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ニュー スキン ネクスト セミナー
＜2020年は対象者を拡大＞ 
2020年はプログラムを刷新、対象者を拡大して開催します。サクセス ロードマップの重要なステップとなるこ
のセミナーで、次のゴールを見つけ、行動計画を明確にしましょう。ぜひ、アップラインの方と一緒に参加して
ください。

対象者 資格審査中ブランド レプリゼンタティブ（QBR）以上の方

開催日
東京 （東京本社）：1月24日（金）19:00～21:00 
※2月の会場のスケジュールは、オフィス→ロードマップ内の本セミナーページで掲載。 

申し込み 1月1日（水）10：00より開始

プログラム内容 オープニング ／ビジネス戦略 ／リーダースピーチ／プロダクト戦略／クロージング



NU SKIN JAPAN LIVE 2020
＜特設Webサイトがオープン＞ 
ニュー スキン ジャパン最大級のイベントの特設サイトが本日オープン。最新情報を随時アップデートしていき
ますので、ぜひチェックしてください。詳しくは公式サイト→オフィス内で。
NU SKIN JAPAN LIVE 2020： 2020年4月28日（火）～29日（水・祝）開催 

～ビタミール3袋購入ごとにニュー スキンが1袋プラス～
この冬、子どもたちに笑顔とビタミールを届けましょう
今年も12月31日（火）*までの期間、ビタミール キャンペーン「シーズン・オブ・ギビング」を実施していま
す。通常は、みなさまのビタミール購入8袋ごとにニュー スキンが1袋上乗せしているところ、期間中は3袋購入
ごとに1袋をプラスして寄付します。
日本で購入されたビタミールを寄付しているマラウイでは、現在も食糧難が深刻で追加の支援が求められていま
す。寄付が通常の約3倍になるこの期間にぜひ、ビタミールを必要としている大勢の子どもたちに笑顔を贈りま
しょう。 *米国の山岳部時間

プレスルーム情報
岩手・宮城・福島の児童養護施設の子どもたちへクリスマス ギフトをプレゼント 
～女子プロゴルファー 永井 花奈 選手と一緒にギフトをラッピング～ 
今年で8年目を迎えるクリスマス ギフト プランを東京本社で12月7日に実施しました。 
※公式Webサイトでご覧ください。13日公開予定。https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/info/PressRoom/pressroom.html

雑誌掲載情報
以下の雑誌に「genLOC ルミスパ」が紹介されました。ぜひご覧ください。
雑誌名 Precious（プレシャス）2020年1月号 出版社 小学館
発売日 2019年12月7日（土） 価格  1,100円（税込）
掲載製品 genLOC ルミスパ
掲載内容 特集「老けない女の『おこもり美容』」内の企画、「美容のプロも頼りにしている！ 噂の『美顔

器』名鑑」（176ページ）で紹介されています。
媒体情報    40代を中心とする働く女性を対象としたラグジュアリーファッション誌。年齢を重ねるごとに美し

さに磨きがかかる、可処分所得も高く消費意欲旺盛な、そんな女性に向け、ファッション、美容、ラ
イフスタイルなどの情報を発信しています。 
（発行部数：約75,000部）

※当記事は、雑誌社などの依頼を受けニュー スキン ジャパンが製品情報を提供しましたが、表現や解釈は、編集部の考えに基づき作成されたもので
す。
※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。



人気のキーマ風カレーが12月31日で販売終了 
～お買い忘れなく！～
永谷園との共同開発による本格的なキーマ風の「プロテインでカレー」。タンパク質が20gも摂れるのに、糖質
は7g（1食当たり）。ボディメイク中の方はもちろん、カレー好きの方にも自信をもっておすすめするレトルト
カレーです。何かと慌ただしい年末年始にも大活躍間違いなし。帰省土産はコレで決まり！ 
＜2019年12月31日（火）販売終了＞ 
プロテインでカレー 香り豊かな本格キーマ風
   製品コード：03136735 卸売価格：2,529円（税込）
   PSV：18.55　CSV：1,550　シェアリング ボーナス：112円
（税抜） 内容量：750g（150g×5パック） 
※ワンタイムADPは、2019年12月注文指定日分までお届けしま
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）

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
すべてのセンターがクリスマス ディスプレイに衣替え！ 心浮き立つ華やかな雰囲気の中、皆様のお越しをお待ち
しております。 

大阪 プロが伝えるHow to メイクアップ～決め手はやっぱり眉！ アイブロウの描き方基本編～ 
【内容】初心者にも簡単なアイブロウの描き方など、すぐに役立つテクニックをご紹介します。 
【日程】12月21日（土）13:00～／17:00～　※各回30分程度

大阪 Caféに12月限定「リッチベリー チョコレートシェイク」が登場 
【内容】Caféにクリスマス メニューとしてリッチな味わいのシェイクが登場。TR90シェイク チョコレート味
をベースに牛乳、ストロベリーピューレをふんだんに加え、ストロベリーパウダーで仕上げています。
【期間】12月24日（火）まで　【価格】500円（税込）

福岡 「目的に合わせて選べるサプリメント」のご紹介 
【内容】すべての方に摂って欲しいベースサプリメント、ライフパック シリーズの特長をわかりやすくお伝え
します。何かと外食が増えるシーズンにお勧めのグルコイーズ、ファイバーネット、オイスターマックスも併
せてご紹介。グルコイーズの試飲もご用意しています。
【日程】12月14日（土）・21日（土） 11：30～／15：00～ ※各回先着40名様限定 

■ 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。後送扱い品は別送でお届けします。
製品名 製品コード 解除／配送予定時期

genLOC エレメンツ パッケージ Ⅱ 03136025 12月中旬 ※後送扱いで承り中

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

ニュー スキン レニュー ヘアー マスク 03101356 12月中旬～下旬 ※後送扱いで承り中

ニュー スキン トゥルー フェイス ペプタイド ジェル 03102704 12月下旬 ※後送扱いで承り中

マリンオメガ 03003536 12月下旬



■ 販売停止製品
現在、以下の製品は、販売停止しております。皆様へはご迷惑をおかけいたします。
製品名 製品コード
エスネピック ハンド サニタイザー 03110833
ニュー スキン ティ・エス スカルプ 薬用エッセンス ⅩⅦ 【医薬部外品】 03102895
ageLOC ガルバニック スパ スカルプ ケア 3ヵ月セット 03136869

■ 販売終了予定製品
終了予定製品の全情報は、Webページでご覧ください。
https://www.nuskin.com/content/markets/ja_JP/home/updates_info/product_info_top/discon.html

■ システム メンテナンスのお知らせ ＜12月15日（日）15：00～19：00＞
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、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14:00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。

■ 年末年始にかかるシステム メンテナンスのお知らせ 
  ＜12月31日（火）14:00～1月2日（木）23:59＞ 
上記の日程にて約58時間、システム メンテナンスを行います。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。メンテナンス時間は、都合により長引く場合があります。あらかじめご了承ください。 
【影響】 公式Webサイトおよび公式アプリから以下の機能がご利用いただけません。
               ・ブランド メンバー申請／ショッピング メンバー登録／注文／ADP管理
            12月ポイント対象締切り時間が以下のように変更となります。
[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）

■ 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
ポイント締切日 オンライン注文 12月31日（火）13：59

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

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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