
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

フェイシャルクレンジン

グ＆ エイジングケア 



 

ユーザーマニュアル  

 
はじめに 
LUNA™ goフェイシャルクレンジングデバイスをお買い上げいただきありがとうございます。デバイスを使用する前

に、このマニュアルをすべてお読みいただき、使用方法をご確認ください。 

 

 危険: 感電、ショート、発火、製品故障の原因となりますので、本体の分解・改造は絶対に行わないでください。

本体を分解・改造された場合は保証の対象外となります。 
 
 
 

LUNA™ go 仕様/スペック 
 

この小さなLUNA™ go フェイシャルクレンジングデバイスは、シリコーン製デザインのクレンジング面タッチポイント

にT-Sonic™ 振動が伝わり、肌にソフトなタッチで、やさしくディープクレンジングします。手洗顔よりも毛穴の汚れを

取り除き、明るく輝く肌へ導きます。また、エイジングケア面はタッピングをするように化粧水やローションなどのスキ

ンケア製品の角質層までの浸透を高め肌を整え、乾燥によるしわやたるみを目立たなくします。 
 

 

クレンジング面 

 

エイジングケア面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウオータープルーフ 
充電ポイント 

１-ボタン 

インターフェイス 

LEDインジケータ 



 

LUNA™ goの使い方 

LUNA™ goは、朝と夜、1日2回お使いいただくことをお勧めします。 

 

クレンジングモード/エイジングケアモードの選択 

1. LUNA™ goのセンターボタンを押すと電源が入り、クレンジングモードがスタートします 

 

2. もう一度センターボタンを押すと、デバイスはスタンバイになります（スタンバイでは、デバイス底のLEDインジケ

ータが点滅します）その間に、顔を洗い流します 

 

3. 再度センターボタンを押すとエイジングケアモードがスタートします 

 
4. 4度目にセンターボタンを押すとLUNA™ goが停止します 

 
クレンジングモードおよびエイジングケアモードについて、詳しくは次ページを参照ください。 

それぞれのモードでは、T-Sonic™振動が一瞬停止し、インジケータが点滅します。 

これは、顔のほかの部分のクレンジング/ケアを促す通知です。 

 

 

クレンジングモード 

 LUNA™ goのクレンジングモードは、自社調査の結果99.5％の汚れや皮脂を取り除き、また化粧の洗い残しや古

い角質を取り除きます。 

 

 
 

1. 顔に洗顔料を塗布する： 

メイクを落とした後、顔に洗顔料を塗布し、LUNA™ go を水で湿らせます。 

LUNA™ go のセンターボタンを一度押してクレンジングモードを起動します。 

 

 
2. クレンジング: 

クレンジング面を使用し、クレンジングします。毎15秒一瞬停止し、インジケータが点滅し、

顔のほかの部分のクレンジング/ケアを促します。 

- 顎から頬の部分をなでるように円を描きながらクレンジングします 

- 額は中央から外側に円を描くように洗います 

- 鼻は上下にデバイスを滑らせ、目の下の部分はやさしく中央から外側に洗います  
目の下は振動強度を下げることをお勧めします 

 

1分後、3回振動しクレンジングモードの終了を通知します。センターボタンを押し、クレンジン

グを終了します。LUNA™ goはスタンバイモードとなり、底のインジケータが点灯します 

 

3. 洗顔料を洗い流す： 

洗顔料を洗い、デバイスに残った洗顔料も洗い流します。化粧水やローションなどで肌を整

えます。 

 
 
 



 

 
 

エイジングケアモード 

LUNA™ go のエイジングケアモードはスキンケア製品の角質層への浸透を促し、乾燥による小じわを目立たなくし、

ハリのある肌へ導きます。 

 
スタンバイモードから、センターボタンを押すとエイジングケアモードが起動します。毎 12 秒一瞬振動が停止し、 

インジケータが点滅し、顔のほかの部分のケアを促します。LUNA™ go エイジングケア面の波上になっている  

シリコーン面を乾燥による小じわが発生しやすい部分になでるようにあてます。 
 

1. 眉間 

2. 右こめかみ 

3. 右ほうれい線 

4. 左ほうれい線 

5. 左こめかみ 

一分後、3回連続で振動し、エイジングケアモードが終了したことを知らせます。 

 
デバイスの過度な使用を防ぐため、LUNA™ go はクレンジングモード/エイジングケアモード使用後 3 分経過すると

電源が OFF になります。 

 

注意: 使用後、違和感や肌トラブルが生じた場合は、すぐに使用をやめ、医師にご相談ください。 

 

LUNA™ goの洗浄 

LUNA™ go は使用後、毎回洗うようにしてください。タッチポイント面およびエイジングケアモード面をソープと水で

洗い、ぬるま湯で洗い流します。タオルなどで水を拭き取って通気の良い場所に保管します。 

注意: アルコール、石油系、アセトン系のクレンジングフォームの使用は肌荒れの原因となる場合があるので使用し

ないでください。 

 
充電 

FOREO の LUNA™ go には充電ケーブルが付いており、充電してご利用いただけます。1 時間のフル充電で最大

60 回使用が可能です。（使用する環境によって最大使用可能回数は異なります。） 

 充電コードを裏面の充電ポイントに差し込み電源につないで充電します。 

 電源につなぐと、LUNA™ go の底の LED インジケータが点滅し、充電を開始します。充電が完了すると LED

インジケータの点滅が停止し、点灯し続けます。 

 バッテリーの充電が少なくなると、LED インジケータの白い光が点滅します。 

 
注意: 充電を開始する前に、充電ポイントおよび充電ケーブルが水に濡れていないこと、洗い残ったソープが付着

していないことを確認してください。本製品や充電ケーブルが水に濡れる恐れがある場所で充電しないでください。

充電中は使用しないでください。本製品を 24 時間以上、充電し続けないでください。FOREO の充電ケーブル以外

を使用して充電しないでください。 

 



 

重要 

安全にご使用いただくために: 

 クレイ系、シリコン系、またスクラブ系など粒子の粗い洗顔料は本製品のタッチポイントにダメージを与える可

能性があるので、使用しないでください。 

 皮膚の治療中の方や肌荒れが心配な方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。 

 本製品を使用しての洗顔は心地よく行っていただけます。万が一、痛みがあるなど心地悪い場合は、

すぐに使用を止め、医師に相談してください。 

 目の下を洗う際、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。 

 衛生上、本製品を他人と共用しないでください。 

 本製品は直射日光や過度に高温多湿の場所を避け、熱湯にさらさないように保管ください。 

 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。 

 破損した本製品や充電ケーブルを使用しないでください。また、充電ケーブルは FOREO 製品に付属の物、また

は FOREO で購入された LUNA™ go の充電ケーブルを使用してください。 

 本製品に破損が見られた場合は、使用を止めてください。破損していない一部が使える仕様にはなっていませ

ん。 

 安全のため、本製品を充電するときは、電力会社から電力が供給されている電気コンセントを使用し

て充電してください。 

 本製品のクレンジングモードおよびエイジングケアモードを一回の使用にあたり 3 分以上使用しないでくだ

さい。 

 本製品をマニュアルに記載された以外の用途に使用しないでください。 



 

故障かと思ったら 

充電ケーブルに繋げてもLEDインジケータが点灯しません。 

 バッテリーがフル充電されている場合は点灯しません。クレンジングモードおよびエイジングケアモード

を最大 60 回使用できます。 

 バッテリーが切れている場合、数分充電ケーブルに繋ぐと LED インジケータが点滅を開始します。 

 充電ケーブルがデバイスに繋がっているか、充電ケーブルが電気コンセントに繋がっているか確認し

てください。 
 

センターボタンを押してもLUNA™ goが起動しません。 

 バッテリーがなくなっている可能性があるので LUNA™ go を充電してください。 
 

LUNA™ goがOFFにならず、ボタンを押しても反応しません。 

 マイクロプロセッサが誤作動を起こしている可能性があります。充電ケーブルに接続し、機能を回復

させてください。 

 

LUNA™ goのシリコーンが劣化しベタベタする、またはブツブツになっている。 

 使用を止めてください。シリコーンは耐久性が高いですが、特定の状況下では劣化します。マニュア

ルの「重要」部分を一読いただき、使用方法を確かめください。 

 

上記「故障かと思ったら」に示されていない、項目があった場合はwww.foreo.comのカスタマーケアのセクションを参

照ください。 

 

製品保証および利用規約 

製品登録および製品保証 

2 年間の製品保証を有効にするためには、製品を FOREO の公式ホームページまたは FOREO アプリよりユー

ザー登録、および購入された製品の登録を行ってください。登録時にはシリアル番号が必要となりますので、製

品本体の底面または保証スクラッチマグネットをご参照ください。 

 

2年保証（無償交換対象期間） 

FOREO は、通常の使用で生じた製品故障および材料・製品部品による不具合に対して、製品の購入日から 2

年間保証いたします。本保証期間内に不具合が発生した場合、FOREO の裁量により製品の無償交換をいたし

ます。 

 

保証は本体機能に影響を与えるパーツを対象とします。通常使用の消耗により発生した外観上の劣化、誤使

用および過失により派生した破損等は保証対象外となります。本体及び付属品の分解や改造をした場合、本保

証は無効となります。 

 

保証の請求にあたって、製品購入の日時を示すレシートが必要となります。保証の期間中は製品購入時のレシ

ートを保管してください。 

 

保証の請求の際は、www.foreo.comから登録したアカウントにログインし、保証の請求を選択します。 保証請求する

と「ご請求番号」が付与され、FOREOカスタマーケアアドバイザーより連絡が届きます。「ご請求番号」と一緒に製品

を返送ください。不具合品の返品送料はお客様ご負担となりますことを予めご了承ください。本保証は品質保証を

お約束するものであり、お客様の法的権利を制限するものではありません。

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/


 

破棄について 
電気製品の破棄（EUおよびEU以外の国々でのゴミ収集システム） 

 
 

 

 

上で示されているシンボルは、家庭ゴミとして破棄してはいけないことを意味しており、破棄する際には電気製品リ

サイクルまたは電気製品の破棄を専門とする行政/業者にお問い合わせください。 

 

仕様 

素材: ハイジェニックシリコーン（人体に無害なシリコーン） 

カラー:  ピンク（ノーマルスキン）/ブルー（コンビネーションスキン）/ターコイズ（オイリースキン）/ラベンダ

ー（センシティブスキン） 

サイズ: 50 x 50 mm 

重量: 42.7 g 

バッテリー: Li-ion 70 mAh 

使用可能回数: 最大60回 

スタンバイ: 100日 

周波数: 125 Hz 

ノイズレベル: 63 dB 

インターフェイス: 1-ボタン 

 

 

免責条項: 本製品をユーザーが使用したことによって直接または間接的に発生した身体的怪我やダメージ、精神

的ダメージについて FOREO や販売元は責任を負うものではありません。また予告なしに記載情報を更新または

変更させていただくことがありますので、ご了承ください。 

 

モデルは予告なく更新/変更することがありますので、ご了承ください。 
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