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WHY
JEUNESSE?

なぜジュネス?

これらのエキサイティングな
リワードをあなたに

有名でエキゾチックな目的地

もっとも大切なことへの
より多くの時間

充実した
人生を送る

ほかにはない
エクスペリエンス

独立しましょう

製品をシェアして
成功をシェアする

人生への熱意 新しい思い出を
発見する
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ランディ レイ
創設者 & CEO

ウェンディ ルイス
創設者 & COO

スコット ルイス
チーフ ビジョナリー

オフィサー

ジェネレーション ヤングは、世界中のメンバーで構成

されるグローバル ムーブメントです。 ジュネスビジネスの

ゴールを設定して達成すると、その過程で信じられない

ほどのリワードを獲 得するチャンスがあります。毎 年

恒 例のインターナショナルな冒険はどうでしょうか?

ハワイのマウイ島への夢のバカンスはいかがですか?

これらの印象的なリワードとエクスペリエンスはすべて

ジュネスで実現できます !

エクスクルーシブ プロダクト

• 違いを生み出す革新的な製品

• ジュネス サイエンティフィック 
アドバイザリーボードの支援

マーケティング ツール

• ビジネスを立ち上げ、成長させるための
無料のパーソナルWebサイト

• 世界中のメンバー サポート

ジュネスでは、革新的な製品と人生を変えるチャンスを通じて、若さを再定義することに情熱を注いで

います。また、世界中のファミリーメンバーの並外れた業績に報いることにも情熱を注いでいます。踏み

とどまる必要はありません!今こそ、ジュネスとどこまで行けるかを知る絶好のチャンスです！

ジュネスでフルタイムまたはパートタイムで働くことを検討している場合でも、私たちはあらゆる方法で

あなたを支援することに専念しています。一生懸命働き、志を同じくする仲間と一緒にビジネスを構築

する意欲があれば、求めている成功を生み出すことができます。また、人生のあらゆる面で役立つ貴重

なスキルを身に付けることができます。

ジュネスでは、人々が可能性を最大限に発揮できるように支援します。あなたがこのグローバル ムーブ

メントに参加し、私たちと一緒に新しい夢を築くことを選ばれたことを嬉しく思います。この旅に沿って、

私たちはあなたの勝利を祝い、すべてのマイルストーンに報いることを楽しみにしています。

感謝を込めて 

実りのあるライフスタイル

• リーダーシップ、学び、インスピレーション
を提供するワールドクラスのイベント

• ジュネストラベルを通じた素晴らしい
バカンスとインセンティブ トリップ

ランディ レイ

JEUNESSE EMPOWERS YOU TO

REACH YOUR 
POTENTIAL
ジュネスはあなたに 可能性を発揮するパワーを
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セールス インセンティブ トリップは、特定の資格を満たし、
ワールドクラスの目的地へのプレミア旅行を獲得するチャ
ンスをすべてのジュネスメンバーに提供します。

達成期間内に、メンバーは次の方法で資格を得ることが
できます。

• トラベルポイントの累積（すべてのランク）

• サイクル資格
（サファイア エリート エグゼクティブ以下のランク）

• ディレクター資格
（ルビー ディレクター以上のランク）

セールス
インセンティブ トリップ

自慢する価値のあるパスポート スタンプを手に入れましょう。

毎年、一定の優れた資格を満たしたジュネスメンバーに、

一生に一度の旅行を体験するチャンスを提供します。有名で

エキゾチックな目的 地で 開 催されるジュネス トラベル 

トリップは、他に類を見ない宿泊施設と、仲間のメンバーや

家族と一緒にその場所を楽しみ、発見し、冒険するための

さまざまなアクティビティを備えています。

2019年には、約25,000名のメンバーがインセンティブトリップの資格を達成しま
した。これは、1トラベルポイント以上を獲得したすべてのメンバーの約8％です。

SALES
INCENTIVE 
TRIPS
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ダイヤモンド ディスカバリー 

ダイヤモンド ディスカバリーは、ジュネストラベル
プログラムの最高峰です。世界で最も有名でエキゾ
チックな目的地のいくつかで 毎年開催されるこの
特別なバカンスは、資格のあるダイヤモンド ディレ
クターに、エリートレベルのリーダーシップと勤勉さ
を反映した経験を与え、ジュネスエグゼクティブとの
充実した時間を提供するように設計されています。

ダイヤモンド ディスカバリーでラグジュアリーな生活を
送るために、すべての新しいダイヤモンド ディレクター
と現在のすべてのダイヤモンド ディレクターを心から
歓迎します。

エメラルド エクスペリエンス

ジュネスは、毎年1月に熱帯ハワイのマウイ島で開催され
るインセンティブ トリップで、エメラルド ディレクターの
地位を獲得するために懸命に努力したメンバーを表彰
し、祝福することを誇りに思います。この旅行では、エメラ
ルド ディレクターに、彼らが獲得したジュネス VIPライフ
スタイルの特典を紹介すると同時に、グループのつなが
りやコーポレートリーダーとの関係を育むさまざまな
冒険的で文化的な活動を提供します。

資格達成方法の詳細については、フィナンシャルリワ
ードプランをご覧ください。*

*ジュネスメンバーは、すべてのジュネストラベルトリップの獲得には資格達成が必要です。
詳細については、ジュネス フィナンシャル リワード プランを参照してください。

資格達成方法の詳細については、フィナンシャル 
リワード プランをご覧ください。*

*このエクスペリエンスに参加できるのは、資格基準を満たした最初の年のみです。

2019年には、約532,000名のアクティブなメンバーのうち、106名のメンバー
がこの旅行の資格を獲得しました。

2019年には、約532,000名のアクティブなメンバーのうち、105名の
メンバーがこの旅行の資格を獲得しました。

DIAMOND 
DISCOVERY

EMERALD 
EXPERIENCE



おめでとうございます！

エグゼクティブ、ジェイド、パールとして、

あなたのハードワークはジュネスに認めら

れています。サファイア、サファイア 2 5 、

サファイア 50、サファイア エリート エグゼク

ティブに到達すると、ジュネス フィナンシャル 

リワ ード プランの 最 初 の 大 きなマイル

ストーンを達成したことになります。

“イメージすればそれは創られる。
夢見ることができれば、それは実現できる。”

—WILL IAM ARTHUR WARD
ウィリアム アーサー ウォード

JEUNESSE

EXECUTIVE
RANKS
ジュネス エグゼクティブランク
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EXECUTIVE, JADE & PEARL

EXECUT IVE
エグゼクティブ

SAPPHIRE

SAPPHIRE  EXECUT IVE–SAPPHIRE  50  EXECUT IVE
サファイア エグゼクティブ – サファイア 50  エグゼクティブ

SAPPHIRE  EL ITE  EXECUT IVE
サファイア エリート エグゼクティブ

おめでとうございます！あなたはサファイア エリート
エグゼクティブにランクアップし、ジュネスのリーダー
としての地 位を確 立しました。特 別イベントでは、
ピンと賞が授与され、ステージで名前、スライド プレ
ゼンテーション、集合写真で表彰されます。

JADE  EXECUT IVE
ジェイド エグゼクティブ

PEARL  EXECUT IVE
パール エグゼクティブ

到達しました！あなたはエグゼクティブ、ジェイド、パールのランクを達成しました。あなたの
功績を称えるのを待ちきれません。これらのマイルストーンを記念した表彰状、手紙、ピンが
同梱されたレコグニション パッケージの到 着をお楽しみに。そのままさらに突き進み
ましょう！

サファイア エグゼクティブ ランクの最初の3つ、サファイア、
サファイア 25、サファイア 50のいずれかに到達しました。
これで、サファイア以上のスターガラに参加する資格が得ら
れました。スペシャルイベントでは、ピンが授与され、ステージ
で表彰されるチャンスがあります。

これで、サファイア以上のスターガラに参加する資格が得ら

2019年には、ジュネスの532,000名のメンバーのうち、4,584名がサファイアにランクアップしました。2019年には、ジュネスの532,000名のメンバーのうち、92,749名がエグゼクティブ、ジェイド、パールにランクアップしました。



最初のジュネス ディレクター ランクであるルビーとエメラルドへようこそ。
あなたの未来は明るいです！エメラルドからランクアップすると、ダイヤモンド
ディレクターになります。可能性は無限です！次のエリートレベルのリーダー
シップには、ダイヤモンド、ダブル ダイヤモンド、トリプル ダイヤモンド、プレジ
デンシャル ダイヤモンド、インペリアル ダイヤモンド、クラウン ダイヤモンドの
6つの権威あるランクがあります。

“成功とは、準備とチャンスが
出会うところだ。”

—BOBBY  UNSER
  ボビー アンサー

JEUNESSE

DIRECTOR RANKS
ジュネス ディレクター ランク
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RUBY EMERALD

RUBY  D IRECTOR
ルビー ディレクター

あなたはもう1つの大きなマイルストーンを達成しました。 ルビー ディレクターになるという
ことは、スターが急速に上昇しているリーダーのエクスクルーシブなクラブに属していることを
意味します。一貫性、決意、集中力を持ってビジネスを続けてください。気づけばトップからの
眺めを楽しんでいることでしょう。

EMERALD D IRECTOR
エメラルド ディレクター

やりました‼エメラルド ディレクターとして、あなたは
自身の繁栄するビジネスをサポートするために、私たちの
VIP部門からエリートサービスを受ける資格があります。
また、熱 帯ハワイのマウイ島にあるワールドクラスの
リゾートで毎 年 開 催される、エクスクルーシブなエメ
ラルド エクスペリエンスの旅行の資格もあります。 
アロハ！ 

2019年には、ジュネスの532,000名のメンバーのうち、251名がルビーまたはエメラルドにランクアップしました。
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DIAMOND & ABOVE

DIAMOND D IRECTOR
ダイヤモンド ディレクター

ダイヤモンド ディレクターという尊敬に値するランクの達成、
おめでとうございます！これで、レコグニション プログラムの
多数のコンポーネントのロックが解除されました。四半期
ごとのダイヤモンド ボーナスプールを獲得し、毎年恒例の
ダイヤモンド ディスカバリートリップの参加を得る資格が
あります。冒険が待っています！

DOUBLE  D IAMOND D IRECTOR
ダブル ダイヤモンド ディレクター

さらに並はずれたマイルストーンが達成されました! 
これまでに得た模範的な献身とリーダーシップの成果を称賛
します。ダブル ダイヤモンド ディレクターとして、あなたは
本当にネクストレベルのリーダーシップに入りました。

TR IPL E  D IAMOND D IRECTOR*
トリプル ダイヤモンド ディレクター*

トリプル ダイヤモンド ディレクターとしてのあなたは、
ジュネスのとてもハイレベルなアンバサダーです。私たちの
深い敬 意と感 謝として、$ 1 0 0 ,0 0 0ドルのワンタイム
ボーナスをお贈りします。

IMPERIAL  D IAMOND D IRECTOR*
インペリアル ダイヤモンド ディレクター*

今あなたは止めることはできません！私たちはあなたの卓越
した業績と、この最も尊敬されているエリートランクにあなた
を前 進させた忍 耐力を称 賛します。あなたの偉 大な功 績を
称えて、$500,000ドルのワンタイムボーナスをお贈りします。

PRES IDENT IAL  D IAMOND D IRECTOR*
プレジデンシャル ダイヤモンド ディレクター*

あなたこそプレジデンシャルに！ジュネスのこの非常に権威と
名誉あるランク達成を、成し遂げました。プレジデンシャル 
ダイヤモンド ディレクターとして、$250,000ドルのワンタイム
ボーナスをお贈りします。

CROWNE D IAMOND D IRECTOR*
クラウン ダイヤモンド ディレクター*

あなたはジュネスのリーダーシップの頂点に到達しました！
あなたの情熱的な献身、勤勉、そして成長は、この特別な瞬間
に最高潮に達しました。新しいタイトルと$1,000,000ドルの
ワンタイムボーナスをお楽しみください。

*資格達成方法の詳細については、ジュネス フィナンシャル リワード プランをご覧ください。

2019年には、ジュネスの532,000名のメンバーのうち、18名がダイヤモンド ランクにランクアップしました。
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SET YOUR SIGHTS ON

THE STARS
MEET OUR BRIGHTEST STARS:

THE FOUNDING FIVE 
ジュネスは、エキサイティングな達成と表彰プログラムで、新しい地平線を発見する
お手伝いをします。このグローバル プログラムは、同様に印象的なリワードであなたの
成果を称えるように設計されています。ジュネスファミリーのメンバーが毎年獲得
できるアワードは次のとおりです。

STAR MAKER AWARD
スター メーカー アワード

最も多くのサファイア エグゼクティブを育成した
各地域のトップ3のメンバーに贈呈されます。

STAR PACER AWARD
スター ペーサー アワード

最も多くのメンバーを初回登録パッケージにて登録
した各地域のトップ3のメンバーに贈呈されます。

EXECUTIVE MAKER AWARD
エグゼクティブ メーカー アワード

最も多くのエグゼクティブを育成した各地域の
トップ3のメンバーに贈呈されます。

TOP RETAIL SALES AWARD
トップ リテール セールス アワード

ウェブサイトで小売顧客の数が最も多い各地域の
トップ3のメンバーに贈呈されます。

ジュネスは、本当の成功はメンバーにあることを知っています。ファウンディングファイブ
（ジュネスの最初の5人のメンバー）として知られるこのエリート リーダーグループの
卓越した業績と献身を称えることを誇りに思います。彼らの華やかさはすべての人に
インスピレーションを与えます。

KIM HUI 
キム ウィ
プレジデンシャル ダイヤモンド ディレクター
アメリカ

TINA HU 
ティナ フー
トリプル ダイヤモンド ディレクター
中国

SAMSON LI 
サムソン リー
ダブル ダイヤモンド ディレクター
アメリカ

ROBERT NHAN
ロバート ナン
ダイヤモンド ディレクター
アメリカ

WINNY SUTANDYO
ウィニー スタンヂョ
エメラルド ディレクター
アメリカ

もっとも輝くスターに出会いましょう: ファウンディング ファイブ スターをあなたのものに
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#

ソーシャルメディアは、スマートフォンにおける本質的なストーリーテリング
です。非常に多くの魅力的なプラットフォームとコミュニティがあるため、
会 話をスタートし、ジュネスのマイルストーンに魅了された聴 衆とシェア
することがこれまでになく簡単になりました。

Facebook: 

/jeunesseglobal

Twitter:

@jeunesseglobal

Instagram:

@jeunesseglobal 
@jeunesse.global.stars

YouTube:

/jeunesseglobal

Jofficeに新しいレコグニション ダッシュボードがあることをご存知ですか？ここでは、チームのランクアップを見ることができ、次へのランクアップ
方法の詳細も確認できます。毎月チェックインすれば、メンバーのマイルストーンを見逃すことはありません！

ソーシャルメディアでシェアするジュネス アセットをお探しですか? ShareJeunesse.com 以外は探す必要はありません。ソーシャルメディア
セクションに、プロダクト、コーポレート、イベント、ライフスタイルの写真があります。レコグニションには、レコグニションフォトをInstagramや
Facebookでシェアするのに最適なサイズにデザインされたフレームがあります。ソーシャルメディアでジュネス関連のコンテンツをシェアする
ときは、必ずブランドのハッシュタグを使用してください。

どこから 始 め れ ば よい か わ から
な い ? 私 た ち を フ ォ ロ ー し て
み ま せ ん か :

ソーシャルメディアは
レコグニションのための
パーフェクトなエリアでもあります

ジュネスは、氏名、都市、州、もちろん国名をカスタマイズできるレコグニ
ションテンプレートを提供しています。ソーシャルメディアでチームのランク
アップを宣伝するリーダー向けに特別にデザインされたこれらのテンプ
レートは、ShareJeunesse.comのソーシャルメディア > レコグニション
にあります。

#JEUNESSEGLOBAL
私たちのメインハッシュタグです

#GENERAT IONYOUNG
私たちのメインキャッチフレーズです

#JEUNESSECONNECTED
1つのグローバルファミリーとしてつながり続けるためのものです

#JEUNESSETRAVEL
インセンティブトリップ用です

#JEUNESSEKIDS 
私たちの非営利慈善団体のためのものです

#1T 1F 1J
1 Team, 1 Family, 1 Jeunesseとして
私たち全員を結びつけるものです

#JEUNESSESTAR S
メンバーの達成を祝うためのものです。
コンテンツはチーム、家族、友人とリシェアできます。

SHARING YOUR 
JEUNESSE MILESTONES ON

SOCIAL MEDIA
ソーシャルメディアでジュネス マイルストーンをシェアする
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