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　毎年、新年の訪れを早く感じます。その都度、今年は

どんな風に世界を変えていこうか考えます。それは、私

が社長に昇任することやノーベル賞を受賞することや

世界の飢餓をその年に終わらせるというような抱負では

なく、私たちのような個人がどのように世界に変化を与え

られるのかを考えるのです。みなさまも周りを見渡し、今

年はどのように人の人生、世界を変えていけるかを考え

てみてください。塵のような小さな変化でも私たち仲間

全てがそれを達成することによって、山のような大きな変

化となります。抱負や目標を年始に語るのは簡単なこと

です。しかし、その抱負と目標の達成に向けて、日々努

力を積み重ねることに意義があるのです。それを途中で

断念することは、自分の極限の可能性をあきらめること

にもなります。 

 

　来年の目標達成に向け、みなさまにアドバイスします。 

1.私たちの個々の人生で何を改善させるべきかを見
つけましょう。小さなことではなく大きな目標、夢を持つこ

とで、それはかなえる価値があり、そのための努力を惜し

まないぞ！と思えるものです。 

2.その決断を毎日管理しましょう。日々の活動が結果
を生み出します！しかし、限られた人のみがその夢を勝

ち取るための努力をするでしょう。ただ夢だけをみるだ

けの多くの人々の一人である私たちも、夢をかなえる数

少ない人たちのように、日々の努力を怠るべきではありま

せん。 

3.失敗を恐れてはいけません。自分たちのユサナビジ
ネスに合ったアプローチの方法が見つかるまで、リスクを

冒してでも、チャレンジするべきです。 

4.最後に、成功への道のりを楽しみましょう。私たちは、
次世代へも続くビジネスの構築をしていることを忘れて

はいけません。それには時間がかかるでしょう。しかし、

その成功には、それだけの努力と投資をする価値が充

分あるのです。 

　自分の運命を自分でコントロールできることが、独立し

たビジネス・オーナーに与えられる特権です。先日、日本

を訪問し、USANAにおけるビジネス・オーナー志向をも

つ方々にお会いできとても感激しました。その方たちは、

同じゴールをシェアし、それを共に成功させ、誠実で、価

値や道徳のある方々でした。また、それぞれのリーダー

が携わるグループの中には、製品知識のある方、

USANAのビジネスオポチュニティをプレゼンできる方が

存在するでしょう。それぞれのチームワークが私たちの

成功にとって必要不可欠です。そのチームワークが共

鳴することで、誰にも私たちの成功を止められなくなるで

しょう。今こそが、USANAビジネスを成長させるときです。

不況の影響でさらなる収入源を探す家族が社会に存

在し、私たちの積極的なビジネスアプローチがそれを改

善するでしょう。また、このタイミングに始められたマッチン

グボーナスは、既存会員だけでなく新規会員にも魅力を

与えます。企業家への道を進むみなさまの努力が今こ

のときに報われます。 

　このエキサイティングな道のりを私と共に歩みましょう。

もちろん、簡単ではなく犠牲を払う必要もあるでしょう。こ

の道のりを、時間を、人生をどのように過ごすかはみなさ

ま次第です。そして、ゴールラインで待つ継続収入や達

成感を楽しめるかもみなさま次第です。USANAビジネ

スは、みなさま一人一人にそのチャンスを与え、それぞれ

の夢をかなえさせ、エンジョイすることを可能にするでしょ

う。一年の抱負と目標を設定し、2009年の暮れにみなさ

まの成功を共に祝福できることを祈ります。 

ユサナマガジン 冬号 
自分は“芸術のためなら貧乏さえいとわない”、そんな古いタイプ
の芸術家ではない。時間を忘れて好きなだけ創作に没頭しなが
らも、家族・仲間と共に人生を満喫できるだけのお金も充分に稼
ぐ、新しいタイプの芸術家“Stone Artist”なんだ、と柴山ダイヤ
モンド・ディレクターは言います。ユサナでの成功によりそのライ
フスタイルはさらに充実しています。 

Japan Magazine Winter 2009

ユサナマガジンに関するお問い合わせは 
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-35-4　代々木クリスタルビル 
日本ユサナ株式会社 
ユサナ・カスタマーサービス 　　0120-537-817

Japan/Winter 2009

ニューイヤーズ・ミーティング開催！ 

2009年1月15日（木） 19：00～21：30 ヒルトン東京 
●1部 19：00～20：00 会社方針発表会 
●2部 20：00～21：30 キック・オフ・パーティ 
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　ユサナの前にも別のMLM企業に携わっていました。

このビジネスで安定した収入を得ることができれば、趣

味である石の芸術家を一生続けられる。そして、ビジネ

スによって人脈が広がれば、石の芸術を理解、評価して

くれる人がきっと現れる、作品が世に出るのも早まるの

ではないかと思ったからです。しかし、その時のプランは

「ユニレベル」、仲間のまたその先に仲間といった広が

りが作れないプランで、人脈づくりという点で物足りなさ

を感じていました。そして稼げるようになるまでに時間が

かかり過ぎた。なんとか時間を縮められないか…、そん

なモヤモヤを感じていた頃、加田1スター・ダイヤモンド・ディ

レクターと話す機会に恵まれたのです。 

仕事の密度 
このビジネスは時間を自由に使える反面、甘えるとトコトン遊んで暮らせてしま

います。ある程度は規則正しい生活が必要です。私は基本的に、午前中は娘と遊ん

だり作品の“タネ”作りをしたりと、家族のため、自分のために過ごします。ビジネ

スは午後から始動、平均して日に6、7件のアポが入ります。ダイヤモンド・ディレ

クターを達成したときも、今も、仕事の密度はまったく変わっていません。自身の

タイトルアップにかけた時間と仲間のフォローにかける時間はイコールなのです。

私はアーティストですから、作品作りに火がつくとそちらに没頭してしまいます。

そして、その“火”がいつつくかわかりません。しかしその時期については全く心

配していません。このビジネスで成功を収めればタイミングも時間帯も、私自身

が自由に選択できるのですから。 

　石職人の間でも最高の腕と認められていた私でしたが、24歳の

時じん肺寸前になり、医師からこのまま続けたら確実に死ぬと言わ

れました。以前のように働けなくなった身体、1歳の子供を抱え経済

的にどん底を味わっていながらも、趣味でしかなかった“Stone 

Artist（石の芸術家）”としての道を選ぶことができたのは、当時出

会った加田1スターの言葉がきっかけでした。「日本で芸術家を目

指すな、世界の富豪を相手に日本の文化で勝負していけば、君は

必ず成功できる」。その言葉に勇気づけられ、それから4ヵ月後に

完成した作品に予想もしない数百万の価値がついたのです。“発

想はすばらしいが、お金にはならないだろう。世間はそんなに甘くな

い”と否定されながらも、夢を諦めなかったことと、加田1スターの「金

言」とも言える一言により、独自の作風を開花させることができました。 

　まさに加田1スターとの出会いは大きな転機でした。最初のネット

ワークビジネスでは自分は稼げても周囲の人には収入をとらせてあ

げられなかった。加田1スターから「このビジネスで我々がやる仕事

はどこの会社でも一緒、でも会社は選ぶべきだ。ユサナなら最小限

の労力で最大限のコミッションを得られる可能性がある」そう聞いた

とき、ここなら本当にみんなに収入をとらせてあげられる、救いたい

人を救ってあげられるのではないか、そんな希望がもてたのです。

そしてそれは現実のものとなりました。 

　ユサナのマーケティング・プランは世界一です。その素晴

らしさを正しく伝えることが出来れば、誰もが驚き、納得して

くれます。今、私はフィールドで動いていて、10人に話すと9

人がサインＵＰします。ちょっとしたコツを掴めば、みんな私と

同じような結果を生むチャンスがあるのです。そのコツを知

らない人が多いのを見る度に、気の毒にとさえ思います。こ

のビジネスはあくまでも夢を叶えるための手段、手段に時間

をかけるのはもったいない。その期間を縮めることが出来

れば、その先にやりたい事をより早く達成できるのですから。 

　加田1スター・ダイヤモンド・ディレクターをトップに集う「TEAM 

KIZUNA」。本当？と思われそうですが、私たちはお金が目

的で参加してくる人間は断ることがあります。例えば将来、

誰かがユサナを離れることがあったとしても、それぞれ自分

の夢をかなえる道に分かれたとしても生涯付き合える、そん

な仲間づくりを大切にしているのです。 

2009年の目標 
ダウンからダイヤモンド・ディレクターを4人出します。それが

達成された頃には私自身が7スター・ダイヤモンド・ディレクター

になっていると予測しています。そしてミリオンダラー・クラブ

に最年少で入る、それが今年の目標です。 

 

新ダイヤモンド・ディレクター誕生！ 

柴山 裕矢さん 

最短最速でトップタイトルを獲ると決意した。 
学歴もコネもない、24歳でどん底を味わった自分でも 
こんな成功を収められるということを証明したかった。 

古い言葉ですが、私が最も大切に思っているのは“義理と人情”。 
不義理をしない人間が最後には何かを掴み取ると信じています。 

登録は2008年1月。わずか半月後の6月、周囲から無理だと言われつつもダイヤモンド・ディレクターに挑戦。 
最高の仲間たち「TEAM KIZUNA」のみんなが支え、協力してくれた。 

運とメンタル、行動力は誰にも負けない。 

SUCCESS STORY

Yuya Shibayama   Diamond Director
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ゴールド・ディレクター 

久保栄子さん 

ダイヤモンド・ディレクター 

柴山裕矢さん 

1スター・ダイヤモンド・ディレクター 

加田真也さん 

ルビー・ディレクター 

太田絹子さん 

ルビー・ディレクター 

Danny &  
Shoko Johnson 
さん 

オープニング 

ダイヤモンド・ディレクター以
上のリーダーとトップ5イン
カム・アーナーのみなさまの
掛け声で幕を開けた日本ユ
サナ・セレブレーション。US
本社からフレッド・クーパー
社長も駆けつけ、マッチング
ボーナスについてなどの軽快
なスピーチで会場は大いに
盛り上がりま
した。  
 

Gold Director

Diamond Director

1-Star Diamond Director

Opening

Ruby Director

ユサナ・ヘルス・サイエンス 
アジア地域担当上級副社長 
デボラ・ウー 

ユサナ・ヘルス・サイエンス社長 
COO（最高執行責任者） 
フレッド・クーパー 

2008 JAPAN CELEBRATION REPORT
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総合格闘家 
松井大二郎 選手 

True Health

True Wealth

Dream Comes True !

Let's Enjoy USANA !

ティーレセプション 

セレブレーション開演に先立ち、ゴールド・ディレク
ター以上及びプラチナ・ペースセッターのVIPの方の
みご入場できるティーレセプションを開催。フレッド・
クーパー社長、デボラ・ウーとの会談、写真撮影とレ
セプションは大勢の出席者で賑わいました。 

Tea Reception

ゲストスピーカー 

世界No.1タイトルホルダーユサナ香港のリタ・フイ11

スター・ダイヤモンド・ディレクターが日本セレブレー

ションのために来日。日本語でスピーチをされました。 

 

Guest Speaker

フィナーレ 

感動のレコグニションの最後には、トップリーダー
のみなさまがコミットメントを発表、あらたな夢と
決意を胸に閉演となりました。 
 

Finale

毎年恒例のチャリティー・ウォーク。今年のコンベンションでは10万ドルを子供飢餓基金（CHF）に寄付しました。 

 

ロバート・キヨサキ氏 
『金持ち父さん貧乏父さん』著者で
あるキヨサキ氏の講演は、今回、最
も多くの人々が詰め掛け、ユサナ・ファ
ミリーに多大なる影響を与えました。 

ポール・ゼイン・ 
ピルツァー氏 
ニューヨーク・タイムズ紙
をして、「ウェルネス界の
権威」と呼ばしめた世界的
に著名な経済学者 

ティム・セールズ氏 2009年 フィリピン市場オープンを発表！ 

 “Changing Lives!ーユサナが世界中のどれだけの人々の人生をどのように変えてきたか”にフォーカスした2008インターナショナル・コンベンション。 
ユサナの成功で人生を一変させた、何人もの体験談が紹介されました。さらに、2009年フィリピン市場オープン、 

マッチングボーナス・エリートボーナスと2つの新ボーナスプランも発表され、近年最もエキサイティングなコンベンションとなりました。 

2008年8月27日(水)～30日(土)

2008 INTERNATIONAL CONVENTION HIGHLIGHTS2008 JAPAN CELEBRATION REPORT
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時間の自由と経済的な自由ー私たちは多くのものを手に入れました。このビ
ジネスにおける成功の秘訣は、情熱を追い続けることです。それは、人生で成
功を収めることと同じ法則です。 

USANA LIFESTYLES
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新ボーナスプランに関する詳しい情報は　www.usana.com/jp/

小売販売 

マッチングボーナス 

リーダーシップボーナス 

コミッション 

プロモーションボーナス 

エリートボーナス 

New!!

New!!

マッチングボーナス 
ボーナス獲得者続々誕生中！ 

1 会員はユサナ社の製品を販売することができ、小売差益
を得ることができます。 

【マッチングウィーク】32週間の数え方 
新規会員が申し込みをした週の金曜日を１回目として数え、32回目の金曜日までがマッチングウィークとなり、マッチングボーナスの対象の週となります。 
 

3 新規会員がプラチナ・ペースセッターを
達成すると、その新規会員がマッチング
ウィーク期間中(会員登録の申し込み週か
ら３２週間)に得たコミッションがマッチ
ング・ボーナスとしてスポンサーに支払
われます(25～100％)。 

5 全世界のユサナ・ヘルス・サイエンス社の売上高3％が獲
得シェア数に応じて分配され、毎週支払われます。(ゴー
ルド・ディレクター以上対象)

2 ダウンラインの購入した製品のポイントに対して支払わ
れる報酬。週単位で支払われます。 

4 プロモーションにより特別ボーナスを得る機会があります。 

6 四半期ごとに全世界のセールスボリュー
ムポイントの合計の1％を、直前四半期の
収入トップ25位以内のアソシエイト会員
が受け取ることができます。 

　ユサナのコンペンセーション・プランに「マッチング

ボーナス」が加わったことはたいへん素晴らしいこ

とです。そのボーナス自体の説明については他記

事のとおりとして、ここではユサナの「マッチングボー

ナス」の私が最も気に入っている点をご紹介しましょ

う。それはユサナの「マッチングボーナス」は、タイト

ルと連動したものではないということです。ある一定のタイトルを獲られた方が得ることができる

という種類のボーナスではないということです。タイトルが何であれ、ご自分が直接紹介した方を

プラチナ・ペースセッターにしてさしあげることで獲得できるのです。もちろんご自身がアクティブ

であることは言うまでもありません。そして、みなさんがペースセッターであるか、プラチナ・ペース

セッターであるか、そうでないか、それによってボーナスの「金額」が変わるということです。した

がって、タイトルに関係なくアソシエイト会員であれば、誰もが大きな報酬につながる可能性を秘めたこの「マッチングボー

ナス」をすぐに得ることができてしまうのです。新規で登録してくださった方には、その場で最大である100％のマッチング

ボーナスを得られるプラチナ・ペースセッター達成期限をお知らせする習慣をつけてください。 

　このハードルが低いにもかかわらず、大きな可能性を持つ「マッチングボーナス」を、いかに一人でも多くの方々に伝え

られるかがみなさまのビジネスを左右すると言っても過言ではないのです。 

日本ユサナ株式会社 
セールス＆マーケティング本部 
本部長 山本伸二 

みなさまもすでにご存知のとおり、2008年インターナショナル・コンベンションで新ボーナスプランが発表されました。 
2つのプランが追加されたことで、ユサナで収入を得る方法は　1.小売販売　2.コミッション　3.マッチングボーナス（Ｎｅｗ！） 

4.プロモーション・ボーナス　5.リーダーシップ・ボーナス　6.エリート・ボーナス（Ｎｅｗ！）　の6つとなり、 
この2つの新プランはみなさまの収入を大きく増やす手助けとなるに違いありません。 

アソシエイト 
 

25％ 

25％ 
MATCH

50％ 
MATCH

100％ 
MATCH

50％ 100％ 

ペースセッター 
達成者 

プラチナ・ペースセッター 
達成者 ペースセッター、プラチナ・ペースセッターを 

達成していない方 

あなたがプラチナ・ペースセッター 
またはペースセッターを達成していなければ、 

獲得するマッチングボーナスは 

あなたがスポンサリングした 
新プラチナ・ペースセッターが 
マッチングウィーク期間中に得た収入 

あなたが獲得するマッチングボーナス 

あなたがペースセッターなら、 
獲得するマッチングボーナスは 

 

あなたがプラチナ・ペースセッターなら、 
獲得するマッチングボーナスは 

 

あなたがスポンサリングした 
新プラチナ・ペースセッターが 
マッチングウィーク期間中に得た収入 

あなたが獲得するマッチングボーナス 

あなたがスポンサリングした 
新プラチナ・ペースセッターが 
マッチングウィーク期間中に得た収入 

あなたが獲得するマッチングボーナス 

2008 新ボーナスプラン 
USANA'S Matching BonusSIX WAYS TO EARN INCOME
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プラチナ・ペースセッター 

　ユサナの一番の魅力は、自分のライフスタイルを自分で設計できることです。ユサナを続けて

いると、誰でも平等に成功するチャンスがあり、苦手な部分を仲間と役割分担することで効率的

に仕事ができ、自由な時間を持てるようになります。 

　お金があっても仕事からはほとんど離れられない、というのが経営者の悩みだと思います。以

前私が会社の経営者だった頃は、自分の時間や休みがなく、健康も犠牲にしなければならない

最悪の状態でした。今はスポーツセンターに行ったり、子供とショッピングに行ったり、午前中は自

分の自由な時間として使うことができ、これがあるべき生活であると幸せを感じています。 

　しかし同時に、ユサナを始めたら一人ひとりが経営者であり社長です。常に自分が責任者で

あるという意識を持ち、問題と向かい合い乗り越えなければなりません。そして特に、自分のダウ

ンラインに対して責任を持ち、収入をとらせてあげて、ユサナという会社やこのビジネスに希望を

持たせてあげることが重要です。また、責任を持っていればモチベーションが下がってやる気が

でない、ということもなくなります。モチベーションは外から与えられるものだけではなく、責任を　

持つと仲間を放っておけないという気持ちに自然となるものです。 

　辛いときもあるかもしれませんが、それはあなた自身が成功するためです。それぞれの目標を

常に心の中に持ち、一人ひとり責任を持って、一緒にいいチームを作りましょう。そして私を超え

ていってください！ 

 

齊藤大介さん 
（東京都） 

伊藤彬史さん 
（東京都） 

内田洋靖さん 
（東京都） 

■ 八木澤祐子さん（東京都）　■ 呉秀煙＆黄麗明さん（東京都） 

■ 村松慶一＆奈未さん（埼玉県）　■ 西村聡子さん（千葉県） 

 

■ 張宇さん（東京都） 

■ 林直人さん（東京都）　■ 田錦成さん（東京都）　■ 野本暁さん（京都府）　 

■ 中村浩士さん（千葉県）　■ 張麗萍さん（埼玉県）　■ 向井明子さん（福岡県）　 

■ 熊瀬哲正さん（東京都）　■ 強瀬国美さん（神奈川県）　■ 柴田聡さん（東京都）　 

■ 鄭飛さん（東京都）　■ 趙雅潔さん（千葉県）　■ 渡邊節子さん（鹿児島県）　 

太田絹子さん  ＜東京都＞ 

蔡勤さん 
（ビリーバー） 

10／31週達成 

張麗萍さん 
（アチーバー） 

11／7週達成 

久光理恵さん 
（ビルダー） 

浅野大輔さん 
（ビルダー） 

田所啓彦さん 
（ビリーバー） 

大竹雪子さん 
（ビリーバー） 

11／14週達成 

宮下恵さん 
（ビルダー） 

A木孝子さん 
（ビリーバー） 

何潔さん 
（ビリーバー） 

馮偉さん 
（シェアラー） 

陳碧月さん 
（シェアラー） 

10／24週達成 

虞隆錦さん 
（シェアラー） 

9／19週達成 

鎌田喜美江さん 
（ビリーバー） 

9／26週達成 

村松慶一＆奈未さん 
（ディレクター） 

渡邊清華 
（シェアラー） 

10／10週達成 

蒋紅さん 
（ビルダー） 

8／15週達成 

石セイさん 
（シェアラー） 

強瀬国美さん 
（アチーバー） 

松本秀明さん 
（ビルダー） 

朱東来さん 
（ビリーバー） 

8／29週達成 

馬場欽也さん 
（ビルダー） 

晋蕾さん 
（ビリーバー） 

末廣文彦さん 
（ビリーバー） 

楊勇さん 
（ビリーバー） 

川野辺希美さん 
（シェアラー） 

11／28週達成 

柴田聡さん 
（アチーバー） 

上久保貴史さん 
（ビルダー） 

荒井暁さん 
（ビリーバー） 

許張淑美さん 
（ビリーバー） 

成瀬勝也さん 
（シェアラー） 

陳月玲さん 
（シェアラー） 

11／21週達成 

※上記は新規会員の方のみ、タイトルは11月28日のものです。 

ランクアップ達成のみなさまです。おめでとうございます。 
ランクアップに至る苦労や努力に敬意を表しますとともに、新たな目標に向かいご活躍いただき、再びこの紙面にてご

紹介できることを心よりご期待申し上げます。 

2008年1月に登録、7月にはダイヤモンド・ディレクターを達成するという異例のスピード・ランクアップを成し遂げた柴山ダイ 
ヤモンド・ディレクター。8月のUSコンベンションではマイロン・ウェンツ博士、ロバート・キヨサキ氏との対面も実現しました。 

※メッセージは本誌4～5pをご参照ください。 

柴山裕矢さん  ＜東京都＞ 

※2008年7月19日～2008年11月28日までにランクアップされたアチーバー以上の方を対象とし、タイトルは2008年11月28日現在です。 

 ※齋藤大介さん、内田洋靖さんは12月19日にルビー・ディレクターにランクアップされました（掲載次号）。 
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