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アメリカ製品は全部門 www.nuskinusa.com から

ご注文頂けます。 

ここでは、ライフパックナノとエージロックフェーシャルジ

ェル各 1 個の注文方法を解説いたしました。 

 

① www.nuskinusa.com へアクセスし、ページ右上の

[Sign In] をクリック。 

 

② 別画面で、ご利用のユーザーネームとパスワードを

入力し、下の[Sign In]ボタンをクリック。ログイン完

了まで少々お待ち下さい。 

 

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。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。

Nutritionals 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。 

 

④ 次のページに Lifepak Family 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。一覧から

Lifepak Nano をクリックし、製品価格の下の[add to 

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。 

 

⑤ Your Item Has Been Added というメッセージが表示

されます。 

 

⑥ 画面中央の[Shop]ボタンにマウスをあて、Nu Skin の

製品部門へ、さらに ageLOC 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。このような画面になり

ます。 

 

⑦ エージロックフェーシャルジェルの写真をクリック。 

 

⑧ エージロックフェーシャルジェル製品ページに来ました。

価格の下の[add to 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ると 1 Item 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。 

 

⑨ [Your Cart]の画面に来ます。ライフパックナノとエー

ジロックフェーシャルジェル各１個があることを確認し、

[Continue]をクリック。 

 

⑩ [Order Checkout] の画面に来ます。 

 ご注文を送信する直前の確認ページです。ご注文  

 内容・配送先・配送方法・お支払い方法が表示さ 

 れますので、間違いないかご確認下さい。 

 

[Shipping Address] 入力方法 

ここで配送先の情報を入力します。Ship to a New 

Address をクリックし、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）。 
 

ここでは、「私書箱7000番 鈴木太郎」あて製品を

出荷する例をあげて解説します。 

[Name]   Taro Suzuki - 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 
 

[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] 入力方法 

2-6 Business Days を選択し、[Continue] ボタン

を押します。 

 

⑫ [Billing Information] 入力方法 

 ここでクレジットカードの情報を入力します。 

 Billing Information 入力画面は次の通りです。 

 

http://www.nuskinusa.com/
http://www.nuskinusa.com/
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[Full Name]  

カード保持者名を半角英数で入力してください。

[Credit Card Number]  

ハイフン（「－」）などは入れず、16 桁のカード番号を

続けて入力して下さい。 

[Expiration] 

カードの有効期限を月(Month)、年(Year)の順でリス

トから選択して下さい。 

[Billing Address Line One] 

クレジットカード請求書送付先の番地を半角英数で

入力して下さい。 

[Billing Address Line Two] 

入力なし 

[Billing City] 

クレジットカード請求書送付先の市町村名を半角

英数で入力して下さい。 

[Billing State] 

AA を選択。 

[Billing Postal Code]   99999 と入力。 

[Save credit card to my account] 

四角内をクリックしてチェックをつけます。 

[Save Changes] ボタンを押します。 

 

上記を確認し[Continue]をクリック。 

 

次の画面に入力したクレジットカード情報の種別・末

尾・有効期限・カード名義が表示されます。その下に

CVV 入力項が表示されますので、カードのセキュリテ

イコード（カード裏面に印刷されている数字の末尾 3

桁）を入力して下さい。 
 

 

 

 

⑫ 内容確認後 [Place My Order]を 1 回だけクリック。 

 

*ご注意* 複数回クリックするとその回数だけ発注さ

れてしまいます。 
 

⑬  [Processing Order… Your order is currently 

being processed.]というメッセージが画面上部に小

さく表示されます。ご注文が完了するまでそのまま数

分お待ち下さい。 

 
 

⑭  [Order Confirmation]というメッセージの画面にきま

す 。 こ れ で 注 文 完 了 で す 。 Your order 

confirmation number is 以下の番号が受注番号

ですので、メモしておいて下さい。 

受注番号や注文内容は、のちほど送信されるYour 

Nu Skin Order という件名のメールでも確認できま

す。 

 

～2 回目以降のご注文について～ 
上記⑩～⑫ Ship to と Payment の画面で、CVV（セ

キュリティーコード）以外のカード情報を再入力する必要

がございません。すでにご入力頂いた情報が表示されま

すので、内容をご確認のうえ[Continue]ボタンをクリックし

て先へ進んで下さい。 

ご注文の都度、CVV（カード裏面に印刷されている数字

の末尾 3 桁）のみご入力下さい。 

 

オンライン注文に関するご質問はこちらまでどうぞ。 

mailto:seattle@trendtarget.com

