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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＞
皆様のアクティブなビジネス活動を後押しする人気のプログラム、もうエントリーはお済みですか？ エント
リー後に、「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、チャレンジは達成です！
※3月の達成者は5月発表予定。3月、4月の達成者への特典の発送は6月を予定しています。
期間 2019年3月～2019年12月31日（火）＜エントリー制＞ ※全ブランド メンバー対象（日本登録）

【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登録月の合計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担当スタッフまでへご連絡ください。



ニュー スキン リーダーズ カンファレンス＜5月情報＞
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。
開催日
・会場

東京：5月27日（月）13：00～16：00（予定）ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿）
大阪：5月29日（水）13：00～16：00（予定） TKPガーデンシティ大阪淀屋橋（大阪市中央区今橋）

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
参加
方法

事前申し込み制 ※先着順
■申込期間：5月8日（水）10：00 ～ 17日（金）23：00
■申込方法：対象者の方に5月7日（火）にメールにてお知らせいたします。 
※当社からのメール（ nu_skin_japan@nuskin-email.com ）が受信できるよう設定してください。 
※1ID につき最大2名（本人およびパートナー登録者）まで申し込めます。
※定員に達した時点で、申し込み受付を終了します。 

ニュー スキン サクセス アカデミー＜7月開催＞
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！第1期の参加申し込み受付中です。 
※キャンセル ポリシー等詳細は、オフィス>ロードマップ内の本ページにてご確認ください。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/EBP_successAc2019.html

開催日
・会場

韓国 仁川：2019年7月8日（月）～10日（水）
パラダイス ホテル＆リゾート パラダイスシティ
（予告映像） https://youtu.be/QStejryqSdc 

参加資格 6月時点でエグゼクティブ ブランド パートナー カウント中 
（1）ブランド レプリゼンタティブ～シニア ブランド パートナーで、第1世代に資格審査中ブラン
ド レプリゼンタティブ以上（資格達成に必要なブランド レプリゼンタティブを含む）が4名いる人
6月付エグゼクティブ ブランド パートナー以上 
（2）NEWエグゼクティブ ブランド パートナー以上（2019年1月付～6月付）
（3）第1世代に（1）または（2）の参加者がいるエグゼクティブ ブランド パートナー以上
（4）上記以外のエグゼクティブ ブランド パートナー以上

スケ
ジュール

7月8日（月）ホテル チェックイン（現地集合） 
7月9日（火）トレーニング（終日） ※参加必須、3食付き 
7月10日（水）ホテル チェックアウト（現地解散）

登録方法 事前申し込み制：※Web内本イベントページでご案内している専用ページよりご登録ください。
■期間【第1期】 4月25日（木）17：00 ～ 5月13日（月）23：00
         【第2期】 5月27日（月）17：00 ～ 6月5日（水）23：00
※登録後は、いかなる理由でも登録料の返金はできません。また6月8日以降のキャンセルの場合、
キャンセル料も発生します。キャンセル ポリシー詳細についてはオフィスにてご確認ください。
※1ID につき最大2名（本人およびパートナー登録者）まで申し込めます。 
※第1期の申込者は、パラダイス ホテル＆リゾート パラダイスシティでの宿泊が優先されます。
※第2期の申込者は、タイトルに関わらず、宿泊先がパラダイス ホテル＆リゾート パラダイスシティ以外と
なる可能性があります。 



登録料 1人当たり10,000円（税込） ※特典対象者には全額返金（下記「特典」参照）

特典 （1）ブランド レプリゼンタティブ～シニア ブランド パートナーで、 第1世代に資格審査中ブラ
ンド レプリゼンタティブ以上（資格達成に必要なブランド レプリゼンタティブを含む）が4名い
る人 
登録料：全額返金 交通費補助：10,000円（税込） 宿泊費

（2）NEWエグゼクティブ ブランド パートナー以上（2019年1月付～6月付）
登録料：全額返金 交通費補助：30,000円（税込） 宿泊費

（3）第1世代に（1）または（2）の参加者がいるエグゼクティブ ブランド パートナー以上
登録料：全額返金 交通費補助：なし 宿泊費

（4）上記以外のエグゼクティブ ブランド パートナー以上
登録料：補助なし 交通費補助：なし 宿泊費
※登録料の返金分、交通費の補助分は、8月支払いのボーナスと共にお支払いたします。

※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。

NU サクセス トリップ 2019 シンガポール
ダイジェスト動画 & フォトギャラリー公開
NU サクセス トリップの魅力満載！3月24日～3月28日に開催され
たトリップの動画と写真を公開しました。 
【スペシャルサイト】
http://www.successtrip.jp/2019-spring-singapore/
【新規公開内容】
ダイジェスト動画、フォトギャラリー、達成者紹介ページ

ニュー スキン ネクスト セミナー
＜5月1日（水・祝）10時受付開始＞
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
とそのアップラインが参加できる約2時間のセミナーです。
5月は、東京での開催です。
■5月24日（金）19:00～21:00 東京本社で開催（定員50名） 

以下申込用URL等の詳細はオフィスページ内に掲載
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html
※事前申し込み制（先着順） ※申込受付期間は、開催月の1日10：00～開催日の5日前です。 
※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。 

ガルバニック スパ* パワーチャージ マスク 最新情報
パワーチャージ マスク発売記念キャンペーン
＜6月4日（火）発売＞
6月4日（火）の正式発売を記念して、美顔器ガルバニック スパ*とパワーチャージ マスクのお得なデビュー 
セットが同日より登場します（1 IDにつき1セット限定）。 



美顔器ガルバニック スパ* デビューの方におすすめしやすいセットです。PDFには、今すぐ美顔器ガルバニッ
ク スパ*を始めたい方へ向けたパッケージも掲載。ぜひビジネス活動にお役立てください。
■キャンペーン情報が掲載されているビジネス メンバー向けのWebページ で詳細情報はご覧ください。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc_power-charged-mask_bm.html

■＜多くの方々へご案内ください＞ショッピング メンバー向けのWebページ
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc_power-charged-mask.html

＜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。 
＊SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

NUパワーデイ＠Tokyo Experience Center 
5月16日（木）～18日（土）開催決定 
注目の新製品ageLOC ガルバニック スパ* パワーチャージ マスクの魅力を伝えるスペシャル イベントを開催
します。デモンストレーションのほかにも、このイベント限定のSNS映えするディスプレイや撮影スポットな
どが登場し、東京エクスペリエンス センターがいつもとは違う空間に。パワーチャージ マスクの発売前の今こ
そ、新規の方をお誘いしてその魅力を広めてください。 

【場所】東京エクスペリエンス センター 【時間】11：00～19：00
【参加方法】予約不要・どなたでも参加可 
※セッションの時間など、詳細は決まり次第お知らせいたします。 
※上記イベント開催中、東京エクスペリエンス センターは通常営業をし
ております。イベントスペース確保のため、通常のレイアウトと異なるこ
とや混雑が予想されますので、あらかじめご了承ください。 
＊SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

ageLOCアンバサダー 
美ボディ事情4を公開
今回のテーマは、疲れたときに本当にすべきこと 
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。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc-ambassador.html#4
【掲載場所】Webトップ>Campaign 詳しくはこちら「SPECIAL キャンペーン」 より

各種インフォメーション
■「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。

■ 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、販売再開まで今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
・＜品切れ日：4月25日（木）＞ マリンオメガ（製品コード：03003536）※リニューアル製品発売：6月予定 
※配送分は現行品が終了しました。エクスペリエンス センターも、近日中に現行品は終了予定です。 
・＜品切れ日：3月20日（水）＞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。
[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）

■ エクスペリエンス センター情報
・大阪  ＜5月26日（日）12：00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） 

・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）※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 スピーカー  ※敬称略
4月26日（金） 
19：30～21：00

ビジネス セミナー
「なりたい自分」になるための考え方

市川 継哉

4月27日（土）
11：30～12：10 

エンゲージメント セッション* 
美肌になる3つの条件とは

岡本 侑子 

4月27日（土）
13：30～14：10 

エンゲージメント セッション *  
負けない明日をつくるために～ファーマネックス製品を知る
～ ジースリー スポーツ、オーバードライブ、グルコイーズ

荒島 智貴

*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。 

■ ゴールデンウィーク中の営業と製品出荷のお知らせ
＜営業＞

＜製品出荷＞

■ 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
ゴールデン ウィーク中の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。 そのため、お振り込みで4月のポイントをご希望の場合、今月度ポイントとなるのは、4月26
日（金）扱いで正しく入金されたものです。
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）

■ 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、4月1日（月）より休業中です。
（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。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/basic_information/submit_loi.html
※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。

■ システム メンテナンスのお知らせ 
＜5月12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）
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