
美しき、知能。
「目覚めよ、美肌プロテイン」の、その先へ。

ニュースキン カタログ 
2022年 9 月版 別冊

＊専用アプリとの連動が必要な機能・性能・仕様です。

製品⽐較 
機能・性能・仕様 現⾏製品  ルミスパ  iO

お⼿⼊れの種類 既定の 1 種類のみ 既定（ 2 種類 ）／おすすめ＊ 

／⾃分仕様＊など多種

お⼿⼊れの時間設定 既定の２分間のみ 既定（ 2 種類 ）／おすすめ＊ 

／⾃分仕様＊など多種

充電⽅法 スタンド充電（電源コード） ワイヤレス充電

電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

耐水性 通常耐水 強耐水

本体重量（トリートメント ヘッド含む） 約 2 3 0 グラム 約 2 0 0 グラム

アクセント（ ヘッド）検知機能 ー 〇

本体背⾯ライト ー 〇

本体前⾯ライト（⾃分仕様設定用） ー 9 ⾊＊

使い⽅ガイドとの連動 ー 　〇 ＊

おすすめのお⼿⼊れを本体保存 ー 　〇 ＊

⾃分仕様のお⼿⼊れを本体保存 ー 　〇 ＊

ヘッド交換時期のお知らせ機能 ー 　〇 ＊

お⼿⼊れ状況の把握 ー 　〇 ＊

肌状態の記録 ー 　〇 ＊

※上記は、2022年 6 月現在の情報に基づいています。

製品名に「 i O 」が付いているパーツ類（ アクセント トリートメント チップを除く）は、現行製品との互換性はありません。
無理に装着すると故障の原因となりますのでおやめください。
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 美しき、 知能。
「目覚めよ、 美 肌プロテイン」の、 その先へ。

ニュースキン 初 の I o T 対 応 美 顔 器 へと進 化した a g e L O C  ルミス パ  i O 。

美しき知 能 が 、美しい 肌 の た め のアプ ロー チをス マ ートに サ ポ ート。

人と美 顔 器 の 新しい 関 係 、いま始まります。

専用アプリの「Nu Skin Vera 」と連動することで、より良質で効果的なあなたに合ったお手入れを実現します。

あなただけの美を育む、美しき知能を搭載。

※画面はイメージです。

＊1 ニュースキンにおける研究のこと。　＊2 genLOC ルミスパ が ageLOC ルミスパ iO にリニューアルした際に改良されたポイントのこと。

▶▶▶
ageLOC ルミスパ iO
Web ページはこちら ▶▶▶

ヘレン E. ナッグス博士による
製品説明動画はこちら

▶▶▶

「Nu Skin Veraとの
連動で広がる
ルミスパ iO の世界」
動画はこちら

［ アプリ機能の一例 ］

 ● ルミスパ iO の正しい使い方をナビゲーション
 ● ライフスタイルや肌状態に合わせて、ルミスパ iO で の

お 手 入 れ を自 分 仕 様 に チェンジ
 ● お手入れ状況を記録し、習慣化をサポート

一人ひとりの声に応えた、きめ細かな進化 ＊2。

毎日、美肌ストレッチ

長年 の 研 究 ＊1  に基 づき、ニュース
キン独自に考案した美肌ストレッ
チ（マイクロ パルス オシレーショ
ン テクノロジ−採用）で、あなた
の理想の肌へ。

年 齢 サインの 出 や すい
部位まで、お手入れ範囲
を拡大。

入 浴 中 の 使 用を考え耐
水性をさらに向上。
※長時間、本体を水につけない

ようにしてください。

パーツ接続部分の素材
変 更 など設 計を全 面 的
に見直し。

トリートメント ヘッドを含
む本体が、現行製品に比べ
て約13%（約30g）軽くなり、
さらにお手入れしやすく。

洗 顔を、肌を育てる時 間に

毛穴を目立たなくし、なめらかで
柔らか な ハリの ある 肌 へ。抗 菌
シリコ ン 採 用 のトリ ートメ ント
ヘッドで、肌 に やさしくお 手 入 れ
で きます。

美肌に導くベストパートナー

ageLOC ブレンド（保湿成分）を配
合した肌タイプ別のトリートメント 
クレンザーは、美 肌ストレッチ に
ふさわしい処方設計の専用クレン
ザーです。

旋風を巻き起こした、揺るぎなき美へのアプローチは継承。

耐久性アップ耐水性アップ 軽量化
首・デコルテ
ケア 耐久性アップ耐水性アップ 軽量化

首・デコルテ
ケア 耐久性アップ耐水性アップ 軽量化

首・デコルテ
ケア 耐久性アップ耐水性アップ 軽量化

首・デコルテ
ケア

正式発売

10 12（水）

2 3



＋

標準タイプ

ルミスパ  iOの美肌づくり。
まずは、スターター キットから。

肌タイプに合わせて選べる

4 種類

オイリータイプの方に

▲ さっぱり　
ホワイト ティー＆ベルガモットの香り

デリケート肌の方に

▲ デリケート
無香料

ドライタイプの方に

▲ しっとり　
バイオレット リーフ＆
ミモザ ブロッサムの香り

ノーマルタイプ・
コンビネーションタイプの方に

▲ ノーマル
キューカンバー メロンの香り

ageLOC ルミスパ iO専用
3種から選べる取り替えヘッド
お好みの使用感に合わせて、「標準タイプ」「やさしいタイプ」
「しっかりタイプ」の3種をご用意しました。専用アプリ「Nu Skin 
Vera」と連動することで、アプリがトリートメント ヘッドの交換
時期をお知らせします。

ageLOC® ルミスパ® iO トリートメント ヘッド
標準タイプ  　製品コード：03002438

しっかりタイプ  製品コード：03002439
やさしいタイプ  製品コード：03002437

　　　 5% ： ¥4,446（税抜¥4,042）
　　　10%： ¥4,213（税抜¥3,830）

卸売価格：¥4,681（税抜¥4,255）
参考小売価格：¥6,694（税抜¥6,085）

PSV 29.10

PSV 27.60

PSV 30.65

ageLOC® ルミスパ® iO アクセント

ageLOC ルミスパ iO専用
サロン並みのアイ ケアで、
目もとにも「目覚めよ、美肌プロテイン」
ルミスパのトリートメント ヘッドを付け替えて目もとをケア。やさし
く心地よい振動で目の周りの悩みに土台からアプローチします。

製品コード：03002440

卸売価格：¥8,516（税抜¥7,742）
参考小売価格：¥12,178（税抜¥11,071）

PSV 55.75

セット内容：ageLOC® ルミスパ® iO アクセント トリートメント ヘッド／ageLOC® 
ルミスパ® iO アクセント トリートメント チップ 

ageLOC® ルミスパ® iO アクセント
トリートメント チップ（2個入り）

メヂカラを育む、独自開発のソフトウェーブ＊1

「美肌ストレッチ」を目もと用に微弱化。表面は立体的な2重
ウェーブ状で、デリケートな目もとの肌への負担を軽減しました。
肌当たりのソフトな抗菌シリコン素材。

製品コード：03002441

　　　 5% ： ¥1,881（税抜¥1,710）
　　　10%： ¥1,782（税抜¥1,620）

卸売価格：¥1,980（税抜¥1,800）
参考小売価格：¥2,831（税抜¥2,574）

PSV 11.95

PSV 11.35

PSV 12.60

セット内容：ageLOC® ルミスパ® i O  アクセント トリートメント チップ 2個

目尻 目袋

クマ

ルミスパ  iOの付け替えアイテム。

ageLOC® ルミスパ® iO スターター キット
ノーマル 
製品コード：03137091

しっとり 
製品コード：03137093

さっぱり 
製品コード：03137094

デリケート 
製品コード：03137092

卸売価格：¥31,625（税抜¥28,750）
参考小売価格：¥45,224（税抜¥41,113）

専用アプリ「Nu Skin Vera」と連動した、IoT対応美顔器本体と
選べる専用クレンザーがセットになった、最初にご購入いただくキット
ageLOC ルミスパ iO本体とお好みのトリートメント クレンザーがセットになった4種類のキット。
肌タイプに合わせてお選びください。

セット内容：●ageLOC® ルミスパ® iO 本体 ●トリートメント ヘッド（標準タイプ）※本体に付属 ●マグネット充電器（USB
接続） ●スタート ガイド ●ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー（いずれか1本）

  PSV 140.00

やさしいタイプ しっかりタイプ

ニュースキン小物

＊1 メヂカラ：ハリと透明感（＊2）があり、瞳の存在感を際立たせる（アクセントの由来）理想的な目もとの状態に導くこと。  
＊2 うるおいのある肌の印象。

マグネット部分

ageLOC® ルミスパ® iO 
マグネット充電器（USB接続）

ageLOC ルミスパ iO専用のマグネット
充電器。USB接続式で、お手持ちの電源
につなげます。コードの長さは約1ｍ。

製品コード：03002442
卸売価格：¥1,233（税抜¥1,121）

ageLOC ルミスパ iO専用の
スタンド。

製品コード：03002443
卸売価格：¥1,518（税抜¥1,380）

ageLOC® ルミスパ® iO
スタンド
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＊1  ageLOC® ガルバニック スパ®
＊2  ageLOC Me®
いずれも併用をおすすめしたい
ニュースキンの美顔器です。

朝

週2回程度

夜

＊1

【お手入れの順番】

メイク落とし
化粧水洗 顔 美容液

ジェル・乳液・
クリーム

＊2 ＊2

Me ルミスパ アクセント

セット内容：●genLOC® ルミスパ® 本体 ●充電スタンド
（電源コード／電源プラグ付き）  ●トリートメント ヘッド
（標準タイプ）※本体に付属 ●取扱説明書 ●スタート 
ガイド ●ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー

（いずれか 1 本）

ノーマル	 製品コード：03136649
デリケート	 製品コード：03136650
しっとり	 製品コード：03136652
さっぱり	 製品コード：03136651
参考小売価格：¥33,033（税抜¥30,030）
卸売価格：¥23,100（税抜¥21,000）	  PSV 100.00

genLOC®	ルミスパ®	
スターター	キット

セット内容：ageLOC® ルミスパ® アクセント トリートメント 
ヘッド／ ageLOC® ルミスパ ® アクセント トリートメント 
チップ ／スタート ガイド

製品コード：03310050
参考小売価格：¥11,136（税抜¥10,124）
卸売価格：¥7,788（税抜¥7,080）  PSV 50.00  

ageLOC®	ルミスパ®	アクセント

ageLOC ブレンド（保湿成分）を配合した
美肌ストレッチに欠かせないトリートメント 
クレンザーです。

肌タイプに合わせて
4種から選べる専用クレンザー

ageLOC®	ルミスパ®			
トリートメント	クレンザー

内容量 ： 100mL

ノーマル　	製品コード：03001492
デリケート			製品コード：03001491
しっとり　				製品コード：03001494
さっぱり	　		製品コード：03001493
参考小売価格：¥5,663（税抜¥5,148）
卸売価格：¥3,960（税抜¥3,600）	   PSV 25.00

	5%	：	¥3,762（税抜¥3,420）	   PSV 23.75

	 	10%：	¥3,564（税抜¥3,240）	   PSV 22.50 

 クレン ザーと 美容液
 ※ルミスパ シリーズ専用のトリート メント クレンザーと美容液（アイディアル アイズ）は、

リニューアル対象外製品です。

genLOC®	ルミスパ®	
トリートメント	ヘッド
標準タイプ		 製品コード：03310013
やさしいタイプ		製品コード：03310014
しっかりタイプ		製品コード：03310015
参考小売価格：¥5,663（税抜¥5,148）
卸売価格：¥3,960（税抜¥3,600）  PSV 25.00  

	 5%		：¥3,762（税抜¥3,420）  PSV 23.75  

				10%：¥3,564（税抜¥3,240）  PSV 22.50

セット内容：ageLOC® ルミスパ ® アクセント トリート
メント チップ 2 個

製品コード：03001656
参考小売価格：¥2,831（税抜¥2,574）
卸売価格：¥1,980（税抜¥1,800）  PSV 10.00  

			 5%		：¥1,881（税抜¥1,710）  PSV 9.50 

　　				10%：¥1,782（税抜¥1,620）  PSV 9.00 

ageLOC®	ルミスパ®	アクセント
トリートメント	チップ（2個入り）

ageLOC ブレンド（保湿成分）を配合。肌負担の軽
減と、ルミスパの効果を正確に届けることを両立さ
せた、ルミスパ アクセント専用の目もと用美容液。

目もとに革新を届ける、
唯一  ＊のパートナー

内容量 ： 15g

製品コード：03001567
参考小売価格：¥7,361（税抜¥6,692）
卸売価格：¥5,148（税抜¥4,680）	   PSV 29.90

	5%	：	¥4,891（税抜¥4,446）	   PSV 28.40

	 	10%：	¥4,633（税抜¥4,212）	   PSV 26.90 

ageLOC®	ルミスパ®	
アイディアル	アイズ®

＊  ニュースキン スキン ケア＆ビューティー製品において。

ルミスパ® iO & アクセント セット
ノーマル 製品コード（ミニCTH付き）        ：03137095

  （ミニNano＋付き）：03137096
  （クーポン2000付き）：03137097

デリケート 製品コード（ミニCTH付き）        ：03137098
  （ミニNano＋付き）：03137099
  （クーポン2000付き）：03137100

しっとり 製品コード（ミニCTH付き）        ：03137101
  （ミニNano＋付き）：03137102
  （クーポン2000付き）：03137104

さっぱり 製品コード（ミニCTH付き）        ：03137106
  （ミニNano＋付き）：03137108
  （クーポン2000付き）：03137109

¥2,265お得

参考小売価格：¥64,764（税抜¥58,876）
卸売価格：¥45,289（税抜¥41,172）PSV 225.65 単品総価格よ
り 5%：¥43,024 PSV 214.35（税抜¥39,113）

¥4,528お得10%：¥40,761 PSV 203.10（税抜¥37,055）
・ageLOC® ルミスパ® iO スターター キット  ・ageLOC® ルミスパ® iO アクセント
・ageLOC® ルミスパ® アイディアル アイズ®

ニュースキン チャージアップ

or or

6パック入り
ミニサイズボックス

気になる製品を自由
に選んで購入可能

ミニサイズの
CTH＊ケア4製品

選べるトライアル セットまたはクーポン
共通特典

あのチャージアップにも
ageLOC ルミスパ iO が登場！

   

※クーポン画像はイメージです。＊CTHについてはカタログP100参照。

▶▶▶

ニュースキン 
チャージアップ
について
詳細はこちら

ルミス パ シリーズ 共通アイテム
継続販売

genLOC® ルミスパ ® 
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