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サクセス ロードマップ情報
NU サクセス トリップ 2019 バリ（2019年9月開催）で発表されたサクセス ロードマップの最新情報をお知ら
せします。成功への通過点であるニュー スキンのイベントを活用し、ダウンラインと共に前進し続けること
で、トップリーダーという頂点へと上る足掛かりとしてください。

2020年夏 ニュー スキン サクセス アカデミー
2019年夏、新たな熱狂を生み出した、本気でニュー スキン ビジネス
の成功を目指す方のためのトレーニング。来年度から、資格取得条件の達成月が2ヵ月に変更されます。 
【開催地】台湾 台北 【開催日程】2020年6月下旬または7月初旬【対象期間】2020年1月～4月
【参加資格取得条件】対象期間中の2ヵ月（連続していなくても可）で、以下を満たす必要があります。
■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
1ヵ月目 ・自身がブランド レプリゼンタティブ以上を達成する

・第1世代に4名のQBR以上を育成する
2ヵ月目 ・自身がブランド パートナー以上を達成する

・第1世代の4名のうち1名以上を、ブランド レプリゼンタティブに育成する
※QBR：資格審査中プランド レプリゼンタティブ

■エグゼクティブ ブランド パートナー以上
1ヵ月目 ・エグゼクティブ ブランド パートナー以上を維持する
2ヵ月目 ・エグゼクティブ ブランド パートナー以上を維持する
・日本登録のブランド メンバー（JA番号をおもちの方）対象のプログラムです。
・維持条件の1ヵ月目達成以降に登録したパートナーは、本トレーニングに参加できません。
※詳細は、追ってご案内いたします。 ※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。
-----------------------------------------------------------------------------------------
2021年春 サクセス トリップ 2021 ハワイ
毎年「だれと行くか」を明確に思い描けるよう、サクセス トリップが生まれ変わります。2021年より、開催地
は継続してハワイとなります。対象期間は1年となり、達成条件の幅も拡大。このトリップへの参加を、さらな
る成長への原動力としてください！
【開催地】ハワイ 【開催日程】2021年春 【対象期間】2020年1月～12月
【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
                 ＜同行できる方＞ パートナー登録者、2親等以内かつ18歳以上の家族* 
               *別IDでブランド メンバー登録していても、ブランド レプリゼンタティブ未満であれば可。

【参加資格取得条件】
・基準月  ：2016年9月 
・対象期間：2020年1月～2020年12月 
・参加条件：以下（1）～（3）のいずれかを満たすこと  
   （1）タイトル昇格による達成条件

    （2） ボリューム増加による達成条件
    （3） プレジデンシャル ディレクターの達成条件

※達成条件の詳細は、オフィス→ロードマップ内の本イベントでご確認いただけます。
【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。



サインアップ チャレンジ 
シーズン4 ＜8月の達成者を発表＞
公式Webサイト内オフィスにて8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。 まだエントリーしていない方は、ぜひチャレンジしてください。
 対象  全ブランド メンバー対象（日本登録）
 エントリー期間  2019年12月31日（火）まで https://pro.form-mailer.jp/fms/76cdf7a5165745
 特典  NU SKIN JAPAN LIVE 2020 での表彰 ほか 

ショッピング メンバー登録 ＆ 製品購入で
ウェルカム キットをプレゼント
ショッピング メンバー入会月の翌月末までに製品をご購入いただいた方全員に、お得なクーポンが付いた
「ウェルカム キット（Welcome Kit）」をプレゼントしています。ニュー スキンへの入会を検討している方
に、お伝えください。

キット内容： 1,000円分の割引クーポン／製品カタログ／子どもたちの笑顔を広げるメッセージ カード

エクスペリエンス センター10月
「エンジョイ ハロウィン 2019」開催　



～とびっきり楽しくて、お得なプロモーション～
エクスペリエンス センターでは10月12日（土）からハロウィン ディスプレイに衣替えして、皆様のお越しを
お待ちしております。話題の新製品をいち早く購入し、可愛い限定のロゴ入りプレゼントと共に10月だけのお
得なプロモーションをお楽しみください。
新製品のデモンストレーションも実施予定。詳細は決まり次第、公式Webサイトにてお知らせいたします。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news
10月1日（火）～
ファーマネックス製品が含まれる「スタートアップ」キットまたはageLOC 
ニュートリオール スカルプ & ヘアー セラム（10月18日＜金＞販売開始）のご
注文で、オリジナル ハロウィン クリアファイル & トータル体験チケットプレ
ゼント。体験チケットは、お友達へのプレゼントにもピッタリです。ぜひ、お
誘いあわせのうえ、ご来店ください。

10月15日（火）～
1回のご注文が15,000円（税込）以上の場合、オリジナル ハロウィン Tシャツ* （メンズMサイズのみ）プレ
ゼント ＊10月15日（火）よりスタッフも着用する楽しいデザインのTシャツです。ぜひ、実物をご覧ください。
※上記のキャンペーンはどちらも数量限定のため、プレゼントがなくなり次第終了となります。

製品情報

ageLOC ルミスパ アクセント トリートメント チップ
について
「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）の色が、10月上旬より「クリアカラー」から「ブルー」へと変更予定です。
なお、「ageLOC ルミスパ アクセント」（製品コード：03310050）の付属品の「ageLOC 
ルミスパ アクセント トリートメント チップ」はすでに切り替えずみです。
※トリートメント チップの素材（シリコン）、製品コード、価格等に変更はありません。

各種インフォメーション
■ 消費税率改定に関するお知らせ
10月1日（火）施行の消費税率の改定に伴い、製品等の税込価格が変更されます。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/faq/201910_tax.html
・ビジネスツールの切り替え
切替日 対象ビジネス サポート マテリアル 製品コード

配送分：9月25日（水）注文分
より切り替え
持ち帰り：9月26日（木）より
順次切り替え

ニュー スキンへのご案内 03136204
ニュー スキン カタログ（1部） 03135652
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） 03135653
購入契約書（領収書）（20枚組） 03135166

※大阪エクスペリエンス センターでは、「ニュー スキンへのご案内」「ニュー スキン カタログ」のみ、持ち帰り注文が可
能です。 
※7月～9月に購入された未使用・未開封の「ニュー スキンへのご案内」は、ご希望の場合は10月版に交換しま
す。10月～12月の期間内に、当社シッピングまでお申し出ください。

・公式Webサイトでの価格表示の切り替えについて 
10月1日（火）0：00に、改定後の価格表示に切り替わります。
なお、グローバル システムを使用しているため、一部（検索によって表示される候補製品一覧等）、切り替えに
時間を要する可能性があります。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご了承くださるようお願いします。 



■ 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、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。
・モイスチャー ティッシュ ペーパー（240枚 120組）（製品コード：03121456） 
  ※品切れ解除予定時期：12月中旬
・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：9月末～10月中旬

■ 販売終了予定製品
＜2019年9月末をもって終了：お得な定期購入セット＞ 
・ライフパック T ＆ ユース セット（製品コード：03136618） 
・ライフパック T セット（製品コード：03136624） 
・ライフパック C ＆ ユース セット（製品コード：03136547） 
・ライフパック C セット（製品コード：03136623） 
・プレミアム セット（製品コード：03136619） 
・ユース ＆ ナノ セット（製品コード：03136548） 
・ベーシック セット（製品コード：03136620） 
・アールスクエア ＆ ナノ セット（製品コード：03136770） 
【ADPご登録の方へ】当該製品は、現行製品の販売終了後、ADP登録から自動的に削除されます。

＜2019年9月中に終了：reDESIEN 90＞ 
・reDESIGN フェイス スパ スターター パッケージ（製品コード：03136148） ※配送分は終了済み
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（グッド）（製品コード：03136149） 
・reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ（ベター）（製品コード：03136150） 
・reDESIGN ボディ スパ スターター パッケージ（製品コード：03136144） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（グッド）（製品コード：03136145） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（ベター）（製品コード：03136146） 
・reDESIGN ボディ スパ ADP パッケージ（ベスト）（製品コード：03136147） 
・reDESIGN デイリー フェイス ケア ADP パッケージ（製品コード：03136152） 
【ADPご登録の方へ】当該製品は販売終了後にADP登録から自動的に削除されます。 

＜2019年9月30日（月）をもって販売終了予定＞
・ニュー スキン エクスフォリエント スクラブ（製品コード：03102707）

■ 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。

■ 10月からのご注文代金の振り込みに関するお願い
10月1日からの消費税率変更に伴い、製品等の税込価格や配送料などが変更となりますの。お振り込みの際は、
今一度注文明細書等で金額をご確認のうえ、お振り込みください。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）

■ システム メンテナンスのお知らせ 
9月30日（月）23：30～10月1日（火）9：00（約9時間30分） 
消費税率の改定に伴うシステム メンテナンスにより、9月30日（月）23：30から約9時間30分、ニュー スキン 
ジャパン公式Webサイトおよび公式アプリにおいて、製品の注文、ADPの登録および登録内容の変更、ブランド 
メンバーおよびショッピング メンバー登録の申請ができません。 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。 ※ページの閲覧は可能です。 ※メンテナンス時間は、都合により長引く場合があります。 



■ 9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
お支払い方法がお振り込みの場合、確実に9月度のポイントとするためには、9月27日（金）扱いまでにお振り込
みいただき、30日（月）には、ポイント照会にて確認できる状態にされることをおすすめいたします。
ポイント締切日 オンライン注文 9月30日（月）23：00

電話・FAX 9月30日（月）21：00
エクスペリエンス センター 9月30日（月）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 9月30日（月）23：59
郵送の場合 9月30日（月）必着

（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。
【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。
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