


アーチウェイ

画面

ふた

抽出準備完了表示
(genLOCマーク　  点滅）

美容液・乳液はここから
抽出されます

1  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。
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3

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 スタート ガイド（本冊子）

+

-

+

-

+

-

+

-

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）



2-1 本体の準備
2  お使いになる前のご準備

言語の選択が完了しますと、時刻の設定画面に進み
ます。

時刻の設定
•

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、上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

認証番号メモ欄

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、カバーを元に戻します。

（電池の平らな面がバネ側になるようにしてください）

•
•

3
矢印ボタン　　　 で、お使いになる言語を選びます。

2

言語の選択
•

選択／確定ボタン　   で確定します。•

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。

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
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2-2　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

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 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。

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

底部

 

廃棄して
ください

廃棄して
ください

1

3

（セラム）

上部

廃棄して
ください

底部

5

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



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
ことを確認できたら手順●-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

-c3

セラム組立品を本体に差し込みます。-d3

3

カチッ

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

まず底部を入れ 押し込みながら
上部をはめる

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

•

•

6

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
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3  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。

7
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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、２倍の回数が
表示されます）

画面上のマーク

日中用乳液 夜用乳液 美容液 抽出

2
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1

2

4  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。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。

「標準カートリッジ セット」を２週間お使いになった
後、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、乳液の感触の好みなどについての質問にお答え
ください。

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。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。

【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】
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。

（詳しくは取扱説明書の「6-2 お電話でのチェック」の項をご参照ください）

9

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

※ 画像はイメージです



5  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。（詳しくは取扱説明書の

「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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6  その他の機能

個々の機能の詳細については、取扱説明書の「7 その他の機能」の項をご参照ください。

日中用の美容液・乳液を同じ日に2度以上ご
使用になりたい際に選択します。

日中用フェイス ケア

夜用の美容液・乳液を同じ日に2度以上ご使
用になりたい際に選択します。

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
い際に選択します。 

1回分モード 

日中用乳液／夜用乳液／美容液の3種類を持
ち運びに便利なトラベル ケース（別売）に入れ
て旅行に持っていくことができます。

旅行モード

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。

本体のロック

この「設定」を選ぶことで、以下のことができ
ます。 

自動モードの設定
時刻の設定（変更）
言語の設定（変更）
バージョンの確認

・
・
・
・

設定

11






