは数に限りがありますので、お早めにどうぞ。

■対象製品
・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）。

■キャンペーン内容
対象製品を1回のご注文で2箱以上購入の場合、注文作成の先着順でスープカップ*を1個プレゼントします。 
*【スープカップについて】 
・ピンク「Yummy!」、イエロー 「Tasty!」、グリーン「Enjoy!」の3色展開
・カップの内側には120mLを示す線と「Here」の文字を入れ、お湯の量を分かりやすくしています。

※色をお選びいただくことはできません。 
※1回の注文で対象製品を2箱ごとにスープカップ1個贈呈（贈呈上限／10個）。例えば4箱同時なら2個、6箱な
ら3個ですが、21箱以上同時に購入されても10個のみ贈呈となります。 
※エクスペリエンス センターでの購入はプレゼント対象外です。プレゼントをご希望の方は、オンラインまた
はオーダーサービス（電話／FAX／郵送）で製品をご注文ください。 
※注文作成の先着1,000個となります。 
※ADPのワンタイムに追加していても指定日前に限定数に達することもありますので、ご了承ください。
※プレゼントが限定数に達し次第、キャンペーン終了となります。 
[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
■ エクスペリエンス センター情報
・名古屋：ニュー スキンの魅力がわかるセミナー（申し込み不要）
※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） 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
ビジネスに必要な考え方と行動 

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* 
genLOC ルミスパ と エクストラマイルド シリーズ

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* 
ベーシックサプリ ～ライフパック ナノ EX と ジェンロック TR90 
シェイク～

東 幹代 

2月22日（金）
19：30～21：00

ビジネス セミナー
ニュー スキンへの確信と自分への確信！！

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* 
ベーシック サプリ ～ライフパック シリーズ と ジェンロック アー
ルスクエア～

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 *
カタログセミナー ～パーソナルケア製品～

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に関するセミナー
※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。 

■ 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。

■ システム メンテナンスのお知らせ 
＜2月10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サイトおよびアプリへ
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）

■ 出荷業務休業についてのご案内＜2月11日（月・祝）＞
2月11日（月）は祝日のため、出荷業務をお休みします。出荷日は以下となりますので、ご了承ください。な
お、ADP注文指定日の変更をご希望の場合は、2月6日（水）までに手続きをお願いします。
対象となる注文日　 出荷日

2月9日（土）、10日（日）、11日（月・祝）に注文した製品　　 2月12日（火）以降

2月9日（土）、10日（日）、11日（月・祝）が注文指定日のADP製品 2月12日（火）以降
※支払方法が振り込みの場合は、入金確認後の出荷となります。
※ADP注文指定日の変更方法：マイアカウント→ADP管理→配送情報・注文作成指定日を編集
[問い合わせ先] オーダーサービス TEL0120-377-499／050-3786-0300（月～金9：00～21：00　土9：00～17：00 日・祝　
休）



■ 2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 2月28日（木）23：00

電話・FAX 2月28日（木）21：00
エクスペリエンス センター 2月28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 2月28日（木）23：59
郵送の場合 2月28日（木）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 2月28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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