安全上のご注意

取扱説明書

必ずお守りください

お使い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、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
Version1.0. i

●表示の説明

型番：EYEMASCPK

！ 危険

取り扱いを誤った場合、死亡または
重傷を負う可能性が高い内容です。

！ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容です。

！ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、
または物的損害が発生することが想定
される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。
・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
強制
（実行しなくてはならない内容）
を示します。 ・他の人に貸しだす場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

禁止（してはいけない内容）を示します。

保証期間： 購入日より6ケ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

!

！ 危険
低温やけどのおそれ

比較的低い温度 ( 約 38℃〜) でも、長時間皮膚の同じところに接触すると、
低温やけどを起こすおそれがありますので十分ご注意ください。

!

下記の場所では使用したり保管したりしないでください

・直射日光のあたる場所
・暖房機器具の近く、電気毛布、ホットカーペットの上、こたつの中など温度の高い場所
・浴室などの湿気の高い場所
・水気の近く
・ほこりが多い場所
・振動の多い場所
火災、感電、やけど、低温やけど、故障の原因。

次の方は使用しないでください

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
・敏感肌の方
肌や身体のトラブルの原因。

高温のところでは使用しないでください
発火や発熱、やけどの原因。

折り曲げた状態で使用したり、保管しないでください

子供には使用させず、本製品で遊ばせたりしないでください

内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因。

事故や怪我の原因。

就寝時には使用しないでください

分解や修理、改造をしないでください

事故、やけど、低温やけどや体調不良の原因。

火災や感電の原因。

自動車・バイク・自転車などの運転の直前や運転時には使用しないでください

本体にピンや針を突き刺さないでください

事故やトラブルの原因。

内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因。

!

・医師の治療を受けている人、又は、顔に特に異常を感じている方
・アレルギー体質の方
・骨折や整形などで顔にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けたことがある方
・温度感覚喪失が認められる方
・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある方
・交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症がある方
・目の病気 ( 白内障、網膜剥離など ) のある方、またはあった方
・目の手術を行った方 ( レーシック手術直後など )
・糖尿病などによる高度な末梢循環障害いよる知覚障害のある方

異常や故障時には直ちに使用を中断してください

・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
・本体や操作部分が異常に熱い時
・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

感電やけがの原因。

！ 注意

！ 警告

次の方は医師と相談してご利用ください

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜いてください

!

本製品の使用によって、強い刺激や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を
感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください
事故、肌トラブル、体調不良の原因。

※本製品の本体部分は丸洗いできません。汚れた場合は【お手入れ方法】の項目を参照に汚れを落として
ください。
※お手入れの際は、劣化や色落ちの原因となりますのでシンナーや漂白剤は使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
→続く
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● 内容品/各部名称

● 使用方法

アイカバー

1：本体を充電する

マグネット

【表】

ヒーターボタン
各LED
振動ボタン
アイホール

ゴムベルトのUSBポートに
付属のUSB端子をしっかり
と差し込み、反対側を
USB-ACアダプタ(別売)へ
接続します。

USBポート

充電中はLED(下)が白く点滅します。
満充電(約2時間)になると消灯します。

【裏】

調整バックル
USBポート
ゴムベルト

【付属品】

アイマスク用冷却ジェル

・ヒーター(3段階)

microUSBケーブル

※充電には別途USB−ACアダプタをご用意ください。

● バッテリーの充電・保管について
●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電し
ますので、使用する直前または前日頃に充電してくだ
さい。
●充電するときは、周囲の温度が 10℃〜 30℃
（人間
が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。
●温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリ
ーを消耗させます。
また、高温では十分な充電ができません。
●充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなること
がありますが、異常ではありません。
●保管するときは約50%充電状態で保管してくださ
い。
●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状
態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
●高温条件、過放電 ( 電池を使い切った状態 )、過充
電 ( 満充電でも充電器につないだままの状態 ) 状態
での保存はしないで下さい。
●半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止
になります。
●10℃〜35℃の乾燥した場所で保管してください。
●バッテリー充電ポート・USBポートに水分や金属等、
異物が付いていないか確認してから充電してくださ
い。

※充電しながらの使用はできません。

2：電源を入れる
使用したい各ボタンを長押
しすると各LEDが赤く点灯
し電源が入ります。
電源オフにする時も長押し
となります。

３段階の温度調整が
可能です。ボタンを押
すごとに赤→青→緑→
赤…と繰り返します。

振動は７パターンです。
ボタンを押すごとに赤→
青→緑→桃→黄→水→白
→赤…と繰り返します。

赤…強(約48℃)
青…中(約42℃)
緑…弱(約38℃)

赤→
青→
緑→
桃→
黄→
水→
白→

ヒーターボタン
各LED
振動ボタン

※いずれのモードも15分経つと自動でオフとなり
ます。

4：本体を装着する

3：モードを選択する

ヒーターボタン

ヒーターには３段階、振動は７パ
ターン搭載しています。

ヒーターLED

ヒーターと振動を同時に使用す
ることも可能です。

・振動(7パターン)

振動LED
振動ボタン

● USBケーブルの取扱いについて
●USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けた
り、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねた
りしない。
●傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分
解、修理改造をしない。
●USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに
使用を中止する。
●USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSB
プラグやUSBコードは使わない。
●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
●持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
●USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ
張ったまま使用しない。
●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期
的に点検する。
●USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使
用しない。
●充電中USBコードの上に物をのせない。
●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB
コードは引っ張らない。
※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなっ
たり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止し
てください。

ゴムベルトを引っ張りなが
ら、
アイホールに目が合うよ
う頭に装着して下さい。締め
加減を確かめながら、
調整バ
ックルで長さを調整して下さ
い。

5：アイカバーを取り外す
アイカバーを外すことで視界
を確保できます。お好みでご
利用ください。
アイカバーの端を持ってめく
るようにして取り外します。
(磁石になっています)

6：冷却ジェルを使用する
本体の裏側から、重ねるよ
うにして入れて下さい。
※冷却ジェルを装着したま
までもアイカバーをご利用
いただけます。

● お手入れ方法
本製品は洗濯できませんので、汚れた場合は水またはぬ
るま湯に浸した柔らかい布をよく絞ってふき取ってくださ
い。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔
らかい布をよく絞ってふき取り、
さらに乾いた柔らかい布
で洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。
※本製品は防水ではございません。
絶対に濡らさないでください。

●故障かな？と思ったら●

● 仕様
サイズ
重量
電源
バッテリー
充電時間
稼働時間
連続稼働時間
モード

幅２４０×高さ9５ (mm)
約64g
USBにて充電 5V1A
リチウムイオン 3.6V 8５0mAh
約2時間
約1時間（3〜4回）
約15分(ヒーターが強モードの時)
ヒーター：３段階(強・約48℃/中・約42℃
/弱・約38℃)、振動：
７パターン
ジェル冷却時間 冷却までに約２〜３時間
材質
ポリウレタン+ポリエステル+ライクラ
内容品
本体、
アイマスク用冷却ジェル、USB
Type-Cケーブル(約300mm)、
日本
語取扱説明書
保証期間
購入日より6ヶ月
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

● 電池のリサイクルについて
本製品は、リチウムイオン電池を内蔵していま
す。この電池はリサイクル可能な貴重な資源で
す。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする
場合は、地方自治体の指示に従ってください。

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りくださ
い。自動返信でご案内いたします。
※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上ご送付ください。
QR コードを読み取り、空メールを送信できます。

不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン

ナラシノシ

アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328

（月〜金 10:00 〜 12:00 13:00 〜 18:00 土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp
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