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ニュー スキン リーダーズ カンファレンス 
11月
ニュー スキン リーダーズ カンファレンスは、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。対象の方は、ぜひご参加ください。

開催日・
会場

大阪：11月24日（日）13：00～15：00 大阪OMMホール 2階 Cホール（大阪市中央区）
東京：11月25日（月）15：00～17：00 ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿） 

対象 2019年9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） 
【受付期間】11月6日（水）～11月15日（金）予定 
   ・対象者の方に配信されるメールよりお申し込みください。 
   ・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、受付を終了します。

※詳細は、追ってご案内いたします。 ※上記の内容は、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。

サイエンス & プロダクトセミナー11月
＜対象：10月付資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上＞
ニュー スキン リーダーズ カンファレンスの同日夜にマーク バートレット博士を招いてのサイエンス ＆ プロダ
クト セミナーを大阪と東京で開催します。11月に本トレーニングに参加して、12月の先行販売、そして2020年
1月の正式発売へとビジネス チャンスを拡大していきましょう！ 

開催日・
会場

大阪：11月24日（日）16：00～18：30   大阪OMMホール 2階 Cホール（大阪市中央区大手町）
東京：11月25日（月）18：30～21：00   ベルサール新宿セントラルパーク（新宿区西新宿） 

対象 2019年10月付資格審査中ブランド レプリゼンタティブ以上

参加方法

事前申し込み制（先着順） 
※受付期間：11月11日（月）～11月17日（日）予定 
・対象者の方に配信されるメールよりお申し込みください。 
・1 ID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、受付を終了します。



         【スペシャル ゲスト スピーカー】 
         ニュー スキン エンタープライズ ファーマネックス グローバル リサーチ ＆ 
         ディベロップメント バイスプレジデント マーク バートレット博士 

【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。

ニュー スキン ネクスト セミナー 
＜10月：東京・名古屋・大阪・福岡＞
ネクスト セミナーは、「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です。

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。 
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/office/roadmap/BR_next_seminar.html
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 

10月 福岡： 10月20日（日） 13:00～15:00 エルガーラホール 7階 会議室1
大阪： 10月23日（水） 19:00～21:00 大阪エクスペリエンス センター
東京： 10月26日（土） 13:00～15:00 東京本社
名古屋： 10月27日（日） 13:00～15:00 名古屋エクスペリエンス センター

11月 東京： 11月22日（金） 19:00～21:00 東京本社

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。 

参加方法 事前申し込み制（先着順）:※開催月の1日10時より受付開始（10月開催分は受付中）
※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。

※上記の内容は都合により、変更される場合があります。



＜新ガルバ最新情報＞

新しい使い方動画2本を公開 
geLOC ガルバニック スパ*を使った「フェイス ケア」「ネック＆デコルテ ケア」の使い方動画を、Webページ
に公開します。ぜひ、ご視聴ください。
https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/ageloc_galvanic_spa_system2_bm.html

 【掲載場所】OFFICE ダッシュボード→スライドバナー 【公開予定日】10月4日（金）夕方頃
■使い方動画：フェイス ケア、ネック＆デコルテ ケア、スカルプ ケア 
＊「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

関西コレクションおよび

ageLOC ステージ モデル募集について 
現在、募集している関西コレクションの「ageLOC ステージ モデル募集」ですが、SNSにおけるブランド メン
バー規約、ソーシャル メディア ガイドラインに反する事例がいくつか報告されております。
関西コレクションや本キャンペーンをスポンサリングのために利用することはできず、SNSやブログ、そのほか
一切のメディアで言及することはできません。 
今まで築いてきたニュー スキンの基盤、そしてこれからの長期的なビジネスの発展のため、ぜひ規約を遵守し、
健全な活動をお願いいたします。 
※ブランド メンバー規約、ソーシャル メディア ガイドラインは、オフィス→ビジネス情報でご確認ください。
【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。

エクスペリエンス センター10月
店頭では、季節に応じたキャンペーンやデモンストレーションを開催しています。日程等詳細は各エクスペリエ
ンス センターのNEWSでご確認ください。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/people/company/experiencecenters.html#news

Cafeに期間限定メニュー登場｜大阪
ハロウィンらしく、見た目にも驚きのあるメニュー「ハロウィン限定モンスターシェイク」が期間限定で登場。 

SNS投稿キャンペーン｜東京
指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿してくださった方へ、VISIA体験無料チケットをプレゼント。

製品の魅力を伝えるデモンストレーション
新製品からロングセラー製品まで、多彩な魅力を伝えるデモンストレーションを開催しています。予約不要でど
なたでもご参加いただけますので、ぜひお誘いあわせのうえご参加ください。
・新製品ageLOC ニュートリオール スカルプ ＆ ヘアーセラムのご紹介｜全国 
・TR90 シェイク オリジナルレシピの試飲会｜東京 
・シーズナル メイク アップ ～ドラマチックな秋のトレンドメイク～｜大阪 
・体組成を知って、秋太り対策｜福岡 
・スポーツの秋、タンパク質で上手に健康的な体づくり｜福岡 

エンジョイ ハロウィン 2019開催
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。



実施中：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 ガルバニック スパ＊、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、
お友だち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。
*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。
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（日）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。

各種インフォメーション
■ 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。10月4日（金）より、新たなサービ
スが追加となります。
主な新サービス：返品申請、返金申請 https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/corporate/support.html

■ 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
この度、以下の製品は販売を終了することとなりました。終了時期は、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。 
＜2019年12月をもって販売終了＞
・ニュー スキン Q10 エッセンス（製品コード：03131809） 
※なお、「ニュー スキン Q10 エッセンス」に代わる製品として、ハリや弾力感のあるみずみずしい肌へと導く
美容液「ニュー スキン ビューティー エッセンス デュオ（03101349）」をおすすめします。
＜リニューアルに伴い、2019年12月末販売終了＞
・genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス（製品コード：03003906） 
リニューアル製品：2020年１月発売予定 ※詳細は、決定次第、公式WebサイトやEメール等でご案内します。 
【ADPご登録の方へ】ADPにご登録いただいている当該製品は、1月以降自動的にリニューアル製品へ切り替わ
りますが、発売日以降のお届けとなります。そのため、1月出荷分のみご登録いただいている指定日よりあとに別
送でのお届けとなる可能性がありますので、ご了承ください。 

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜10月13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。
※上記のメンテナンスに伴い、大阪エクスペリエンス センターでは同日13:00以降、製品の注文・会員登録を承
ることができません。ご了承ください。
[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）



■ 出荷業務休業についてのご案内＜10月14日（月・祝）＞
10月14日（月）は祝日のため、出荷業務をお休みします。出荷日は以下となりますので、ご了承ください。な
お、ADP注文作成日の変更をご希望の場合は、10月9日（水）までに手続きをお願いします。
対象となる注文日　 出荷日

10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）に注文した製品　　 10月15日（火）以降

10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）が注文作成日のADP製品 10月15日（火）以降
※支払方法が振り込みの場合は、入金確認後の出荷となります。
※ADP注文作成日の変更方法：マイアカウント→ADP管理→配送情報・注文作成日を編集
[問い合わせ先] 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）

■ 10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 10月31日（木）23：00

電話・FAX 10月31日（木）21：00
エクスペリエンス センター 10月31日（木）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 10月31日（木）23：59
郵送の場合 10月31日（木）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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