
保証について

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～ 4ページ）を必ずお読みください。
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　　警告

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する
ために必ずお守りいただく事を説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や
損害の程度を、次の表示で示しています。

以下に記載の項目で医師の指導、または治療を受けている方は
自己判断で使用せず、ご使用前に必ず医師にご相談ください。

妊娠中の女性、敏感肌、循環器系の持病、頭蓋血管疾患心
臓疾患、血圧異常、悪性腫瘍、
脳血管患者、急性疾患の患者、または治療を受けている方。

目になんらかのトラブルがある方、近日目の手術を受ける
方、緑内障、白内障、網膜剥離および他の眼疾患を患って
いる方

本製品を他の医療用電子機器と同時に使用しないでください。
目以外の部分に装着して使用しないでください。
心臓、口、性器、皮膚疾患がある場所、もしくはその近くで使
用しないでください。
本製品を高熱、可燃性、湿気の多い場所で使用しないでください。
（バッテリーを搭載している為発熱、発火、破裂の原因になりま
す。）

･

･

･

･

･

以下の部位に使用する際は医師にご相談ください。

整形・形成手術をした部位、皮膚の下に金属・プラスチック・
シリコンなどを埋め込んでいる部位、皮膚トラブルのある
部位（例：アトピー性皮膚炎・顔面黒皮症・皮膚の炎症・
かゆみやほてりのある部位）

･

･
･

･

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告表示の意味

警告 この表示は、
「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。

注意 この表示は、「軽症を負うことや、財産の損害が
発生する恐れがある」内容です。

この表示は、
実行しなくてはならない内容です。

幼児期のお子様のご使用はお控えください。
使用中に違和感を感じられたり、肌に何らかの異常が発生した
場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
飲酒時には使用しないでください。

以下に記載の項目で医師の指導、または治療を受けている方は、
本製品を使用しないでください。

以下に記載の方は本製品を使用しないでください。
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本製品は医療機器ではありません



･

･

･

･
･
･

･

･

･
･

･

･

･

安全上のご注意（必ずお守りください）

　　注意

本製品は眼の安全のためコンタクトレンズを取り外してからご
使用ください。
本製品を改造しないでください。
また、絶対に分解し たり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
分解の形跡が見られた商品につきましては、一切の返品返金
保証に応じられませんのでご注意ください。
目薬などを使用した直後には使用しないでください。
小さなお子様の手の届く範囲で保管しないでください。
落下等の強い衝撃を与えないでください。

本製品のお手入れの際は必ずUSB ケーブルを本体から抜いて
行なってください。
また、USB ケーブルを濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
5V以上の電圧が掛かるアダプタを使用しないでください。
急速充電、QC規格 2.0 以上のアダプタはご使用にならないでく
ださい。
お風呂や水のかかる場所で使用しないでください。

USB ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らずに端子部分を
持って引き抜いてください。 
ケーブルに負荷がかかり、破損の原因になります。
直射日光が当たる場所やストーブの近くなど高温になる場所に
保管しないでください。

電源に関する注意事項

･

･

･

USB ケーブルを加工・無理に曲げること、引っ張ったり、 
ねじったりしないでください。 
感電・ショート・火災の原因になります。 
収納時にUSB ケーブルを本体に巻きつけないでください。
 コードに負荷がかかると断線し、ショート・火災などの原因に
なります。 
USB ケーブル端子に金属やゴミを付着させないでください。 
感電・ショート・火災の原因になります。 

電源に関する注意事項
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本製品を長期間充電せずに放置されたり、充電が満タンの状態で
さらに充電を継続されると、故障の原因になったり、バッテリー
の消耗が早まります。ご使用になられない場合でも 1か月に１度
は充電を行ってください。



加熱や火中投下
高温環境でのご使用、充電、放置
こたつや布団の中に入れてのご使用、充電
毛布などを被せてのご使用、充電
直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所
でのご使用、充電
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･

･
･

･

･

･
･
･
･
･

安全上のご注意（必ずお守りください）

廃棄する場合を除いて、リチウムイオン電池を本体から取り外
さないでください。
加熱や火中投下は絶対に行わないでください。
くぎなどの鋭いもので刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造
は絶対にしないでください。
水などの液体に濡らさないでください。
また、濡れた手で触れないでください。
直射日光が当たる場所や、炎天下の車内、暖房器具の近くなど
高温になる場所に保管しないでください。

･リチウムイオン充電池の性能が落ちたまま使用をしないでくだ
さい。

･

･

･

･

リチウムイオン電池の液が目に入ったときは、直ちにきれいな
水で洗い、必ず医師の診察を受けてください。
リチウムイオン電池の液がもれたときは、素手で液をさわらな
いでください。
廃棄時に取り出したリチウムイオン電池は、乳幼児や小さな
お子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所に保管しないで
ください。
リチウムイオン電池の液が身体や衣服に付いたときは、直ちに
きれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状があるときは、
必ず医師に相談してください。

･

･

性能の劣化したリチウムイオン充電池を無理に使用する
と、重大な事故につながる恐れがあります。
電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し
Laluna サポート窓口までご相談ください。
（使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど）

リチウムイオン電池の取り扱いについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。次のようなことは絶
対にしないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。

リチウムイオン電池を取り扱う際は、次の警告・注意事項を必ずお守り
ください。



開封後、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。

万が一、付属品に不備がございましたら、ラルーナお客様相談窓口まで
ご連絡ください。(P.21 参照 )

USB ケーブル×1 収納袋×1 汚れ防止カバー×２ 日本語説明書 ( 保証書付 )

本体 LCD画面下の充電口に、付属の充電用USB ケーブルの
Micro B コネクターを接続してください。
USB コードの Type A コネクターをお手持ちの ACアダプター等の
USB ポートに接続してください。

1.

2.

3.
4.
5.

充電が始まると、バッテリーアイコン 　 が点滅します。
充電が完了すると、バッテリーアイコンが　  という表示になります。
本製品は充電完了までは約３時間、フル充電後は約８回
（１回約 15 分）の使用が可能です。

商品内容と各部の名前 使い方 ( 充電 )

付属品

各部の名前

充電方法
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TypeA
( 大きい端子 )

MicroB
( 小さい端子 )

※AC アダプターは付属しておりません 　　

本体側面

本体内側 汚れ防止カバー USB ケーブル

調整バックル
固定用ベルト
ON/OFF モードキー

１．
２．
３．

４．
５．
６．

ミュージックキー
マイクロUSB 差込口 ( 充電口）
LCD画面

汚れ防止カバー取付け位置 取り外し /手洗い可能

本製品を長期間充電せずに放置されたり、充電が満タンの状態で
さらに充電を継続されると、故障の原因になったり、バッテリー
の消耗が早まります。ご使用になられない場合でも 1か月に１度
は充電を行ってください。

安全にご利用いただくために、充電時以下の点にご注意ください。

5V以上の電圧が掛かるアダプタを使用しないでください。
急速充電、QC規格 2.0 以上のアダプタはご使用にならないで
ください。

・
・

バッテリーの故障や火災の原因となる可能性がございます。
警告！



初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、
充電をおこなってからご使用ください。

ご使用の前に

短く　 ボタンを押して本体を起動し、LCD画面の電池残量を確認して
ください。何も情報が表示されない場合はバッテリーが少なく、バッテ
リーアイコンが点滅しています。

充電の確認方法

1.

2.

※

3.

本体内側に汚れ防止カバーを取り付けます。マジックテープ式になっ
ており、４点で固定します。
初めてご使用になるときは、ベルトをゆるめた状態でご使用くださ
い。空気圧機能のふくらみで装着時よりも窮屈に感じる場合があり
ます。
ベルトをゆるめても窮屈に感じる方は、寝転んだ状態で本体を目元
にそっと乗せるだけでも、十分なやすらぎを感じることができます。
使用感になれてきた段階で、ご自身のお好みに合わせてベルトを調
節してください。

空気圧

音楽

温感

アイマスクの内側全体が流れるような動きで目元
からこめかみまでを優しく包み込みます。

目元を体温より少し高めの約 42 度で温めます。
休憩時や就寝前の使用がおすすめです。

厳選した音楽でまるで自然に包まれているかのよう
な体験をお届けします。

本製品は下記の機能を搭載しています。

1. 操作ボタン

2.

air

heat

LCD 画面表示アイコン

：起動・モード切替ボタン。長押しすると電源オフ。
：音楽再生ボタン

：モード（air　heat）
：残り動作時間
：音楽再生中
：バッテリー残量
：空気圧機能が動作している事を示します。
：温感機能が動作している事を示します。
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装着方法

ボタンと LCD画面表示アイコンについて

モード紹介

使い方（準備から装着まで） 使い方（ボタン・画面表示とモード紹介）



電源ON（リモコンとの接続）
１.
　
２.

　 ボタンを押して本体の電源をオンにすると、LCD画面が表示され、
15 分間、空気圧 +温感機能と音楽が再生されます。
　 ボタンを押すとモードが切り替わります。

電源のON/OFF とモード切替

1.
  ・

  ・

アップロード方法
付属のUSB コードで、パソコンと本体を接続すると、MP３音楽を
新しくアップロードする事ができます。
USB ケーブル接続状態になると、本機は動作を停止します。

2.
  ・
  ・

アップロードできる音楽ファイルについて
アップロードできる音楽はMP３ファイル形式のみです。
アップロードできる容量は 128MBまでです。

3. アップロードの注意点

音楽をアップロードする際、デフォルトで入っている音楽に上書
きされますのでご注意ください。
デフォルトの音楽を残したい場合は、新しい音楽をアップロード
する前にファイルを取り出す必要があります。

  ・

  ・

使い方（本体操作）
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使い方 ( 音楽のアップロード）

音楽のアップロード

音楽のON/OFF と切替

本体の電源オンと同時にセットされた最初の曲が流れます。
起動時の音量レベルは 5段階中の 2に設定されています。

ボタン 1回（音楽再生中）
ボタン 2回連続
ボタン 2秒長押し
ボタン長押し（音楽オフ中）

次の曲への切り替え：
音量の切り替え：
音楽のオフ：
音楽の再開：

3. ２秒間　   ボタンを長押しすると、本体の電源がオフになります。

１回：電源オン＆フル機能（空気圧+温感）
２回：空気圧のみ
３回：温感のみ

1日 1回、約 15 分の使用を推奨します。
長時間や、連続した過度なご使用は、逆効果やトラブルの
原因になります。



1.

2.

本体のお手入れは、清潔な水で濡らしかたく絞った布やタオルをご
使用ください。
アルコールや洗剤のご使用は故障の原因となりますのでご注意くだ
さい。
本体は乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
直射日光や高温多湿の場所には置かないでください。

・
・
・

・
・
・

汚れ防止カバーは優しく手洗いしてください。
洗濯機では洗わないでください。
強い力での手洗いや、熱いお湯を使用すると、布の傷みが早くなる
恐れがあります。
手洗い後は絞らずに、そのまま自然乾燥させてください。
漂白剤は使用しないでください。
アイロンはかけないでください。

快適にご使用頂く為に、本製品の汚れ防止カバーは定期的にお手入れし
てください。
汚れ防止カバーは手洗いが可能です。
手洗いの際は下記の項目にご注意ください。

13 14

お手入れ 本製品の仕様

商品名
充電所要時間
モード数
タイマー
電源
リチウムバッテリー
梱包サイズ
重量

LaLuna　エアーアイマスク
約 3時間
3モード
15 分
5V DC 1A
3.7V　1450ｍAh
218×158×92ｍｍ
350g

本体のお手入れと保管

汚れ防止カバーのお手入れ
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よくあるご質問

電源が入りませ
ん。
（充電できない）

1時間以上の充電をお試しいただき、それでも電
源が入らない場合は初期不良でございます。
La Luna LINE 公式アカウントまで①購入証明 ( レ
シートの写真や注文番号 )②不具合の症状をご連
絡ください。

音楽が鳴りませ
ん。

♪マークのボタンを「2回連続」でピッピと押し、
音量アップをお試しください。
それでも音楽が流れない場合は初期不良でござい
ます。La Luna LINE 公式アカウントまで①購入証
明 ( レシートの写真や注文番号 )②不具合の症状
をご連絡ください。

空気圧 ( エアー )
機能が動作しませ
ん。

初期不良でございます。
La Luna LINE 公式アカウントまで①購入証明 ( レ
シートの写真や注文番号 )②不具合の症状をご連
絡ください。

LCD画面に何も表
示されません。

1時間以上の充電をお試しいただき、それでも
LCD画面が表示されないが場合は初期不良でござ
います。
La Luna LINE 公式アカウントまで①購入証明 ( レ
シートの写真や注文番号 )②不具合の症状をご連
絡ください。

温度が低いような
気がします。

室温や体温が低い・真冬は温度が低く感じられる
ことがあります。
上記が当てはまらない場合で、温度の低さ・低下
を感じられた場合は、La Luna LINE 公式アカウン
トまで①購入証明 ( レシートの写真や注文番号 )
②不具合の症状をご連絡ください。

温度調整はできま
すか？

いいえ、できません。

音量の調整はでき
ますか？

はい、可能です。
♪マークのボタンを「2回連続」でピッピと押す
と、5段階で音量を調整いただけます。

左側からモーター
音が大きく聞こえ
ます。

エアーアイマスクのモーターは本体の左側に内蔵
されています。
そのため左側のほうが右側に比べると、モーター
音が大きく聞こえて参ります。

汚れ防止カバーだ
け購入できます
か？

はい。ラルーナオフィシャルストアにてご購入が
可能です。
＜ラルーナオフィシャルストア＞ 
https://www.laluna-online.com/
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充電ケーブルを紛
失しました。

ラルーナ付属の充電ケーブルは「マイクロUSB
ケーブル」です。
このケーブルは家電量販店やコンビニエンススト
アでもご購入いただく事が可能です。

子どもでも使えま
すか？

幼児期のお子様へのご使用はお控えください。
幼児期以上のお子様でも、必ず保護者の方の目の
届く範囲で、製品の特徴をよく理解した上でご利
用ください。

海外でも使用でき
ますか？

可能です。ご使用される際はUSB 変換プラグを
別途ご準備ください。

プレゼントでもら
いました。保証は
されますか？

はい。保証をご利用になる場合は、LaLuna LINE
公式アカウントにお友達登録をお願いしておりま
す。
故障による交換の場合は、お届け先などお伺いす
る必要がございます。
まずは LaLuna LINE 公式アカウント、もしくはサ
ポートメールまでご相談ください。

よくあるご質問
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交換保証

本製品の保証は「正規販売代理店」にてご購入いただいた場合のみ適用
となります。
正規販売代理店以外のストアやフリマサイトなどでご購入の場合は、
保証対象外となります。

保証について 保証について

20

期間内であっても、以下の場合には「保証対象外」となります。

公式ストア保証 /メーカー保証について

本製品の交換保証は、ご購入日から 90日間となっております。

保証延長サービスについて

LaLuna 会員 ( 製品 ) 登録をしていただくと、交換保証の期間を
「90日」から「1年間」に延長させていただきます。
以下のQRコードもしくはURL よりご登録ください。

https://www.laluna-online.com/p/register

保証書
製品名 エアーアイマスク

氏名
住所
店舗名
購入証明 ( レシートの写真や注文番号 )

ご購入から 90 日間

ご購入者様情報

店舗情報

ご購入日

保証期間

※実店舗でご購入の場合は、保証書の記載は不要です。レシートの写真をご提示ください。

・
・
・

・

・
・
・

ご購入証明の提示がなされない場合
正規代理店以外でのご購入の場合
落下等の衝撃、分解、改造、その他製品を不当に扱われたことによ
る故障
ご購入後の使用に伴う色素沈着、自然消耗、さび、カビなどの外観
の変化
紛失、盗難、置き忘れ、自然災害による損害
故障によって生じた経済的損害や災害
ご連絡いただかずに、お送りされた場合
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お問い合わせについて

以下の内容を LINE のメッセージで送信してください。
サポートスタッフが順次ご対応させて頂きます。（平日 10：00 ～ 17：00）

使い方などシンプルな質問は 24 時間自動チャットサポート！
右QRコードから LINE 公式アカウントをお友だち追加すると、
嬉しい特典も。

①購入証明 ( レシートの写真や注文番号 )
②故障の状況（できるだけ具体的に）
③購入元（店舗名もしくはサイト名）

①商品名
②質問内容（できるだけ具体的に）

laluna-support@e-mail.jp

●サポート窓口営業時間
月～金曜日　１０：００～１７：００
土日祝・夏季・冬季休業日に頂いたご相談は、翌営業日から順次ご対応させて頂きます。

LINE 公式アカウント

LINE 公式アカウントお問い合わせ方法

お問い合わせ先

特典 1 特典２

【使い方がご不明な場合】【初期不良・故障の場合】

限定クーポンや
イベントをお知らせ

NEWS 各色 BGMの試聴や
キャンペーンに参加


