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サインアップ チャレンジ シーズン4 ＜エントリー受付中＞
2019年も皆様のアクティブなビジネス活動を後押しするプログラム、サインアップ チャレンジを実施します。
エントリーをして、「登録月に100PSV以上の新規会員*」を4人スポンサリングすれば、チャレンジは達成。
ソーシャル メディアが急速に広がる今こそチャンスです。同内容は、オフィスで掲載しています。
対象 全ブランド メンバー（日本登録）

期間 2019年3月～2019年12月31日（火）＜エントリー制＞ 
【エントリーURL】https://pro.form-mailer.jp/fms/76cdf7a5165745

特典 NU SKIN JAPAN LIVE 2020 での表彰 ほか 

条件 Discover Winner達成条件
4人以上の「登録月に100PSV以上の新規会員*」をスポンサリングする
＊新規会員：2019年3月1日以降に新規登録したショッピング メンバーのみ
※エントリー月より前のスポンサリングはカウントされません。
※エントリー後かつ期間内であれば、スポンサリングした新規会員の登録時期は問いません。

Discover Winner 月間TOP5
達成者の中で、月間新規会員数の上位5名
※同着の場合はスポンサリングをした新規会員の合計PSV順で決定されます。 

総合TOP5
全達成者の中で、対象期間内の新規会員の累計数の上位5名
※同着の場合はスポンサリングをした新規会員の合計登録月PSV順で決定されます。

注意
事項

・日本登録のブランド メンバー（会員番号をおもちの方）のみ、エントリーできます。 
・エントリー制のため、エントリー月より前のスポンサリングは カウントされませんのでご注意ください。 
・エントリーの際に会員番号の入力を誤った場合は、同エントリーは無効となります
・2019年3月1日以降に新規登録したショッピング メンバーのみカウントできます。 同ショッピング メンバーがブランド 
メンバーに登録変更しても、カウントは追加されません。 
・海外登録の新規会員は、カウント対象外となります。 
・スポンサリングをした新規会員が返品によって100PSV未満となった場合は、カウント対象外となります。
・ 本プログラムの内容は、会社の状況により変更される場合があります。 
・プログラム内容に関する解釈は、すべてニュー スキン ジャパン 株式会社が、その権利を保有します。
・プログラムを不正に利用したと判断される場合や、活動上の問題により会社が何らかの指導を行った 場合など、当社は
当事者のすべての権利を留保します。また途中終了などの一切の権限も、当社が有するものとします。 
・シーズン 4 の特典は、選択制ではなく（総合 TOP5 を除く）、達成者確定後、登録住所へ特典が発送されます。 
・特典は予告なく変更となる場合があります。



【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 SKIN JAPAN LIVE 2020開催決定
当社最大級のイベント、「NU SKIN JAPAN LIVE 2020」の開催が決定しまし
た。エンターテインメント性の高い、感動的な一大イベントにご期待くださ
い。

予告編URL： https://youtu.be/9PcZe8l_tTU
開催日程 2020年4月28日（火）～29日（水・祝）

会場 横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜） 

対象 会員（ブランド メンバー、ショッピング メンバー）

表彰対象期間 2019年1月～12月付

【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。

新製品ガルバニック スパ パワーチャージ マスク
＜6月4日（火）正式発売＆価格が決定！＞
デモンストレーションを取り囲むギャラリーの多さ、プレゼンテーションの際の会場の熱気・興奮……。先日の
NU SKIN JAPAN LIVE! 2019では、新製品に対する、数多くの方々からの関心の高さがうかがえました。こ
の、たくさんの注目を集めた新製品の発売日や価格がついに決定しました！ 
今後の最新情報は決定次第、公式WebサイトやEメール等でご案内いたします。 
＜6月4日（火）正式発売＞ 
ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク (製品コード：後日ご案内）

※ADP割引対象製品となります。ADP登録および「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として登録できま
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）



第2期ageLOC アンバサダーが
決定
ageLOC新時代がいよいよ始まった2019年。
愛用していただいている皆様と共にインフルエンサーとしてその魅力を加速度的に広めていく、第2期ageLOC
アンバサダーが決定いたしました。第2回目となる「#ageLOCモデルコンテスト」へのたくさんのご応募の中
から選ばれた、美ボディでアクティブに輝く16名の皆様の活躍にご期待ください。
https://bit.ly/2Josfsk

【予告】雑誌公式Webサイト掲載情報
以下のWebサイトに新製品「ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク」が紹介されますので、ぜひ
ご覧ください。
■雑誌『MAQUIA（マキア）』公式MAQUIA ONLINE https://maquia.hpplus.jp/
３月26日（火）10時公開予定
■雑誌『VOCE（ヴォーチェ）』公式i-VOCE https://i-voce.jp/
３月26日（火）10時公開予定

［プレスルーム掲載予定情報］
新たに「マゴソスクール」 の子どもたちの給食をサポートします
mudefが支援する「Project Magoso」へ250万円を寄
付 
多くのアーティストが集い、子どもたちのために未来の地球のために、さまざまな活動を行う一般財団法人
mudef（ミューデフ）が支援する「Project Magoso（プロジェクト・マゴソ）」への支援を昨年開始しまし
た。このProject Magosoが応援する「マゴソスクール」は、ケニアの首都にある、アフリカでも最大規模のス
ラムにある小学校で、昨年は教科書などを寄贈。今年はその活動をさらに進め、給食支援を行います。
今回の250万円の寄付は、約600人の子どもたちに、朝食を約1年間提供できる金額に相当します。 
ニュー スキン ジャパンは皆様と共に、今後も多くのこどもたちの輝く未来と笑顔につながるためのサポートを
実施してまいります。 詳しくはプレスルームで。
（mudefのWebサイトwww.mudef.net/magoso/ で、ニュー スキンの支援について紹介されます）

各種インフォメーション
■ ニュー スキン カタログ改訂版（2019年3月版）販売開始
※B5版／全136ページ 
・ニュー スキン カタログ（1部）製品コード：03135652 卸売価格：162円
・ニュースキン カタログ セット（カタログ5部・製品リスト1部）* 
   製品コード：03135653 卸売価格：756円（税込）
*今回よりカタログ5部セットには、全製品の価格やPSV・CSV、シェアリング ボーナス等が掲載さ
れた『製品／ビジネス サポート マテリアル・サービスリスト』が1部付きます。 

■ 品切れ製品
現在、以下の製品は、製造および入荷の遅れにより品切れしております。皆様へはご迷惑をおかけしますが、販売再
開まで今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
・ファン リフト ブラシ（製品コード：03000265）※解除予定時期：5月上旬
・ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップ（2個入り）（製品コード：03310052）※解除時期：確認中



■ 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。

■ エクスペリエンス センター情報
・大阪：大阪エクスペリエンス センターの西梅田への移転に伴い、クリスタルタワーでの通常営業は、3月30日
（土）をもって終了します。詳細は、決まり次第Webページにてお知らせします。 
2019年5月（予定）西梅田にてリニューアル オープン
【住所】大阪府大阪市北区梅田 2-6-20 パシフィックマークス西梅田 1階 【TEL】03-5321-3600（代表） 
【営業】月火木金土11：00～21：00、日11：00～17：00（水・祝 休） 
・360°のヴァーチャルツアーで エクスペリエンス センターを紹介しよう
「まるでお店の中にいるみたい！」エクスペリエンス センターがVR（ヴァーチャル リアリティ）で手軽に体験でき
るようになりました。スマートフォンとVRゴーグルを使えば、さらに臨場感のある3D対応のVR体験ができます。
※公式Webサイト→エクスペリエンス センター内にてご紹介。

■おすすめの使い方
・エクスペリエンス センターにお誘いするときに 
・VISIA（ビジア）やバイオフォトニック スキャナーの説明を動画で手軽に 
・ニュー スキンを紹介するきっかけづくりに 

・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）
※3月～6月の毎月第3、第4金曜日と土曜日  
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

3月22日（金）19：30～21：00 ビジネス セミナーVelocity 新しい時代の可能性 荒島 智貴

3月23日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 肌の構造と栄養素 久野 しのぶ 

3月23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とユーススパン～

東城 裕子  
（有）ジュウエル

*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。 

■ 3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 3月31日（日）23：00

電話・FAX 3月30日（土）17：00
エクスペリエンス センター 3月30日（土）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 3月31日（日）23：59
郵送の場合 3月29日（金）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 3月30日（土）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。
※LOI提出の際の本人確認書類について：
氏名、住所、生年月日が確認できる有効期限内のものを使用してください。なお、マイナンバーカードまたはマイナンバー（個人番号）が
記載されているものは、本人確認書類として受理できません。
※ブランド レプリゼンタティブ資格の認定について：
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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