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配送遅延についてのお知らせ： 
現在、製品のお届けまでに、入金確認後6～10日の遅延が発生する可能性がございます。今週より作業人員の
増員と24時間態勢での出荷作業を行っており、12月初旬までに通常の配送日数（入金確認後2～5日後）に復旧
する見込みです。
12月5日（木）、6日（金）のオートマティック デリバリー プログラム注文のお届けについては、通常のお届
け（入金確認後2～5日後）より2～3日程度お日にちを要する場合がございます。皆様にはご不便・ご迷惑をお
かけいたしますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

2020年1月～12月
ディレクターズ グロース ボーナス導入
＜対象：ブランド メンバー＞ 
2020年限定で、リーダーシップ チームの育成を強力に後押しするリーダー対象のボーナスを実施します。本
ボーナスを活用して、ディレクター ゾーン（ブランド ディレクター以上）への躍進につなげてください。 
 対象期間  2020年1月1日（水）～12月31日（木）

 対象者  日本登録のブランド メンバー

プログラム
内容

■プール ボーナス 
ニュー スキン ジャパンの売上目標を達成した場合に、条件達成者でプール金（最大2億円）を分配 
■個人パフォーマンス ボーナス 
ニュー スキン ジャパンの売上目標が未達の場合でも、条件達成者にボーナスを進呈 

※プログラム詳細は、オフィス→Velocity内でご確認ください。
【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。



ageLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス
＜製品トレーニング資料公開＞
2003年の誕生以降、ニュー スキンの先端サイエンスを駆使して
リニューアルを重ねてきたロングセラー美容液、トゥルー フェ
イス エッセンス プラス。2020年1月14日（火）に販売開始する
リニューアル新製品のテーマは、「一粒の、上昇ポテンシャル
*1」。ハリを超えた立体感*2を目指す、革新を遂げたカプセル美
容液が誕生します。
エイジング ケア市場の拡大基調に加え、ニュー スキンのさらなる先端サイエンスの進歩を背景にリニューア
ル。2020年、スタートダッシュをかけるためにも新製品をご活用ください。 
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/product/genLOC.html
【掲載場所】オフィス→製品情報→エイジングケア
＊1 新成分により進化したこと。 ＊2 うるおい効果によるツヤ感で立体的に見せる。 
[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）

雑誌掲載情報
以下の媒体で当社製品が紹介されました。ぜひご覧ください。 
雑誌名 25ans（ヴァンサンカン）2020年1月号 出版社 ハースト婦人画報社

発売日 2019年11月28日（木） 価格  800円（税込）

掲載内容 ・ニュー スキン ジャパンの社会貢献活動 
・ライフパック ナノ プラス 
[掲載ページ] 綴じ込み付録『チャリティ白書2020』P27に登場。 
ニュー スキン ジャパンが取り組む、子どもたちのための支援活動について紹介。全製品の売上利
益の1％が、子どもたちの明るい未来へとつながることを伝えてくれています。
また、ライフパック ナノ プラスのリニューアルについての情報も紹介されています。

媒体情報    創刊以来「本物のゴージャス」を追求し続けるクラスマガジン。主な読者層は、物質的にも精神的
にもハイレベルなものを求める美意識の高い女性たち。ファッション、美容、ライフスタイルなど
さまざまな視点から、時代にふさわしい「上質」を美しいビジュアルで紹介しています。 
（発行部数：約70,000部）

※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。

サインアップ チャレンジ 
シーズン4＜10月の達成者を発表＞
公式Webサイト内オフィスにて10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。エント
リー中の方もまだの方も、12月が最後の達成のチャンスです。ぜひ、チャレンジしてください。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/office/challenge/season4.html#new
 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 

ソーシャル メディア アカウント申請キャンペーン
11月30日（土）まで／300円分のクーポンをプレゼント！



ソーシャル メディアを適正に活用したビジネスをより多くの方に知っていただくた
め、アカウントの申請で300 円分のクーポンがもらえるキャンペーンを実施してい
ます。期間終了まで残り僅か、まだ参加していない方はこの機会をお見逃しなく。

ソーシャル メディア アカウント申請とは？
ニュー スキン ビジネスのためにInstagram、Facebook、Twitter などのソー
シャル メディアを利用する場合、アカウントの申請が必要となります。詳しく
は、オフィス→ビジネス情報内で。

【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。

各種インフォメーション
■ 販売終了予定製品
以下製品の販売を終了いたします。販売終了時期は、販売状況により前後します。あらかじめご了承ください。
＜2019年12月31日（火）をもって販売終了＞
・genLOC ガルバニック 一目でわかる使い方リーフレット（製品コード：03136140）
＜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＞リニューアル製品：2020年１月14日（火）発売
・genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス（製品コード：03003906）

■ 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。
製品名 製品コード 解除／配送予定時期

TR90 ボディ システム パッケージ 03136779 12月中旬 ※後送扱いで承り中

genLOC ガルバニック ボディ スパ 03101335 12月中旬 ※後送扱いで承り中

モイスチャー ティッシュ ペーパー（240枚 120組） 03121456 12月上旬

マリンオメガ 03003536 12月下旬

■ 倉庫移転に伴う製品返送先の変更について
10月21日より、返品・交換の際の製品の返送先が変更されました。旧住所あてに返送した場合は、荷物の受け取
りができないため、荷物の依頼主である皆様の元へ返却されます。その際、配送業者によっては転送料金が発生
する場合がありますのでご注意ください。なお、返品・交換の際は、あらかじめ当社への連絡が必要です。
＜製品返送先の新住所＞
〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-7-4 ニュー スキン ジャパン 株式会社 返品交換係  0120-377-499 

■ 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。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。問い合わせ先：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）

■ 11月度・12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
11月
ポイント締切日

オンライン注文 11月30日（土）23：00
電話・FAX 11月30日（土）17：00
エクスペリエンス センター 11月30日（土）19：00

12月
ポイント締切日

オンライン注文 12月31日（火）23：00
電話・FAX 12月31日（火）13：00
エクスペリエンス センター 12月30日（月）19：00

11月
BR*資格申請締切日

オンラインで提出の場合 11月30日（土）23：59
郵送の場合 11月29日（金）必着

12月
BR*資格申請締切日

オンラインで提出の場合 12月29日（日）23：59
郵送の場合 12月27日（金）必着

*BR：ブランド レプリゼンタティブ
（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。

■ 年末年始営業のご案内
ニュー スキン ジャパンの年末年始の営業日をお知らせします。 
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