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【NANOプラス必見情報】

『ライフパック ジャーナル』発行＆アンチ・
ドーピング認証取得ほか
ニュー スキン ジャパン売上No.1*製品のライフパック ナノ EXが、ライフパック ナノ プラスへとして全面リ
ニューアルし、2020年1月24日（金）に正式発売します。以下の最新情報をお届けします。
＊ニュー スキン ジャパン全製品の中で。   

・『ライフパック ジャーナル』：12月24日（火）から順次、ご注文製品と一緒にお届け
2020年、誕生25周年を迎えるライフパック シリーズの愛され続けてきた歴史を振り返ると共に、ライフパック
新時代の象徴となるライフパック ナノ プラスを大特集。



・アンチ・ドーピング認証を取得
英国LGC社が審査する国際的なアンチ・ドーピング認証プログラム「イン
フォームドチョイス（Informed Choice）」。アスリートの方々にも安心
してご利用いただけます。
・全価格・PSV・CSV情報をオフィス価格情報へ掲載

■正式発売概要

製品
情報

ライフパック ナノ プラス（製品コード：03004252）

  内容量：60パック／30日分目安 
[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）

＜今ならまだ手に入ります！＞
お得なギフトセットで贈る冬の元気 
冬だけの特別なセットが毎年大人気のウインター ギフト キャンペーン。冬の元気をサポートするお得なセット2
種類は、数量限定で好評販売中です。 この冬だけの「特別」をお見逃しなく。 

シェイクY ＆グリーン プラス ギフト セット 
製品コード：03136802 卸売価格：28,620円（税込）
PSV：167.65 CSV：20,126　シェアリング ボーナス：1,325円（税抜） 
［セット内容］TR90 シェイク ヨーグルト味（15 パック）×2箱、ファーマネッ
クス グリーン プラス（30 スティック）×3箱、限定デザイン シェイカーボトル
（非売品）
※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として追加することができます（ADP割引対象外）。

ジースリー ギフト セット 
製品コード：03136808 卸売価格：9,394円（税込）　PSV：57.90　CSV：6,956　 
シェアリング ボーナス：434円（税抜）
［セット内容］ジースリー（ペットボトル900ml）×2本 、ジースリー 専用ギフトボック
ス（非売品） ※「ジースリー ギフト セット」はギフト扱いのセットです。
※ADPへ「今月だけ購入する製品（ワンタイム）」として追加することができます（ADP割引対象外）。

ギフト扱いのセットについて：ギフト配送料は1セット440円（税込）ですが、ギフト セットを含む複数の製品をお買
い上げの場合は、通常の配送料となります。また、会員のお名前で一般のお客様への配送も可能です。パートナー登録さ
れている方のお名前での配送をご希望の場合には、オーダーサービスまでご連絡ください。



ニュー スキン ジャパン公式アプリ

新機能「QRフォト」が登場
ニュー スキン ジャパン公式アプリからのご注文がもっと簡単に。12月25日（水）より「QRフォト」画面で、Nu 
Calendar2020年1＆2月号の所定の画像を読み込むだけで、購入ページへ簡単にアクセスできます。まだ公式アプ
リを使っていない方も、ぜひダウンロードしてお試しください。 

ニュー スキン ジャパン 公式アプリ
2019年10月開始。ショッピングをはじめとする、コンテンツ情報が集約されたモバイル専用の情
報アプリです。アプリならではの快適さや楽しさも提供します。
【動作環境】iOS：10.0 以降   Android：5.0以降

ニュー スキン サクセス アカデミー 2020 台北
<開催日程が変更>
ニュー スキンのリーダーとなるためのトレーニング。本気でニュー スキン ビジネスでの成功を目指す人が集ま
り、サクセス トリップと、その先の目標達成を目指します。
※より多くの方が参加しやすい日程の確保ができたため、開催日程を以下のとおり変更いたしました。
開催時期 2020年7月4日（土）～6日（月）2泊3日

開催地 台湾 台北（シェラトングランド台北ホテル）

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
・第1世代に4名のQBR以上を育成する
・自身がブランド レプリゼンタティブ以上を達成する

2ヵ月目
・1ヵ月目の条件を維持する
・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
・自身がブランド パートナー以上を達成する

※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

参加者 条件達成者（1 IDにつき1名）

特典
・宿泊費（2 IDで1部屋*）   ＊プレジデンシャル ディレクターは1 IDで1部屋。
・一部の食費

登録料

10,000円（税込）
以下に該当する参加者は、本イベント開催後に全額返金されます。
（1）ブランド パートナーまたはシニア ブランド パートナー
（2）NEWエグゼクティブ ブランド パートナー（2020年1月付～4月付）以上
（3）G1に（1）または（2）の参加者がいるエグゼクティブ ブランド パートナー以上
※本イベントに参加しなかった場合は、登録料は返金されません。

・対象期間内（2020年1月～4月）に購入した製品の返品率（返品分のポイント合計を、同期間のGSV合計で割っ
たもの）について、本人が10％以上となった場合、対象外となります。G1ブランド レプリゼンタティブ以上が
10％以上となった場合、そのG1ブランド レプリゼンタティブ以上はサクセス アカデミーの参加資格取得条件達
成のためにカウントされません。
・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。 
※申込方法等詳細は、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。

各種インフォメーション
■ 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
             オンライン注文での12月ポイント対象締切り時間が以下のように変更になります。 
[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
＜ご注文代金の振り込みに関するお願い＞年末年始は12月28日（土）から1月5日（日）まで、多くの金融機関で
振り込みの取り扱いが休止となります。そのため、お振り込みで12月のポイントをご希望の場合、今月度ポイン
トとなるのは、12月27日（金）扱いで正しく入金されたものです。確実に12月度のポイントするためには、12
月26日（木）扱いまでにお振り込みいただき、27日（金）には、ポイント照会にて確認できる状態にされる事を
おすすめいたします。
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

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* 12月29日（日）23：59
郵送の場合 12月27日（金）必着



*オンラインでのブランド レプリゼンタティブ資格申請は、12月30日（月）～31日（火）の申請は受け付けるこ
とができませんので、ご注意ください。
（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。

■ 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

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

ageLOC ガルバニック スパ 03310060 1月上旬～中旬※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
＜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）
・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）

＜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） 

＜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）
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



■ 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。 

■ 確定申告について
ブランド メンバーの皆様は、独立した個人事業者として、納税を行う義務があります。 ニュー スキン ビジネス
を主としている方も、副業としている方も、ブランド メンバー活動によって生じた所得*、小売販売活動によっ
て得た小売利益について、確定申告をする必要があります。 
*所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。

確定申告：所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する税額を
計算し、翌年の規定の期間に申告書に記入して税務署へ提出することが必要です。
■期間：2020年2月17日（月）～3月16日（月）
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