
ワークアウトしたらFOREOでクレンジング、
健康的な体と肌で輝くスマイルを！

mini 3
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LUNA mini 3 仕様/スペック

ユーザーマニュアル
はじめに

警告：本製品のいかなる変更・修正は禁止されています。

LUNA mini 3について

トラベルポーチ

スタイリッシュなポーチに
入れて簡単に持ち運びできます

インタラクティブなFOREO専用アプリ

FOREOアプリに繋げて、
デバイス設定とクレンジング強度をカスタマイズ

USB ケーブル

いつでも、どこでも充電が可能に

T-SONIC 振動
12段階の振動強度から選べる
毎分8000回のT-Sonic振動で
効果的なクレンジングを

細めのタッチポイント
敏感肌や普通肌、また頬など
広い部分のクレンジングに
お薦めです

チャージングポート
１回の充電で最大400回
使用可能。外被は100%防水性

超衛生的なシリコーン製
ナイロンと比較して35倍
衛生的かつ無孔性なので
バクテリアの増殖を防ぎます

ユニバーサルパワーボタン
デバイス電源のON/OFFおよび
Bluetoothペアリングモードを
起動します

インジケータライト
Bluetoothでスマートフォンと
ペアリングする際、デバイスの
充電が必要な際、インジケーター
が点滅します

洗練されたスウェーデンデザイン
人間工学に基づき、軽量かつブラシ
などのアタッチメント不要

グローブーストモード
たった30秒で肌を明るい印象に仕上げる
クイックプレスクレンジング

太めのタッチポイント
Tゾーンなどディープで高精度な
クレンジングが必要な箇所に

前面 後面

この度は、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。LUNAmini3でスマートなスキンケアをお楽し
みください。LUNAmini3の洗練されたスキンケア技術をお楽しみいただく前に、本マニュアルをご一読ください。
ご使用前に本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。また、本マニュアルに記載されてい
る使用目的以外には本製品をご使用にならないでください

アクティブなあなたのワークアウト後のいつものスキンケアをLUNAmini3でアップグレード。毛先までしなやかな
シリコーンで出来たタッチポイント、毎分8000回のT-Sonic振動は12段階の強度から選べます。ワークアウト後の汚
れ、皮脂、汗をしっかり取り除き、フレッシュで健康的な輝く肌に仕上げます。たった30秒で肌の印象を明るく輝
かせるグローブーストモード（glow boost mode）で、肌にやさしい時短クレンジングを実現。キュートでコンパク
トなデザインなので、ジムバックにもカジュアルにフィット、外出先でのスキンケアにもぴったりです。LUNA mini 
3があなたのアクティブなライフスタイルをアップグレードすることは違いありませんん。
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重要
安全にご使用いただくために：

• 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。

• 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。なお、本製品の部品は修理に対応しておりません。

• 大人の目の届かないところで、子供が本製品で遊んだり、掃除したりさせないでください。
• 本デバイスはSELV（safety extra-low voltage：安全特別低電圧）下でのみご利用ください。
• ユーザーは、本デバイスの充電に関してこのマニュアルの指示に従ってください。
• 本デバイスを廃棄する場合は、必ずバッテリーを取り外してください。

• バッテリーは安全な方法で廃棄してください。

• 本製品のクレンジングモード一回にあたり、３分以上使用しないでください。

• 本製品は7歳以下のお子様にはご利用いただけません。

LUNA mini 3の使い方

1

2

3

4

5

メイクを落とした後、肌を濡らしFOREOマイクロフォームクレンザー
（Micro-Foam Cleanser）または、お使いの洗顔料をつけまs

ユニバーサルボタンを一度押すとクレンジングモードが、
またすばやく二度押すとグローブーストモード*が起動します。

頬や額は円を描くように、鼻は上下になでるようにクレンジングします。

ユニバーサルボタンを３秒押し続け、デバイスをOFFにします。

顔をよくすすぎ、乾かします。

*グローブーストモードを30秒使用すると、
自動的にデバイスの電源が落ちます。

警告:  

• 本製品は本来クレンジングを心地よくする目的の商品ですが、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。

• 本デバイスを安全に使用いただくために、経験や知識が不足している場合は、監視および指示を与え、関連する危険
性を理解してもらう必要があります。

最初にご使用いただく前に、ユニバーサルボタンを一度押し、デバイスをFOREOアプリと同期させ、クレンジング強
度を選択してください。

• バッテリーを取り外す際は、デバイスを主回路から切り離す必要があります（本マニュアルの「バッテリーの取り外
し方」を参照ください）

• お子様が直接ご使用もしくはお近くにいる場合、また身体障害および知的障害をお持ちの方々がご使用になる場合は
大人による厳重な管理を行ってください。

• 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。またこのマニュアルでは知りたい項目の記載
がない、もしくは、デバイス使用上の質問がある場合は、www.foreo.com/supportをご参照ください。
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故障かと思ったら
LUNA mini３の動作不良や異常が確認された場合は、特に注意してください。
パワーボタンを押してもLUNA mini 3が起動しません。

LUNA mini 3の電源がOFFにならず、ボタンを押しても反応しません。

LUNA mini 3がFOREOアプリに同期されません。
• スマートフォンのBluetoothをOFFにし、再度接続してください。
• FOREOアプリを一度閉じ、再度アプリを起動させてください。
• アプリが最新状態であるかお使いのスマートフォン専用ダウンロードサイトにて確認してください。

製品保証および利用規約
保証登録

2年保証（無償交換対象期間）

LUNA mini 3の洗浄

廃棄について
使用済み電子機器の廃棄について（EUおよびEU以外の国々での分別収集システムに適用）

• バッテリーがなくなっている可能性があります。USB充電ケーブルで再充電してください。 1.5時間ほどでフル充電
されたら、パワーボタンを押し続けデバイスを再起動してください。

２年間の製品保証を有効にするには、FOREOアプリから製品登録を行ってください。詳細はforeo.com/product-reg-
istrationをご参照ください。

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、製品の購入日から２年間保証い
たします。本保証は本体機能に影響を与える作動パーツを対象としております。通常使用の損耗により発生した外観
上の劣化、誤使用および過失による破損等は対象外となります。本体および付属品の分解や改造を行った場合、本保
証は無効となります。

保証期間内に不具合が発生し、FOREOにご連絡いただいた場合、FOREOの自由裁量により、本体を無償で交換いたし
ます。保証期間内の請求については、保証期間内であることを証明する合理的な証拠をもって行ってください。 本
保証が必要な時のために、保証期間内はこの保証内容とともに本製品購入時の受領書を大事に保管してください。

保証のご請求をいただくには、弊社ウェブサイト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
を行ってください。不具合品の返品送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。なお、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。

斜線で消されたゴミ箱マークは、本製品が他の家庭用ごみと一緒に処理できないことを意味します。 適切な電子製
品リサイクル回収場にて処理してください。本製品が正しく処分されたことで、本製品の不適切な廃棄により起こり
うる環境とヒトの健康に与える潜在的な負の結果を防ぐことができます。使用されている素材をリサイクルすること
で、天然資源の保護にも役立ちます。

より詳しいリサイクル方法については、お近くの家庭ごみ廃棄物処理サービス専門業者もしくはお買い上げ店舗にご
連絡ください。

• 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。パワーボタンを押し続け、デバイスを再起動してく
ださい。

使用後は必ずLUNAmini3全体を洗浄してください。ブラシ面を水とソープで洗浄後、温水でよくすすいでください。
クレイ、シリコーン、粒状のクレンザー、エクスフォリエーターやスクラブは、本体のシリコーン素材にダメージを
与える可能性があるので、使用しないでください。洗浄後は、タオルや柔らかい布で水気を拭き取ってください。よ
り効果的な洗浄をご希望の場合は、FOREOシリコーンクリーニングスプレー（Silicone Cleaning Spray）をお使いいた
だき、その後温水でよくすすいでください。

注意：肌荒れまたは、シリコーンにダメージを与える場合があるので、アルコール、石油系、アセトン系のクレンジ
ング製品は使用しないでください。

器具のお手入れ
ご使用の後は、必ず器具を丁寧に洗浄してください。ブラシの表面を水と石鹸で洗い、ぬるま湯ですすぎます。器具の柔ら
かいシリコン製タッチポイントが破損するおそれがあるため、クレイやシリコン、または粒入りのクレンジング剤、毛穴用ク
レンジング、またはスクラブ剤は使用しないでください。糸くずの出ない布またはタオルで軽く押さえるようにして水分を取
ります。使用後は、FOREOシリコンクリーニングスプレーを吹きかけ、最適な結果を得るためにぬるま湯で洗うことをお勧
めいたします。

注意：アルコール、石油、アセトンを含む洗浄剤は、皮膚を刺激したりシリコンを破損したりするおそれがあるため、絶対に
使用しないでください。
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仕様
素材：人体に無害なシリコーンおよびABSプラスチック
カラー：ミント/フクシア/ミッドナイト/パールピンク
サンフラワーイエロー

 

サイズ：80 x 78 x 38 mm
重量：87g
バッテリー：Li-ion 530mAh 3.7V

USAGE: Up to 400 uses
STANDBY: 90 days
FREQUENCY: 100 Hz
MAX NOISE LEVEL: <50dB
INTERFACE: 1- button

モデルは予告なく更新/変更される場合がありますのでご了承ください。
©2019 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

バッテリーの取り外し方

1 2 3 4 5 6

注意：一度バッテリーを取り外すと、本製品は二度と使用できません。また本体を一度開くと保証が無効となります。
本製品を廃棄する場合のみ本作業を行うようにしてください。本デバイスはリチウムイオンバッテリーを使用している
ので、廃棄の際は必ずバッテリーを取り外してください。なお、家庭用ごみと一緒に廃棄することはできません。まず
はシリコーン外層を取り、内側のプラスチックシェルを開き、バッテリーを取り外します。バッテリーはお住まいの地
域のルールに従い廃棄してください。また安全のため、本作業を行う際は手袋をはめてください。以下イメージにて各
作業の詳細をご確認いただけます。

免責事項：本製品は、ユーザーご自身の責任でご利用ください。弊社及び販売店は直接的あるいは間接的に、本製品の使
用に起因する、いかなる物質的ないし別の形の傷害や損害に対し、一切の責任を負わないものとします。さらに弊社は、
本書の改訂及び内容の変更を随時行う権利を有し、同改訂や変更に関する通知を行う義務を負わないものとします。

本デバイスは FCC 法規の第 15 部に準拠しています。また以下二つの条件に沿って動作するものとします。（1）本デバイ
スは有害な干渉の 原因と なっ ては ならない、かつ（2）本デバイスは、予想外の 動作の原因と な る 干渉 を含 めて、 ど
のような干渉も受け入れる。

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.
MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM 

注意：コンプライアンスの責任者から明示的に承認されていないいかなる変更または改造を行った場合、本器の操作権限
を失うことがあります。

備考：本装置は検証の結果FCC 規 制パート15 によるクラスBデジタル製品の制限に準拠していることが証明されています
。これらの制限は、居住地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置
では、ラジオ周波数エネルギーが生成、使用、および放出されます。指示に従って設置し使用しないと、ラジオ通信に 対
する有害な電波障害を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況に おいては電波障害を起こさないと
いう保証はありません。
本装置が原因で有害な電波障害またはテレビの受信障害が起きた場合（装置の電源をオン、オフに切り替えると判断でき
る場合があります）、以下の方法を試して妨害を避けてください。

•  受信器の再設定または再設置を行う。
•  本装置と受信器の距離を離す。
•  受信器が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本装置を接続する。
•  取扱店または信頼できるラジオ/TV技術者に問い合わせる。


