
新規会員のご紹介とオートオーダーの継続で

ユサナ・ポイントを集めて、特典をゲットしよう！
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ユサナ・ポイント キャンぺーン
期間：2016年11月6日～2017年4月21日

アソシエイト登録料無料券 1枚

Associate Registration Fee
Waiver Ticket

ユサニマル 1個

シェイカー
ボトル 

1本

特長：
・噛めるサプリメント
・12種類のビタミン
・９種類のミネラル
・ベリー味
・子供から大人まで

3ヶ月有効

4,320円

① 新規会員をご紹介してユサナ・ポイント      をゲット：

② オートオーダーでユサナ・ポイント      をゲット：

=1 UP

=2 UP

=4 UP

=1 UP

=2 UP

=4 UP

アソシエイト会員のビジネスをサポートするため、そして定期的に
ユサナ製品を愛用していただいているお客様のためにユサナ・ポ
イントキャンペーンを実施します。10 UP（ユサナ・ポイント）を集め
て、下記の特典に交換できるキャンペーンです。

【ユサナ・ポイント交換特典一覧】

【特典の交換方法】

【ユサナ・ポイント獲得方法】

※専用台紙に獲得したユサナ・ポイントと新規登録者の氏名をご記入下さい。

※日本登録の紹介者と新規会員のみ対象です。

※オートオーダーに同梱されるチラシやユサナニュースのユサナ・ポイントの
　クーポンを切り取って、裏の専用台紙に張付けて下さい。

※一回のオートオーダーにつき上限4 UP（ユサナ・ポイント）です。

※ご自身の会員IDで購入した国内のオートオーダーのみが対象です。

※通常注文・初回注文は対象外です。

専用台紙に記入およびユサナ・ポイントを貼り付けて、原本
を郵送でユサナへお送りください。①新規会員の紹介だけ、
②オートオーダーだけ、もしくは①と②の組み合わせで合計
10 UP(ユサナ・ポイント）を集めると交換できます。

【特典の発送】
特典はオートオーダーに同梱して発送します。専用台紙が到
着後、一番近いオートオーダーと同梱してお送りします。
※オートオーダー以外の方法ではお届けできませんのでご了承ください。

ポイント交換受付期間：2017年5月31日まで必着

Collect USANA POINT (UP) by sponsoring new members or by purchasing Auto Order and
redeem points for special rewards: Usanimals, shaker bottle, or registration fee waiver ticket.   

How to get USANA POINT (UP)

How to Get Rewards

Delivery of Rewards

アソシエイト会員をご紹介
（初回注文で200ポイント以上購入）

Sponsor a New Associate (Initial Order 200 Pts or more)

アソシエイト会員をご紹介
（初回注文で400ポイント以上購入）

Sponsor a New Associate (Initial Order 400 Pts or more)

Special Rewards

カスタマ会員又はアソシエイト会員をご紹介
（初回注文で50ポイント以上購入）

Sponsor a Preferred Customer or Associate (Initial Order 50 Pts or more)

オートオーダー50ポイント以上
Auto Order of 50 Pts or more

オートオーダー100ポイント以上
Auto Order of 100 Pts or more

オートオーダー200ポイント以上
Auto Order of 200 Pts or more

Write your earned USANA POINT (UP) on the mark sheet.

Only Sponsors and New Members registered under Japan market are eligible for this campaign.

Cut USANA POINT (UP) coupons from news letters or flyers that are included in your Auto Order and paste it on the 
mark sheet. 

Maximum of 4 UP (USANA POINT) for each Auto Order.

Only Auto Order processed in Japan under your account is eligible. 　

Single Order and Initial Order are NOT eligible. ONLY AUTO ORDER.

1. Collect 10 Usana Points (UP) . 
2. Paste USANA POINT  (UP) coupons or fill out the mark sheet . 
3. Send the mark sheet to USANA Japan office by postal mail until May 31, 2017.

Reward is delivered together with your Auto Order.  

 


