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1  ご使用の前に

genLOC Me 本体を使用される前に、以下の使用上の注意事項を必ずお読みください。

安全上のご注意        
　◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのも
　　のです。
　◆注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告：使用者が死亡または重傷を負う可能性
 が想定される場合。

注意：使用者が重傷を負う可能性および物的
 損害のみの発生が想定される場合。

この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）
を示します。具体的な注意内容は、　の中や
近くに文章や絵で示します。

この記号は、強制（必ず守ること）を示します。

使用する前に取扱説明書を充分に読み、使用中はお手元に保管してください。
開封時にけがのないようにお取り扱いにご注意ください。
本品は取扱説明書に従い、正しく使用してください。
本品の使用中に皮膚にかぶれが生じたり、身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止
し、必要に応じて医師に相談してください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
本体を高いところから落とす、踏む、叩く、投げるなどの行為はしないでください。故障の原
因になります。
液晶画面に過度な刺激を加えたり、傷をつけないようにしてください。液晶画面の故障の原
因になります。
使用後は、湿らせたタオル等で乳液等の汚れをしっかりと落とした後、乾かしてから保管し
てください。カビやサビの原因になります。
本体は室温（5～40℃）で保管してください。
電気用品の付近に本体を置かないでください。
破損の恐れがある場合や変形、ご自身で補修した状態では使用しないでください。
破損した場合は、使用しないでください。
製品カートリッジは必ず弊社指定の純正品を使用してください。
製品カートリッジなどの部品はゆるみのないように、確実に装着してください。
製品カートリッジは衛生面を考慮し、使い切ってください。
製品カートリッジの再利用をしないでください。
使用済の製品カートリッジは自治体の指示に従い、廃棄してください。
電池のお取り扱いについては、次の事項を必ずお守りください。
○取扱説明書に従い、正しく使用してください。
○1.5V以上のリチウムまたはアルカリ単3乾電池を使用してください。
○リチウム電池とアルカリ電池を混合使用しないでください。
○古い電池や種類の違う電池を使用しないでください。
○電池のプラスとマイナスの向きを表示通りに正しくセットしてください。
○液漏れが起こった場合は、本体についた液をよく拭き取り、新しい電池に交換してください。
○長期間ご使用にならない場合は、本体から電池を取り外してください。
○電池を火中に投入しないでください。
○使用済の電池は自治体の指示に従い、廃棄してください。

本体の分解・改造は行わないでください。
本製品を指定の目的以外には使用しないでください。
本製品は絶対に水洗いしないでください。また、水につけたり、かけたりしないでください。
本体のお手入れの際には、必ず本体をロックしてください。

注意

警告
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2  あなた専用のフェイス ケアへのステップ

ステップ１ あなただけのgenLOC Me への第一歩

genLOC Me スターター キットのご購入ありがとうございます。あなた専用のgenLOC Me フェ

イス ケアへの第一歩となります。このキットには日本在住の方にとって一般的なカートリッジを

セットしてお届けしております。この「標準カートリッジ セット」を2週間使用し、これまで出会っ

たことのない使い心地と肌への効果を体感してください。そしてあなた専用のカートリッジ

セットを作り上げるための、ウェブ チェックを行う際の基準としてください。

ステップ２ ウェブ  チェックであなたについて教えてください

「標準カートリッジ セット」を2週間お使いいただいたら、ウェブ チェックを行ってください。お住

まいの環境、地域、肌の特性、エイジングのお悩み、乳液の感触の好み（さっぱり／しっとり）な

ど肌専門のスペシャリストが監修したシンプルな質問に答えるだけで、あなた専用のフェイス

ケアを作り上げる画期的なプログラムです。ご要望に合わせて、乳液に香りをつけたり、日中用

乳液にSPFを加えることもできます。ウェブ チェックの最後には、あなたに適した組み合わせの

カートリッジ セットを示す、あなた専用のコードが表示されます。

ステップ３ あなた専用のフェイス  ケアを体験

あなた専用のコードを使い、「マイ カートリッジ セット」をご注文ください。

ご提供いただいた情報、肌質や好み、さらにニュー スキンの革新的エイジング ケア サイエンス

の専門知識を用い、あなたに適したカートリッジ セットをお届けします。最初の「標準カートリッ

ジ セット」を使い終わり次第、「マイ カートリッジ セット」をお使いください。「マイ カートリッジ 

セット」には1ヵ月分の美容液3種と日中用および夜用乳液がセットされています。革新のエイジ

ング ケア サイエンスから生まれた、あなたのためだけの驚くような効果を体感してください。

ステップ４ 組み合わせの見直しと継続

genLOC Me のウェブ チェックは何度でも行うことができます。季節ごとに適した組み合わせ

を選択したい場合や、肌質が変わったと感じた場合に、カートリッジ セットの組み合わせの見

直しを行うことができます。

また、ご注文忘れのないように、「マイ カートリッジ セット」を毎月自動でお届けするADP登録

をおすすめいたします。
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7

セラム カートリッジ
ホルダー

セラム カートリッジ
コネクター

日中用乳液／夜用乳液／美容液3本はそれぞれ箱に入っており、
カートリッジ ホルダーとカートリッジ コネクターはまとめて箱に入っています。

genLOC Me にはリチウムまたはアルカリ電池を
必ず使用してください。

単3乾電池 4本

製品カートリッジ

取扱説明書（本冊子） スタート ガイド

+

-

+

-

+

-

+

-

日中用乳液
カートリッジ

デイ
モイスチャライザー

ナイト
モイスチャライザー

夜用乳液
カートリッジ

   美容液 カートリッジ（3本）

（    　　　  ）（    　　　  ）
（セラム）

6

アーチウェイ

画面

ふた

美容液・乳液はここから
抽出されます

3  セットに含まれているものと各部の名称
ご使用を始める前に、すべての付属品が揃っていることをご確認ください。

左ボタン
画面上の表示を順に
左方向に表示

右ボタン
画面上の表示を順に
右方向に表示

選択／確定ボタン
メニュー選択を確定

メニュー ボタン
日中用／夜用フェイス ケア
ロック／ロック解除
旅行モード
設定
1回分モード

戻るボタン
前の画面に戻る

本体

画面と各部の名称

※ 付属品の画像は実物大ではありません。

抽出準備完了表示
(genLOCマーク　  点滅）
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セラム カートリッジ
ホルダー

セラム カートリッジ
コネクター

日中用乳液／夜用乳液／美容液3本はそれぞれ箱に入っており、
カートリッジ ホルダーとカートリッジ コネクターはまとめて箱に入っています。

genLOC Me にはリチウムまたはアルカリ電池を
必ず使用してください。

単3乾電池 4本

製品カートリッジ

取扱説明書（本冊子） スタート ガイド

+

-

+

-

+

-

+

-

日中用乳液
カートリッジ

デイ
モイスチャライザー

ナイト
モイスチャライザー

夜用乳液
カートリッジ

   美容液 カートリッジ（3本）

（    　　　  ）（    　　　  ）
（セラム）



4-1 本体の準備
4  お使いになる前のご準備

1
•

•

認証番号の確認
本体底部（電池収納部のカバーの部分）のラベ
ルには21桁の認証番号が記載されています。
この認証番号はサービスやお問い合わせの際
に必要となる場合がありますので、最終ページ

「12 genLOC Me 本体保証書」の下部のメモ欄
を利用いただき、記録をおすすめいたします。

genLOC Me 本体

認証番号：
5556 0000 0000 0000 00000

P/N：01101360　Made in China

ニュー スキン ジャパン株式会社

2 単3乾電池の取り付け
本体底部にある電池収納部のカバーを取り外し
ます。
4本の単3乾電池を差し込みます。（電池の平ら
な面がバネ側になるようにしてください）
カバーを元に戻します。

•

•

•

3
矢印ボタン　　　  で、お使いになる言語を選び
ます。

選択／確定ボタン　　で確定します。

言語の選択
•

•

初期設定の言語は英語です。言語は設定メニュー
からいつでも変更できます。

注意

genLOC Me にはリチウムまたはアルカリ電池
を必ず使用してください。

注意
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4
言語の選択が完了しますと、時刻の設定画面に
進みます。

矢印ボタン　　　を使用して「12時間表示」また
は「24時間表示」を選択し、選択／確定ボタン　  
で確定します。

12時間表示を選択した場合は、「a.m.（午前）」また
は「p.m.（午後）」を矢印ボタン　　　で選択し、
選択／確定ボタン　　で確定します。

時刻の設定
•

•

•

9

現在時刻を正しく設定してください。日中用あるいは
夜用のフェイス ケアを正しく選択させることができ
ます。注意

画面の時間を今の時間に合わせます。時間を進
める場合は右矢印　　を、戻す場合は左矢印　
を使用します。

•

時刻の設定が完了したら、選択／確定ボタン
　  で確定します。

•



4-2　カートリッジの組み立てと本体へのセット
製品カートリッジには、日中用乳液、夜用乳液、３種類の美容液があります。 
セラム組立品には美容液 カートリッジ 3本とセラム カートリッジ ホルダー
とセラム カートリッジ コネクターが必要となりますのでお手元にご準備く
ださい。　　

日中用乳液のセット 半透明の保護カバーを外し、水色の日中用乳液
カートリッジを本体の左上の位置にカチッという
音がするまで差し込みます。

夜用乳液のセット 半透明の保護カバーを外し、紺色の夜用乳液カー
トリッジを本体の右上の位置にカチッという音が
するまで差し込みます。

2

 

廃棄して
ください

廃棄して
ください

1

10

ゴム状の弁が付いたプラスチックキャップ
は取り外さないでください。

注意

ゴム状の弁が付いたプラスチックキャップ
は取り外さないでください。

注意

カチッ

カチッ

-a セラム カートリッジ ホルダーを取り出し、
３つの穴が下にくるように持ちます。

上部

底部

3

各美容液カートリッジの保護キャップをとり、
下部の突起がある部分をホルダーに差し込
み、次に色付きキャップの隅にある突起部分
を、ホルダー上部のリングの下にカチッと音
がするまではめ込みます。（取り付け順序は
自由です）

３本の美容液カートリッジをセラム
カートリッジ ホルダーに取り付けます。

上部

カチッ

-b3

3

まず底部を入れ
押し込みながら
上部をはめる

セラム カートリッジ コネクターをセラム
カートリッジ ホルダーに取り付けます。

セラム組立品が完全に組み立てられている
ことが確認できたら手順●-dに進んでく
ださい。

セラム カートリッジ コネクター

カチッ

セラム カートリッジ
ホルダー

-c

3

3 美容液カートリッジの組み立ては、手順３-a~dの通りに行います。
（セラム）

セラム カートリッジ
ホルダー

美容液 カートリッジ セラム
組立品

セラム カートリッジ
コネクター

上部
上部

上部

底部底部

廃棄して
ください

底部

11

セラム カートリッジ コネクターとセラム 
カートリッジ ホルダーの間は1センチ弱
ほど隙間がある状態で完成です。それ以
上無理に押し込むと故障の原因にもなり
ますので、ご注意ください。

注意



-a セラム カートリッジ ホルダーを取り出し、
３つの穴が下にくるように持ちます。

上部

底部

3

各美容液カートリッジの保護キャップをとり、
下部の突起がある部分をホルダーに差し込
み、次に色付きキャップの隅にある突起部分
を、ホルダー上部のリングの下にカチッと音
がするまではめ込みます。（取り付け順序は
自由です）

３本の美容液カートリッジをセラム
カートリッジ ホルダーに取り付けます。

上部

カチッ

-b3

3

まず底部を入れ
押し込みながら
上部をはめる

セラム カートリッジ コネクターをセラム
カートリッジ ホルダーに取り付けます。

セラム組立品が完全に組み立てられている
ことが確認できたら手順●-dに進んでく
ださい。

セラム カートリッジ コネクター

カチッ

セラム カートリッジ
ホルダー

-c

3

3 美容液カートリッジの組み立ては、手順３-a~dの通りに行います。
（セラム）

セラム カートリッジ
ホルダー

美容液 カートリッジ セラム
組立品

セラム カートリッジ
コネクター

上部
上部

上部

底部底部

廃棄して
ください

底部

11

セラム カートリッジ コネクターとセラム 
カートリッジ ホルダーの間は1センチ弱
ほど隙間がある状態で完成です。それ以
上無理に押し込むと故障の原因にもなり
ますので、ご注意ください。

注意



セラム組立品を本体に差し込みます。

手順●-cで完成したセラム組立品を、本体
の前面中央部に灰色のノズルがある方を下
にして図の通りの向きにカチッという音がす
るまで差し込み、本体のふたを閉めます。 
 
差し込んだ日中用／夜用乳液、および美容
液のカートリッジが未使用かどうかを聞い
てきますので、矢印ボタン　　　で各カー
トリッジについて「はい」*を選択し、選択／
確定ボタン　　で確定します。
*新しいカートリッジの場合

•

•

-d3
3

カチッ

12

「新しい」カートリッジなのか「使用途中」の
カートリッジなのかにより、本体の動き方が
変わりますので、「未使用ですか？」の質問に
は正しくお答えください。初めてお使いにな
るときは、すべて「はい」で進めてください。

（詳しくは「4-3 カートリッジの入れ替え」の項
をご参照ください）

注意



「未使用の日中用乳液ですか？」と画面に表示
がでてきます。新しいカートリッジですので、

「はい」を矢印ボタン　　　で選択し、最後に
選択／確定ボタン　　で確定してください。

4-3  カートリッジの入れ替え

カートリッジを差し込むたびに、そのカートリッジが未使用かどうかを確認す
るメッセージが本体に表示されます。
以下の例では「日中用乳液」を使用していますが、実際にはそれぞれのカー
トリッジに対して、「未使用の日中用乳液ですか？」「未使用の夜用乳液です
か？」「未使用の美容液ですか？」という質問が画面に出てきます。すべて下記
の要領でご回答ください。

1 カートリッジが未使用の場合

2
使用途中のカートリッジを再度セットする場合
には、「未使用の日中用乳液ですか？」の質問
に対し、矢印ボタン　　 　で「いいえ」を選択
し、最後に選択／確定ボタン　　で確定して
ください。
各カートリッジの残量のデータは直前に本体
に記録されている残量がそのまま表示され
ます。

カートリッジが未使用ではない場合

「使用途中」のカートリッジをセットする際、「未使用の日中用乳液ですか？」の
質問に対し、誤って「はい」を選択しますと、残量の記録がリセットされてしま
います。カートリッジの入れ替え時期を正確に把握することができなくなります
ので、ご注意ください。

注意

13

未使用のカートリッジとして設定されると、初回
のみ、乳液・美容液が多めに抽出されます。2回
目以降は適切な量になります。注意



5  ご使用方法

１日２回のフェイス ケアです。
日中用フェイス ケア・夜用フェイス ケア、どちらも同じ手順です。  

日中用フェイス ケア  
・美容液  
・日中用乳液 

夜用フェイス ケア
・美容液  
・夜用乳液

本体画面に従って操作することでそれぞれのフェイス ケアが完了します。
操作中に戻るボタン　   を押すと前の画面に戻ることができます。

  

時刻に応じて、日中用フェイス ケアまたは
夜用フェイス ケアのどちらかが自動的に選
択され、その名称が画面に表示されます。

手を軽くアーチウェイに入れると本体
の電源が入ります。

1

2
確認画面が表示されます。
お手入れを始める準備ができましたら、選
択／確定ボタン　   で確定します。

 3
手と美容液のマークが画面に表示され、
アーチウェイの底部にあるgenLOCマーク
　  が点滅したら、指先をアーチウェイに入
れてください。 

3種類の美容液が均等なバランスで調合
されて出てきます。

4
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6 乳液を抽出する準備ができると、手と乳液の
マークが 画面に表示されます。アーチウェイの
底部にあるgenLOCマーク　  が点滅したら、指
先をアーチウェイに入れて乳液を受けます。

5 「美容液ブレンド完了」と表示されたら、アーチ
ウェイから指先を抜き、美容液を顔になじませ
ます。 

7 「乳液 完了」と表示されたら、アーチウェイから
指先を抜き、乳液を顔になじませます。 

8 最終画面には残りの抽出可能回数が表示され
ます。次回ご注文時期の目安にしてください。

（美容液は朝晩使用されるため、抽出予定は2倍
の回数が表示されます）

本体がお手元に届いた際には、ご使用方法●で示したように抽出の準備ができた段階で、
「準備はいいですか？」と聞いてくる設定となっています。設定変更によって、このステップを省
くことができます。（詳しくは「7-4-1 自動モードの設定」の項をご参照ください）

清掃や移動の際に誤って本体の電源が入り、美容液・乳液が抽出されてしまうことを防ぐため
に本体作動をロックすることができます。（詳しくは「7-2 本体のロックとロック解除」の項をご
参照ください）

・

・

画面上のマーク

日中用乳液 夜用乳液 美容液 抽出

2

15

ヒント
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6 乳液を抽出する準備ができると、手と乳液の
マークが 画面に表示されます。アーチウェイの
底部にあるgenLOCマーク　  が点滅したら、指
先をアーチウェイに入れて乳液を受けます。

5 「美容液ブレンド完了」と表示されたら、アーチ
ウェイから指先を抜き、美容液を顔になじませ
ます。 

7 「乳液 完了」と表示されたら、アーチウェイから
指先を抜き、乳液を顔になじませます。 

8 最終画面には残りの抽出可能回数が表示され
ます。次回ご注文時期の目安にしてください。

（美容液は朝晩使用されるため、抽出予定は2倍
の回数が表示されます）

本体がお手元に届いた際には、ご使用方法●で示したように抽出の準備ができた段階で、
「準備はいいですか？」と聞いてくる設定となっています。設定変更によって、このステップを省
くことができます。（詳しくは「7-4-1 自動モードの設定」の項をご参照ください）

清掃や移動の際に誤って本体の電源が入り、美容液・乳液が抽出されてしまうことを防ぐため
に本体作動をロックすることができます。（詳しくは「7-2 本体のロックとロック解除」の項をご
参照ください）

・

・

画面上のマーク

日中用乳液 夜用乳液 美容液 抽出

2

15
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1
「標準カートリッジ セット」を２週間ご使用いただ
くと、genLOC Me 本体の画面上に「ウェブ チェッ
クは完了済ですか」と表示されますので、その時
期にウェブ チェックを行ってください。

6-1  ウェブ チェック実施
「標準カートリッジ セット」を2週間お使いいただいたら、ウェブ チェックを
行ってください。お住まいの環境、地域、肌の特性、エイジングのお悩み、乳
液の感触の好み（さっぱり／しっとり）など肌専門のスペシャリストが監修し
たシンプルな質問に答えるだけで、あなた専用のフェイス ケアを作り上げ
る画期的なプログラムです。

16

2

6  ウェブ チェック

お住まいの環境、地域、肌の特性、エイジングの
お悩み、乳液の感触の好みなどについての質問
にお答えください。

ウェブ チェックへのアクセス
公式ウェブサイトから直接、またはgenLOC Me アプリを介してウェブ チェック
にアクセスします。genLOC Me アプリは各アプリストアから以下の文言で検
索し、ダウンロードしてご利用ください。
検索ワード：genLOC Me、ジェンロック ミー、genLOC、ジェンロック

公式ウェブサイト：www.nuskin.co.jp　　　アプリ名：genLOC Me

※ 画像はイメージです

4 最初の「標準カートリッジ セット」を使い終わり次第、お手元に届いた「マイ
カートリッジ セット」をお使いください。

genLOC Meを通じてお客様が提供される情報（ウェブ チェックの結果）は、ニュー スキンの
個人情報保護基本方針に従って使用され、保護されます。個人情報保護については、当社の公
式ウェブサイトをご覧ください。
また、genLOC Me マイ カートリッジ セットのご購入に必要なウェブ チェックの結果は、製品
開発に活用させていただきます。

17

ウェブ チェックは何度でも行うことができます。エイジングに関する悩みや、スキン ケアの好み
／要望に変化があった場合は、必要に応じて再度ウェブ チェックを行い、新たなコードを取得
していただき、新しい「マイ カートリッジ セット」をご注文ください。また、過去のコードを使用
して、該当する「マイ カートリッジ セット」を再度注文することもできます。

ご注文忘れのないように、「マイ カートリッジ セット」を毎月自動でお届けするADP登録をおす
すめいたします。

お電話でもウェブ チェックを受けていただくことができます。（詳しくは「6-2 お電話でのチェック」
の項をご参照ください）

・

・

・

3 ウェブ チェックの最後に、4ケタのコードが表示
されます。このコードがあなたに適した組み合
わせのカートリッジ セットを示すものです。この
コードを使い、あなた専用の「マイ カートリッジ 
セット」をご注文ください。

ヒント

※ 画像はイメージです



4 最初の「標準カートリッジ セット」を使い終わり次第、お手元に届いた「マイ
カートリッジ セット」をお使いください。

genLOC Meを通じてお客様が提供される情報（ウェブ チェックの結果）は、ニュー スキンの
個人情報保護基本方針に従って使用され、保護されます。個人情報保護については、当社の公
式ウェブサイトをご覧ください。
また、genLOC Me マイ カートリッジ セットのご購入に必要なウェブ チェックの結果は、製品
開発に活用させていただきます。
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ウェブ チェックは何度でも行うことができます。エイジングに関する悩みや、スキン ケアの好み
／要望に変化があった場合は、必要に応じて再度ウェブ チェックを行い、新たなコードを取得
していただき、新しい「マイ カートリッジ セット」をご注文ください。また、過去のコードを使用
して、該当する「マイ カートリッジ セット」を再度注文することもできます。

ご注文忘れのないように、「マイ カートリッジ セット」を毎月自動でお届けするADP登録をおす
すめいたします。

お電話でもウェブ チェックを受けていただくことができます。（詳しくは「6-2 お電話でのチェック」
の項をご参照ください）

・

・

・

3 ウェブ チェックの最後に、4ケタのコードが表示
されます。このコードがあなたに適した組み合
わせのカートリッジ セットを示すものです。この
コードを使い、あなた専用の「マイ カートリッジ 
セット」をご注文ください。

ヒント
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6-2 お電話でのチェック

スマートフォンをご使用ではないお客様およびパソコンを通してインター
ネットに接続できる環境にないお客様につきましては、お電話で質問にお
答えいただくことで、あなただけのマイ カートリッジ コードをお知らせする
ことができます。お電話での確認が難しい下記の3つの質問につきましては、
それぞれの程度を写真の下の番号でお答えいただきますので、お電話の際
にはお手元にこのページをご準備いただけますようお願いいたします。

シミの程度はどれくらいですか？　

シワの程度はどれくらいですか？

●目尻

18

1 3 5

2 4

1 3 5

2 4

1 3 5

2 4

1 3 5

2 4

毛穴の目立ちはどの程度ですか？

●額

19

1 3 5

2 4

●口元



1 3 5

2 4

1 3 5

2 4

毛穴の目立ちはどの程度ですか？

●額

19

1 3 5

2 4

●口元



日中用あるいは夜用フェイス ケアを同じ日に2度以上お使いになりたいと
きにご利用ください。（例：朝に日中用フェイス ケアでお手入れを行ったが、
スポーツのあとの洗顔後に再度、日中用フェイス ケアをしたいとき）
ご使用方法は通常のお手入れと同じです。（詳しくは「5 ご使用方法」の項をご参
照ください）

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「日中用フェイス ケア」あ
るいは「夜用フェイス ケア」画面を選択し、選択
／確定ボタン　　で確定します。

「準備はいいですか？」と表示されますので、お
手入れをする準備ができましたら、選択／確定
ボタン　　にタッチしてください。

7-1-1 日中用フェイス ケア／夜用フェイス ケア

通常のお手入れ以外に、日中用乳液／夜用乳液または美容液などを単品
でご使用になりたい際、ご希望の製品だけを抽出させることができます。

（例：夜用フェイス ケアでお手入れを行ったが、しっとり感がもの足りない
のでさらに夜用乳液を使いたいとき）

7-1-2  1回分モード

7  その他の機能

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「1回分モード」画面を選
択し、選択／確定ボタン　　で確定します。

美容液／日中用乳液／夜用乳液を選択する画
面になりますので、ご希望の製品を、矢印ボタ
ン　　　 で選択し、選択／確定ボタン　　で
確定します。

選んだ製品の名称が画面に表示され、アーチ
ウェイの底部にあるgenLOCマーク　 が点滅
したら手を入れて製品を受けてください。

7-1 追加使用オプション

・
・

・

・
・

1

1回分モードの際は、自動モードに設定していない場合でも、「準備はいいですか？」との
確認は入りません。すぐに抽出準備が始まり、アーチウェイの底にあるマークが光ります。
間違えて手順を進めてしまったときには、戻るボタン　  で作業を中断することができます。

20

注意

自動モードの設定で「準備はいいですか？」という確認を外すこともできます。
（詳しくは「7-4-1 自動モードの設定」の項をご参照ください）

ヒント



本体を移動したり、清掃したりする際の誤作動を防止するために、本体に
ロックをかけることができます。

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「作動ロック設定」画面
まで進み、選択／確定ボタン　　で確定し
ます。

「作動ロック？」と表示されますので、ロック
をする場合には、選択／確定ボタン　　で
確定してください。

・
・

・

本体のロック

2
メニューボタン　　にタッチ。

「ロック解除？」と表示されますので、選択／
確定ボタン　　で確定してください。この作
業でロックが解除されます。

・
・

ロック解除

1

7-2 本体のロックとロック解除

21

使用されない状態が48時間続くと、本体は自動
的にロックされます。ロック解除の操作を行って
からご使用ください。注意





3
矢印ボタン　　     で、ご旅行の予定宿泊数
を表示させてください。（1泊2日なら「1」）
選択／確定ボタン　　で確定します。

・

・

宿泊日数の設定

4
抽出は、美容液／日中用乳液／夜用乳液の
順番で行われます。

「準備はいいですか？」と表示されますので、
美容液用のトラベル ケースのふたを上に押し
上げるようにして開き、アーチウェイに置いた
ら、選択／確定ボタン　　にタッチします。
美容液がケースに抽出されます。

「美容液ブレンド完了」と表示されましたら
美容液のトラベル ケースを取り出します。
続いて「準備はいいですか？」と表示されます
ので、日中用乳液のトラベル ケースをふたを
開けた状態でアーチウェイに置き、選択／確
定ボタン　　にタッチします。日中用乳液が
トラベル ケースに抽出されます。

「乳液 完了」と表示されましたら、日中用乳液
のトラベル ケースを取り出します。
続いて「準備はいいですか？」と表示されます
ので夜用乳液も同様に作業を行います。

・

・

・
・

・

・

・

美容液・乳液の抽出

5
夜用乳液の抽出が完了したら準備は完了です。
各トラベル ケースのふたはしっかりと閉めてく
ださい。

準備完了

23

「7」までしか入力できません。またその時点で
の美容液・乳液の残量を超える数を選択する
ことはできません。注意

アーチウェイ部分は不安定なので、手でケース
をしっかり支えながら作業を行ってください。

注意



メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「設定」画面に進み、選
択／確定ボタン　　で確定します。

・
・

・

・

1

7-4-1 自動モードの設定

7-4 設定

自動モード画面に変わりますので、そこで、
再度選択／確定ボタン　　にタッチします。

2

自動モードに変更したい場合には、矢印ボ
タン　　　 で「はい」を選択し、選択／確定
ボタン　　で確定します。

3

本体がお手元に届いた段階では、「5 ご使用方法」の●で示しているように、
抽出する準備ができた状態で、「準備はいいですか？」という確認のメッセー
ジが表示される設定となっています。
自動モードへ設定を変更することで、この確認ステップを省き、すぐに抽出に
進むことができます。

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「設定」画面に進み、選
択／確定ボタン　　で確定します。

・
・

・

1

7-4-2  時刻の設定（変更）

矢印ボタン　　　 で「時刻の設定」に進み、
選択／確定ボタン　　にタッチします。

2

時刻はいつでも変更できます。

24

2



25

矢印ボタン　　　を使用して「12時間表示」
または「24時間表示」を選択し、選択／確定
ボタン　　で確定します。

12時間表示を選択した場合は、「a.m.（午前）」
または「p.m.（午後）」を矢印ボタン　　     で
選択し、選択／確定ボタン　　 で確定します。

3

画面の時間を現在の時間に合わせます。時間
を進める場合は右矢印　　を、戻す場合は左
矢印　　を使用します。
時刻の設定が完了したら、選択／確定ボタン
　   で確定します。

4

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　　 で「設定」画面に進み、選択
／確定ボタン　　で確定します。
矢印ボタン　　　 で、「言語」に進み、選択／
確定ボタン　　にタッチします。

1

7-4-3  言語の設定（変更）

7-4-4  バージョンの確認

「言語の選択」という画面表示ののち、現在選
択している言語名（日本語）が表示されます。
矢印ボタン　　　 で、変更したい言語を選ん
でください。
最後に選択／確定ボタン　　で確定します。

2

言語はいつでも変更できます。

本体に使用しているソフトウェアのバージョンを確認することができます。
（詳しくは「10 こんなときには」の項をご参照ください）

・

・

・

・

・
・

・

・

・
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枠内　追加使用オプション

メニューボタンで起動

7-5  genLOC Me 機能画面一覧
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8  カートリッジの取り外し

1

2

本体のふたを開けます。  
両手で、美容液の手前の爪を同時にご自分に向かって引っ張り、セラム
組立品を取り出します。取り外した使用済のセラム組立品全体は、自治
体の指示に従って廃棄してください。

カートリッジを取り外す際は以下の手順に従ってください。
その後、新しいカートリッジをセットしてください。（詳しくは「4-2 カートリッジ
の組み立てと本体へのセット」の項をご参照ください）

・
・

セラム組立品を本体から取り外します 。

カートリッジが外れるまで、各カートリ
ッジに対応する爪を押します。取り外
した使用済のカートリッジは、自治体
の指示に従って廃棄してください。

・

本体から日中用乳液と、夜用乳液を
取り外します。
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9  本体のメンテナンス
9-1 電池交換

電池残量が少なくなると、指先をアーチウェイに
入れたときまたはメニューボタンにタッチしたと
きに、右図のように電池残量低下の画面が表示
されます。お手入れは継続できますが、そろそろ
交換用電池をご用意ください。

電池残量がなくなると、右図のように表示され、
画面が真っ暗になります。電池の交換をしてくだ
さい。
電池交換を行っても、直前の美容液・乳液の残量
の記録は維持されています。

9-2  掃除

美容液・乳液が抽出されてしまうのを防ぐため、まず本体をロックしてください。
（詳しくは「7-2  本体のロックとロック解除」の項をご参照ください）
少し湿らせた布または綿棒を使い、アーチウェイの底部ならびにアーチウェイ上
部にあるノズルに残っている美容液・乳液をふき取ります。
しっかりと乾かしてください。

・

・

・

本体底部にある電池収納部のカバーを取り
外します。
古い電池を取り外して自治体の指示に従って
廃棄してください。
新しく4本の単3乾電池を差し込みます。（電池
の平らな面がバネ側になるようにしてくだ
さい）
カバーを元に戻します。

・

・

・

・

電池交換

毎日の手間を軽減するよう設計されているため、掃除は非常に簡単です。
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genLOC Me にはリチウムまたはアルカリ電池を
必ず使用してください。

注意



1

10  こんなときには
本体が再起動される
本体にエラーが発生すると本体は自動的に再起動
を行います。
その間、画面に「再起動中…」と表示されます。
電池やカートリッジが正しく取り付けられているか確
認してください。本体の再起動が終了すると、「時刻
の設定」画面が表示されますので、現在時刻を再設
定してください。

真っ暗な画面になる
電池が切れていると画面が真っ暗になります。この場合は電池を交換してく
ださい。
電池が新しいのに画面が真っ暗になる場合は、電池が正しく取り付けられ
ているかご確認ください。

自動的に点滅するgenLOC マーク　     の点滅を止めたい
本体には、過去の使用履歴から「平均使用時刻の15分前」にアーチウェイ
のgenLOC マーク　　を点滅させ、お手入れの習慣化をサポートする機能
があります。点滅を止めたいときは、お手入れを始めるか、戻るボタン
にタッチしてください。

ソフトウェア バージョンを確認したい
本体についてのサポートを受ける場合、お使いのソフトウェア バージョン
が必要となる場合があります。その際は以下の方法で現在のバージョンを
確認してください。

メニューボタン　　にタッチ。
矢印ボタン　　      を使用して「設定」画面まで
進み、選択／確定ボタン　　で確定します。

・
・

「7-4-2 時刻の設定（変更）」の項をご参照ください。
その後、カートリッジが未使用かどうかの質問が表示されるので、「はい」または

「いいえ」を選択してください。

・
・

2
矢印ボタン　　      で、「バージョン」に進み、
選択／確定ボタン　　にタッチします。

・

・画面上に、現在のバージョンが表示されます。
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