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NU サクセス トリップ公式Webサイト更新

ダナンの魅力満載の新着動画も公開中
7月より、NU サクセス トリップ 2020 ダナンの対象期間がスタートします。ぜひ、この世界有数のビーチリ
ゾートで開催されるトリップをグループ全員で目指してください。http://www.successtrip.jp/2020-spring-danang/

開催地／開催時期 ベトナム ダナン   2020年春（滞在先：シェラトングランド・ダナンリゾート）

参加者
維持条件の達成月が4～5ヵ月の場合：1IDにつき1名
維持条件の達成月が6ヵ月の場合：1IDにつき2名

サインアップ チャレンジ シーズン4
＜5月の達成者を発表＞
サインアップ チャレンジ シーズン4の5月の達成者を発表しまし
た。達成した皆様、おめでとうございます。 詳細は、オフィス＞サインアップ チャレンジ シーズン4で。
対象 全ブランド メンバー対象（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 

ネクスト セミナー 7月開催
＜皆様のご要望にお応えし7月から参加対象者を拡大＞
「SHARE（シェア）」から「BUILD（ビルド）」への飛躍、8ブロック
（4,000GSV）を目指す方へ向けたビジネスセミナー。

ニュー スキンへの確信を深め、目標設定に役立ててください。さらなるステップアップを目指しましょう。 
オフィスでは、11月までの開催情報を掲載中です。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html



7月
カレンダー

福岡： 7月20日（土） 13:00～15:00 エルガーラホール* 7階 会議室1 （定員40名）
*福岡市中央区天神

名古屋： 7月21日（日） 13:00～15:00 名古屋エクスペリエンス センター（定員40名）

東京： 7月26日（金） 19:00～21:00 東京本社（定員50名） 

プログラム
内容

・オープニング： ミッション・ビジョン・プラットフォーム戦略について、会社の方向性の共有 
・ビジネス戦略：Velocityの可能性、サクセス ロードマップの意図やストーリー、ソーシャル
                       メディアの可能性、活用事例など
・リーダースピーチ： ベスト プラクティスの共有、4,000GSVを達成するためのアプローチなど
・製品関連情報：ビジネス初期段階の方が活用しやすい製品の基礎知識、新規獲得・安定流通
                        につながるアプローチ
・クロージング：創業者の理念・社会貢献活動「Force for Good」の紹介など、テーブルごとに
                       セミナーでの学びや「次の一歩」に向けたアクションプランを発表 
※筆記用具をご持参ください。 ※参加人数によりプログラムに変更がある場合がございます。 

対象 ① 資格審査中ブランド レプリゼンタティブ（QBR） 
② ブランド レプリゼンタティブ 
③ 第1世代に①または②の参加者がいるブランド パートナー以上 

参加方法 事前申し込み制（先着順）＜7月1日（月）10時より受付開始＞
※オフィス内の本イベントページ内より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。

ライアン ナピアスキーが「アメリカ訪問販売協会」会長に就任
6月、ライアン ナピアスキー（ニュー スキン エンタープライズ 社長）が、アメリカ訪問販売協会（以下
DSA）の会長に就任しました。任期は1年です。ニュー スキンのマネジメントが同職に就くのは、2014～2015
年のM. トルーマン ハント（当時 社長 兼 最高経営責任者、現バイスチェアマン）に続き2人めです。 
ニュー スキンはこれからも、DSAとの協力体制をよりいっそう強化しながら、皆様のビジネス環境をより良く
サポートしてまいります。
アメリカ訪問販売協会（DSA）：アメリカの主要なダイレクト セリング企業を会員とする事業者団体。

プレスルーム更新予定「リーダー・イン・ミー」
学校変革プログラム「リーダー・イン・ミー」 2019年度は公立小学校17校、計6,998名の児童を支援。 
詳しくは公式Webサイト内プレスルームで。

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
＜もっと体験しやすくサービスを一部変更します＞
より多くの方にニュー スキンの魅力を体験していただくために、エクスペリエンス センターのサービスを以下の
ように変更いたします。 
（1） VISIAの予約枠を増設 東京 ＜7月25日（木）より＞
より多くの方が肌状態を把握できるよう、VISIA（ビジア）予約枠を増設いたします。それに伴いカウンセリン
グ ルームでのサービス提供は中止とし、予約受付は7月20日（土）までといたしますので、ご了承ください。 

（2）スキャナーを無料・セルフ化 全国＜7月25日（木）より＞
より気軽に栄養状態をチェックできるよう、すべてのエクスペリエンス センターでファーマネックス バイオ
フォトニック スキャナー S3を無料化。予約不要で、ご自身で気軽にお使いいただけるようになります。

（3）ビジネスのご相談はホットラインに 東京・名古屋 ＜7月25日（木）より＞
カウンターでのスタッフによるビジネスに関する受付は、ビジネスのご相談は「ホットライン」、LOI申請は
Webでの受付となります。 



（4）事前予約の受付が14日前からに 大阪  ＜7月1日（月）より＞
VISIA、スキャナー、エステティック エリアの予約受付開始が、30日前から14日前に変更となります。

■ イベント・セミナー カレンダー
・ニュー スキン サクセス アカデミー：（申込制/規定の資格条件達成者）
韓国 仁川：7月8日（月）～10日（水）（開催会場：パラダイス ホテル＆リゾート パラダイスシティ） 

・NU サクセス トリップ 2019 AUTUMN バリ（申込制/規定の資格条件達成者）
バリ島：9月9日（月）～9月13日（金）（滞在先：ザ リッツカールトン バリ）

・LIVE 2019 （事前登録制）
アメリカ ユタ州 ソルトレイクシティ：10月9日（水）～11日（金）
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/roadmap/nsLIVE2019.html

登録受付
スケジュール

■早期登録（299米ドル）
2017年6月付～2019年6月付 プレジデンシャル ディレクター：7月9日（火）8:00～ 
2019年7月1日付 エグゼクティブ ブランド パートナー以上 ：7月12日（金）8:00～ 
2019年7月14日までの資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上：7月19日（金）8:00～
■一般登録（399米ドル）
資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上：8月12日（月・祝）15:00以降

キャンセル 
ポリシー

いかなる理由（活動上の問題により参加できない場合を含む）であっても、登録後のキャンセル
には、返金額から所定のキャンセル料が差し引かれます。 
キャンセル時期（日本時間） キャンセル料（税込）

7月9日（火）8：00 ～ 8月13日（火）14：59 50米ドル

8月13日（火）15：00 ～ 9月16日（月・祝）14：59 100米ドル

9月16日（月・祝）15：00以降 全額返金されません
【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。

■ 品切れ製品
現在、以下の製品は、6月4日より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、製品の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。
・ディヴィデンズ シェーブ クリーム（製品コード：03101456）※解除予定時期：8月中旬

■「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。※お客様のご事情による返品および解約に伴う返品には対応しておりません。

■ チャットサポートに新サービス追加
公式Webサイトからログインなしでご利用いただける「チャットサポート」は、会員の皆様からの質問等に、
オペレーターがチャット（テキスト形式の会話）でお応えするサービスです。6月10日より、新サービスが導入
されました。主な新サービス：製品注文、注文内容の変更 ほか https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/support.html

■ 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
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。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】シッピング 0120-377-499 携帯電話：050-3786-0300 （月～金 9：00～17：30 土・日・祝 休）

■ 6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 6月30日（日）23：00

電話・FAX 6月29日（土）17：00
エクスペリエンス センター* 6月29日（土）19：00
＊大阪エクスペリエンス センターでご注文の場合は、6月30日（日）17：00まで。

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 6月30日（日）23：59
郵送の場合 6月28日（金）必着

※エクスペリエンス センター：東京、名古屋のみ受け付けております。最終受け付けは6月28日（金）19：00までに変更となりまし
たので、ご了承ください。 
（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。
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