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PHARMANEX お得な定期購入セット
皆様のビジネス活動と健やかさを応援するための2つの耳寄りニュースをご案内します。

PSVとCSVが改定＜3月5日（火）指定登録分より＞ 
ビジネスの安定と拡大を後押しする定期購入セットをもっとビジネスに活用していただくために、PSVとCSVを
改定します。
■改定ポイント ・PSVをブロックに基づくボーナスが計算しやすい数値に。

・CSVは現行よりもアップ。 

※価格、シェアリング ボーナス、成分等に変更はありません。 ※ADP登録されている場合は、自動的に切り替わります。

※注文指定日が3月5日以降の定期購入セットについて、3月4日までは現行（変更前）のPSV、CSVが表示され
ますが、3月5日以降は変更後のPSV、CSVが表示され、購入の際には変更後のPSV、CSVが付与されます。 



健やかな毎日と、若々しい未来のために新たなセットが加わりました
＜3月5日（火）指定登録分より販売開始＞ 
基礎栄養に加えてオメガ3系脂肪酸やナノ化されたコエンザイム
Q10、α-リポ酸を効率よく補えるライフパック ナノ EXと、
「ピュア×パワー」をコンセプトにエネルギーをチャージする
アールスクエアがお得な定期購入セットになって新登場。サプリ
メントの力は続けてこそ実感できるもの。お得なセットをぜひ多
くの方におすすめください。 
※3月4日（月）9：00よりADP登録いただけます。 

［セット内容］アールスクエア、ライフパック ナノ EX 
[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）

愛されインフルエンサー育成プログラム season 2 開講決定！ 
昨年好評だったソーシャ ルメディアの活用講座が、パワーアップして再登場します。 
今回は、もっとリアルに「つながる」活用を目指し、講座の内容もより充実させたうえ、規模も拡大。ビジネス
に本気の方こそ、参加いただきたいプログラムです。 

 ☑ 外部専門家による3ヵ月間の集中講座（来社またはZoomでの参加） 

 ☑ 課題をこなしながら、実践的なスキルが身に付く 

 ☑ 受講生のみのコミュニティを開設。補助的知識や成功体験の共有も 

 ☑ 講座をLIVEで見る「聴講生」としての参加も可能 

応募はこちらから URL：https://questant.jp/q/AZ1BEJAI 
※参加人数には限りがあります。応募フォームでお答えいただいた内容を踏まえて選考させていただきます。
※本プログラムの内容は、都合により、変更する場合があります。
※インスタグラムは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
※インスタグラムとカメラロゴは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
※当プログラムはインスタグラムが後援、支持、または運営するものではありません。 



イベント ロードマップ 
NU ビジョン サミット発表の大型イベント情報
＜2019年～2020年＞
成功への通過点をサポートするニュー スキンのイベントロードマップ 

に、4つのイベントが加わりました。ぜひ、今後の大型イベントの最新情報をチェックしてください！

■ ニュー スキン ネクスト セミナー 
次なる一歩を踏み出しましょう！ ブランド レプリゼンタティブを達成された方に、今、必要な知識や情報をお
伝えします。2019年4月に東京より順次導入し、定期開催。※詳細は、追ってお知らせいたします。
導入 2019年4月東京より順次
開催地 東京、名古屋、大阪、福岡

対象
・NEWブランド レプリゼンタティブ達成から4ヵ月以内の方
・その直上のアップライン ブランド レプリゼンタティブ

■ ニュー スキン リーダーズ カンファレンス
エグゼクティブ ブランド パートナー以上のリーダーが、戦略を共有し、深めていくためのビジネス ミーティ
ングです。2019年から、半年ごとに開催します。※詳細は、追ってお知らせいたします。

開催日・
会場

東京：2019年5月27日（月） ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿）
東京：2019年11月25日（月） ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿）
大阪：2019年5月29日（水）TKPガーデンシティ大阪淀屋橋（大阪市中央区城見）
大阪：2019年11月27日（水）TKPガーデンシティ大阪淀屋橋（大阪市中央区城見）

対象
5月開催分 ： 2019年3月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上
11月開催分： 2019年9月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上

■ ニュー スキン サクセス アカデミー
本気のあなたに、本気で応えるビジネス セミナー。参加してこそ得られる多くの気づきを、ビジネス拡大につ
なげてください！ 2019年から、半年ごとに開催します。 ※詳細は、追ってお知らせいたします。 
開催時期 2019年7月下旬（予定）
開催地 東京・大阪 ※お住まいの地域によっては、当社が会場までの交通費を一部負担します。

対象
・6月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上
・エグゼクティブ ブランド パートナー カウント中の ブランド レプリゼンタティブ以上

■NU サクセス トリップ 2020 SPRING ダナン
ベトナム中部の都市ダナンは、今、人気急上昇中のリゾートのひとつ。その理由は、観光名所が多いことや、治
安のよさなどさまざま。ぜひ、 世界が注目するダナンで、素晴らしい数日間を過ごしてください。

※条件一部変更 1 IDあたりの参加者が、以下のとおり変更となります。
・維持条件の達成月が4～5ヵ月の場合：1 IDにつき1名
・維持条件の達成月が6ヵ月の場合：1 IDにつき2名

※維持条件等の参加資格取得条件について詳しくは、決まり次第お知らせします。
開催時期・開催地 2020年春 ベトナム ダナン

対象期間 2019年7月～12月
【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。

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。 

■販売終了製品のお知らせ
＜2019年5月31日（金）をもって販売終了予定＞ 
・ニュートリオール シャンプー（製品コード：03101219） 
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベスト）　（製品コード：03136151）
※販売終了時期は、販売状況によって前後することもあります。あらかじめご了承ください。 
※なお、ニュートリオール シャンプーに代わる製品として、髪にうるおいを与えるタイプの「ニュー スキン モイスチャー
ライジング シャンプー」（製品コード：03101350）をおすすめします。

■ 品切れ製品（後送扱い）
現在、以下の製品は、製造および入荷の遅れにより後送扱いにて承っております。皆様へはご迷惑をおかけしま
すが、製品のお届けまで今しばらくお待ちくださいますようお願いします。

・ニュー カラー アドバンスド リキッド フィニッシュ SPF15・PA+++ ミディアム オークル（製品コード：
03160866） ※配送予定時期：2月中旬

■ 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 ＜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。
■対象となる注文日：2月9日（土）、10日（日）、11日（月・祝）に注文した製品および注文指定日のADP製品
＝＝＞＞出荷日：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。）
[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、ブランド レプリゼンタティブ資格申請締切日
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。

■ 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。
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