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ネクスト セミナー＜東京4月20日（土）開催＞
成功への第一歩を踏み出したNEWブランド レプリゼンタティブの方々をたたえると共に、次なる一歩を後押し
するために、ニュー スキンのミッション、ビジョン、ストラテジーのほか、最新情報やビジネスの進め方など
をお伝えします。ぜひ、NEWブランド レプリゼンタティブを達成された方は、アップラインの方と一緒に参加
してください。最新情報はオフィス→ロードマップの本イベントページ内で。
開催地および
予定スケ
ジュール
※5月以降は、
追ってご案内 

【東京】4月20日（土） 13:00～15:00 東京本社（定員50名） 

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

プログラム
内容
※参加当日
は、筆記用具
をご持参くだ
さい

・Opening（レコグニション、セミナーの目的、ミッション、ビジョン、ストラテジーな
ど） 
・ビジネス戦略（サクセス ロードマップ、サインアップ チャレンジ シーズン4、Velocity） 
・ニュー スキン ビジネスにおけるソーシャルの活用例など 
・リーダースピーチ（ベスト プラクティスの共有など） 
・製品の情報、ツール活用方法 
・Valueビデオ 
・Closing （「次の一歩」のためのコミットメント）

参加方法 事前申し込み制（先着順）※東京は、残席わずかとなっています。
東京 https://www.nuskin-ent.jp/event/surl/nextseminar20190420
※開催日の５日前までにお申し込みください。 ※1ID 2名（パートナー登録者を含む）まで申
し込めます。 ※定員に達した時点で、受付を終了します。 

※上記の内容は、会社の都合により、変更される場合があります。
【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担当スタッフまでご連絡ください。



ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク最新情報
＜ビジネス サポート ツールをアップデートしました＞
ビジネス サポート ツール集約ページに以下をアップデートしました。ぜひ、2019年6月正式発売までのビジネ
ス活動にお役立てください。今後の最新情報は、随時Eメール等でご案内いたします。 
・製品トレーニング資料、使い方動画、体験VOICE動画、新製品の紹介フライヤー
（掲載場所：オフィス>製品情報>エイジング ケア）
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）＜6月4日（火）正式発売＞ 

※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。 
＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

雑誌公式Webサイト掲載情報
「ageLOC ガルバニック スパ パワーチャージ マスク」が紹介
Web
サイト名

i-VOCE ＜雑誌『VOCE（ヴォーチェ）』＞ 
https://i-voce.jp/

出版社 講談社

掲載内容 [公開中]「スキンケア」ページに登場。 VOCEの読者3人が発売前の製品を試し、その感想を寄せ
るレポート風のページに！ 実際に製品を使っているシーンもご覧になれます。
https://i-voce.jp/feed/13035/ （掲載記事URL）

Web
サイト情報

「キレイになるって面白い！」をキーワードに、美容感度の高い読者に支持されているビューティ
エンタテインメント マガジン『VOCE』のWebサイト。濃い「美容好きさん」に向けて、コスメを
買うのに役立つ情報を提供。 

Web
サイト名

MAQUIA ONLINE  ＜雑誌『MAQUIA（マキア）』公式＞
https://maquia.hpplus.jp/

出版社 集英社

掲載内容 [公開中]マキアオンライン編集スタッフが見つけた、とっておきの最新情報をお知らせする
「MAQUIAオンライン編集部（トップ>モデル＆編集部 >マキアオンライン ）」ページに登場。
「マスクの上から美顔器を使う」という新感覚のお手入れについて解説してくれました。
https://bit.ly/2TAK47n
また、4月に1週間、スマホ＆タブレット用トップページを「ageLOC」バナーがジャックする予定
です（掲載日未定）。



Web
サイト情報

きれいという運命は自分でつくる。そんな「自分の中のカを、もっともっと磨きたい」と思ってい
る女性たちのためのビューティ誌『MAQUIA』のWebサイト。人気のコスメやビューティ情報を掲
載。

※当記事は、雑誌社などの依頼を受けニュー スキン ジャパンが製品情報を提供しましたが、誌面の表現や解釈は、編集部の考えに基
づき作成されたものです。 
※会員の方が媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど）に直接、間接を問わず働きかけ、記事掲載を促進することや媒体からの取材に
応じることは、ブランド メンバー規約違反（規約 第3章 広告宣伝 参照）の対象となります。媒体から取材を依頼された場合は、まず
ニュー スキンまでお知らせください。また、上記でご案内している記事を使い、皆様が当社製品について効果・効能を話すことは薬
機法違反となります。さらに、これらの著作物を無断複製・転写するなどの行為は著作権法に抵触することになりますので、ご注意く
ださい。

ageLOCアンバサダー 
美ボディ事情1を公開
第2期ageLOCアンバサダーの皆様の「美ボディでアクティブに輝く秘訣」を毎週月曜日に更新中。ボディ メイ
クや体力UPに興味のある方に、ぜひシェアしてください。 
Webトップ＞Campaign詳しくはこちらより

《プレスルーム情報》 新しいカタチの子ども食堂
「Kids Café」オープンから2年
食と学びの場、安心できる居場所として、たくさんの子どもたちが利用しています！
運営をサポートしている、セカンドハーベスト・ジャパン（以下2HJ）による初めての
子ども食堂「Kids Café（キッズカフェ）」が開設から2年を迎えました。

2018年4月から2019年2月末までに延べ1,133人の子どもたちが利用しました。 このKids Caféは、食事の提供
と共に、学習支援や体験・交流プログラムを実施する場所で、子どもたちの成長を応援するコミュニティスペー
スとしての役割をもっています。 
ニュー スキン ジャパンはこれからも皆様、2HJと一緒に、子どもたちを笑顔にするための活動に取り組んでま
いります。 
プレスルーム： https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/info/PressRoom/pressroom.html
CSRサイト： http://www.nuskincsr.jp/

エクスペリエンス センター情報
・大阪エクスペリエンス センター＜5月26日（日)リニューアル オープン＞ 
大阪エクスペリエンス センターは西梅田にて5月26日（日）正午リニューアル オープンいたします。初のカ
フェ スペースや新しい体験エリアなど、より心地よく生まれ変わった空間にご期待ください。
【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） 

・名古屋：4月1日（月）よりゲストの体験が無料化 
名古屋エクスペリエンス センターを通じて、より多くの方にニュー スキンの魅力を体験・体感していただくた
め、ゲストのトータル体験（500円相当）が初回無料でご利用いただけるようになりました。スポンサリングや
製品紹介など、皆様のビジネスにお役立てください。 
開始日 2019年4月1日（月） 

無料化の対象

ブランド メンバーがお連れしたニュー スキンに入会していないゲストお1人に付き1回分の
トータル体験*
＊トータル体験：VSIA（ビジア）、ファーマネックス バイオニックスキャナー S3、エステ
ティック エリア（genLOC ルミスパ、genLOC ガルバニック スパ システムⅡなどがご利用
いただける体験エリア）

利用方法
ご利用当日にオンライン受付を済ませ、スタッフに体験する方がゲストであることをお伝えく
ださい。 



※トータル体験には、ご利用枠の当日受付が必要です。ご利用枠が埋まっている場合はご利用いただけません。
※トータル体験を無料でご利用いただけるのは、ゲストお1人に付き1回までとなります。 
※ブランド メンバー、ショッピング メンバーがトータル体験を利用する場合には、従来どおり有料です。 
※名古屋エクスペリエンス センターのみでの実施となります。 

・名古屋エクスペリエンス センターセミナー（申し込み不要）
ニュー スキン の魅力がわかるセミナー：6月までの毎月第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、スピーカーは追ってご案内）
4月19日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー
4月20日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 
4月20日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション* 
4月26日（金） 19：30～21：00 ビジネス セミナー
4月27日（土）11：30～12：10 エンゲージメント セッション* 
4月27日（土）13：30～14：10 エンゲージメント セッション *

*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。 

各種インフォメーション
■ 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または後送扱いとなっております。皆様へはご迷惑を
おかけしますが、販売再開、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。
・genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル（製品コード：03003876）※後送扱い ※配送予定：4月中旬
・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

■ 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。

■ リニューアル予定製品（ファーマネックス）
先にご案内していますとおり、「マリンオメガ」をリニューアルすることとなりました。これに伴い、現行製品
からリニューアル製品に切り替わります。切り替え時期は、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。 
・マリンオメガ（製品コード：03003536） 
   ＜現行製品：2019年4月中旬ｄまで販売予定＞    ＜リニューアル製品の発売：2019年6月予定＞ 

※ADPについて：5月の出荷分までは、通常どおりお届けいたします。
※リニューアル製品は、現行製品のEPA、DHAの配合量は変えずに、カプセルを小さく、さらに1日の目安量が8
粒から4粒へと少なくなるため、摂取しやすくなるのが特長です。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。 
[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）



■ システム メンテナンスのお知らせ ＜4月14日（日）14：00～18：00＞　
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）

■ ゴールデンウィーク中の営業と製品出荷のお知らせ
ゴールデン ウィークに伴う期間の営業および製品出荷予定日をご案内いたします。なお、4月27日（土）から5月
6日（月・振休）まで、多くの金融機関で振り込みの取り扱いが休止となりますので、あわせてご注意ください。
＜営業＞

＜製品出荷＞

■ 4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 4月30日（火・休日）23：00

電話・FAX 4月30日（火・休日）17：00 ※特別営業日

エクスペリエンス センター 4月27日（土）19：00
※FAXによる注文受付は、4月30日（火）17：00より5月7日（火）9：00まで停止しますので、ご了承ください。

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 4月30日（火・休日）23：59
郵送の場合 4月26日（金）必着
エクスペリエンス センターに提出の場合 4月27日（土）19：00受付分まで

※ビジネス契約書（LOI）は、東京・名古屋エクスペリエンス センターでのみ受け付けます。
※大阪エクスペリエンス センターは西梅田への移転準備のため、5月26日（日）まで休業中です。
（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。

■ 個人情報保護方針の改定について
個人情報保護の強化を目的として、個人情報保護方針がグローバル統一の内容に改定されました。なお、個人情
報の管理方法や利用目的等は、従来どおりです。
【掲載場所】Webサイト＞フッター＞「個人情報に関する取り扱い」 
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