自動配送注文（ADR）とは？
★ ご愛用製品が、毎月同じ日に US ニュースキン社から出荷
されるよう登録できる 「代行要らず」 の便利で経済的なサー
ビスです。
★ ADR 限定割引パッケージで愛用製品をお安く注文！
★ 99 ドル以上のご注文で、アメリカ国内送料無料！
★ 当社のお客様には ADR 内容変更が無料！ 解約も自
由です。このお得なサービスがオンラインで登録できるようになり
ました。
こんな方におすすめです…
「US 製品は毎月欲しいけれど、アメリカへの注文が面倒！」
「ダウンラインの分も毎月まとめて注文を入れています。煩雑な
作業をなるべくかんたんにすませたいのですが。」
「毎月ライフパックとオーバードライブを 2 個ずつ注文します。」

アメリカサイトへのログイン
プラザでご利用のログイン情報でログイ
ンできます。（日米共通）

ADR 内容変更方法
本解説の 3 ページ目をご参照のうえ、
アメリカサイト内 Manage ADR
のページから変更して下さい。

ADR 解約方法
お名前・私書箱番号・ＪＡ番号をご明記
のうえ、出荷日の 10 日前までに「●月
分から ADR を解約します」というご連
絡を当社までご送信下さい。ご本人 か
らの申請が必要ですので、当社から解
約用の英文をご案内させて頂きます。

「毎月忘れず 100PV をキープするいい方法はありませんか？」

ADR 登録ご留意点

ライフパックとマリンオメガ各１個を毎月購入する場合、購入方
法次第で年間 25,000 円以上の費用を節約できることをご存
知ですか？ 下記は、ADR 対他社の「注文代行サービス」を
利用してライフパックとマリンオメガ各 1 個を購入した場合のコス
ト比較例です。ADR が利用できる今、高くつく他社の代行サー
ビスはもう必要ありません！($1=\110 で換算)

① ご注文を希望の月に確実に入れる
ために、出荷日を毎月 3 日～20 日ま
での間に設定することをおすすめい
たします。
② ご登録者のディストリビューターステ
ータス、クレジットカードおよび有効
期限が ADR 注文出荷時に有効であ
ることをお客様の責任において毎月
ご確認下さい。

商品代金＋米国内送料
代行手数料
国際送料
合計

毎月出る差額
年間出る差額

トレンド/ADR
102.75 ドル
0 ドル
35 ドル
137.75 ドル

他社/注文代行
119 ドル
14.28 ドル (12%)
23.50 ドル
156.78 ドル

$19.03 （\2,093）
$228.36（\25,120）

ADR に関するご質問は…
シアトルオフィスまでお寄せ下さい。
ns@trendtarget.com
へのご質問が便利です。

ADR で US 版ライフパックとマリンオメガを
注文する方法

⑨ [ADR Checkout] 画面に来ます。
⑩ まず[Shipping Address] で配送先の情報を入力しま

ここでは、ライフパック＆マリンオメガ ADR パッケージ 1 個をオ
ンラインで ADR 登録する方法をご紹介します。

す。New Address 入力画面を開けます（初回はこの
画面が自動で開きます）。

① www.nuskinusa.com へ ア ク セ ス し 、 ペ ー ジ 右 上 の

ここでは、「私書箱 7000 番 トレンド太郎」あて製品
を出荷する例をあげて解説します。
[Name]
Taro Trend-TTI 7000 と入力
[Address Line 1]
5417 NE 148th Ave,と入力
[Address Line 2] Ste 201 と入力。
[City]
Portland と入力
[State]
OR を選択。
[Ｐｏｓｔａｌ Code]
97230 と入力。
[Daytime Phone Number] 206-575-7414 と入力

[Sign In]ボタンをクリック。
② 次の[Sign In]画面で、あなたのユーザーネームとパスワ

ードを入力し、下のボタンをクリック。ログインが完了す
るまでお待ち下さい。
③ あなたのお名前が画面右上に表示されたらログイン完

了です。
④ 画 面 中 央 の [Shop] ボ タ ン に マ ウ ス を あ て る と 、

Pharmanex などの製品部門が表示されます。さらに、
右の Business Tools 以下 ADR Packages にマウスを
あて、このカテゴリを 1 回クリックして下さい。
⑤ 次のページに Lifepak ADR Packages というカテゴリが

写真入りで表示されるので、クリックして下さい。さらに
一覧から MarineOmega and Lifepak ADR Pkg をクリ
ックし、製品価格の下の[Add to ADR Cart]ボタンをク
リックして、製品をショッピングカートへ入れます。
⑥ 1Item Added to Cart というメッセージが表示されます。

画面右上のカートのアイコンをクリックして下さい。
⑦ [Your Cart]の画面に来ます。ライフパック＆マリンオメ

ガパッケージ 1 個のみが表示されていることを確認して
下さい。[Continue] ボタンをクリック。
⑧ [Please select when your ADR order will be

processes] と書いてある画面に来ます。
ここで出荷日を設定します。設定と同時に初回注文
を出荷したい場合は、最初のオプション (Process My
ADR order today) をクリックして下さい。その他の場
合は 2 つ目のオプションをクリックし、Continue ボタンを
押して次へ進んで下さい。
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[Save this address to my account]
四角内をクリックしてチェックをつけます。
[Continue] ボタンを押します。
⑪ [Shipping Method] で 2-6 Business Days を選択、

[Continue]をクリック。
⑫ [Billing Information] でカード情報を入力し ます。

Visa カードの場合、ポップダウンメニューから Add a New
Visa Card を選択すると New Payment というウィンド
ウが開きます。
[Full Name] カード保持者名を半角英数で入力
[Credit Card Number]
ハイフン（「－」）などは入れず、16 桁のカード番号を続
けて入力
[Expiration]
カードの有効期限を Month(月)、Year(年)の順でリスト
から選択
[Billing Address Line 1]
クレジットカード請求書送付先のうち、番地を含む最
初の一行目を入力
[Billing Address Line 2]
入力事項なし
[Billing City] 請求書送 付先 市区町村 名を入力
[Billing State] AA を選択
[Billing Postal Code]
99999 と入力

[Save credit card to my account]
お支払い方法を保存したい場合、四角内をクリックし
てチェックをつけます。[Continue] をクリック。
⑬ [ADR Options] で ADR 出荷日を指定します。ポップ

ダウンリストからご希望の出荷日を選択して下さい。ご
注文を希望の月に確実に入れるために、出荷日は毎
月 3 日～20 日までの間がおすすめです。
画面下部の I agree to the ADR Terms & Conditions.
書き出し部分の□内にチェックを入れ、Continue ボタ
ンをクリックして下さい。
⑬ これまでの入力内容に間違いがないことを確認し、
Place My Order ボタンをクリック。Your order is
currently being processed というメッセージが表示さ
れますので、そのままお待ち下さい。
⑭ [ADR Order Confirmation] の画面に来ますので、
内容をご確認下さい。これでご登録完了となります。
Your order confirmation number is 以下の番号が
確認番号ですので、メモしておいて下さい。

～よく頂くご質問～

登録済みの ADR 注文内容は
どこで変更するの？
まず、上記①～③の手順に従ってログインして下さい。
ログイン後表示されるお名前右横の▼以下に表示される
[Manage ADR] 内でご注文内容を変更できます。

ここに取り上げたオンライン注文方法・ADR 登録規約は予
告なく変更になることがありますので予めご了承下さい。
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