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ユーザーマニュアル 

はじめに 

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。LUNA™ play smart 2でスマートなスキンケア
をお楽しみください。LUNA™ play smart 2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。 

 

 警告：本製品のいかなる変更・修正は禁止されています。 

 
 

LUNA™ play smart 2 仕様/スペック 

スマートな360度型洗顔デバイス、LUNA™ play smart 2をお試しください！ナイロン毛に比べ35倍衛生的でスーパ
ーソフトなシリコーンに身を包んだ、手のひらサイズの2-in-1型パーソナルビューティーコーチ。搭載のスマー
トスキンセンサーが肌の水分レベルを測定・分析し、あなたの肌に合わせ毎日のお手入れをカスタマイズしま
す。毎分8,000回のT-Sonic™振動が、やさしく角質除去トリートメント、最大99.5％*の汚れ、皮脂、汗、メイク
残りをさっぱりときれいにします。これまで経験したことのない、簡単で効果的な洗顔をお楽しみください。 

 

 

LUNA™ play smart 2について 
 
 

太めのタッチポイント    

タッチポイントの柔らかさと厚みをさら
にアップ。Tゾーンなど気になる部分
も、届きにくい部分もしっかりと細やか
にクレンジングします 

金メッキのスキンセンサー 

1秒間に1,000回の割合で肌を
測定し、頬などフェイスゾーン
各部の水分レベルを分析します 

 
 
細めのタッチポイント    

ソフトでやさしく、しっかりと
クレンジング。敏感肌や普通
肌、また頬など広い部分にお薦
めです 

インジケータライト 

Bluetoothでスマートデバ
イス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 

 
 

T-SONIC™振動 

毎分8,000回のT-Sonic™振動が、
しっかりと効果的にクレンジン
グ。心地よいフェイシャルトリ
ートメントをお楽しみいただけ
ます 

 
 

 
超衛生的なシリコーン製 

絹のようにやわらかく、速乾性があ
り、無孔質なのでバクテリアの蓄積を
防ぎます。ナイロン毛に比べ35倍も衛
生的。すべての肌タイプにもご利用い

ただけます 

 
 

ユニバーサルパワーボタン 

 一度押すと、デバイス電源 

をON/OFFします 
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使い方 

 
ステップ１：洗顔 

肌分析を正確に行うため、まずはLUNA™ play smart 2で洗顔します。汚れやバクテリアをきれいにし、肌の水分
レベルが測れる状態にします。肌分析後、専用のFOREO For Youアプリが分析データをもとに洗顔法をカスタ
マイズし、LUNA™ play smart 2に同期します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ステップ２：肌分析 

 

 
1. 顔を濡らし、いつもお使いの洗顔料をつけ、デ
バイスを濡らします。 

 

2. 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。LUNA™ play smart 2が一時
停止すると、次の部位に移動するサインです。 

 

3. 顔をよくすすぎ、タオルなどで、やさしく軽くたたく
ように乾かします。顔が完全に乾くまでさらに2分待
ってから、肌分析を行います。最後に、お好きなスキ
ンケア製品で肌を整えてください。 

 
1. モバイルデバイスにインストールされたFOREO For Youアプリ
を起動し、Bluetoothを有効にしてください。 

 
2. ランプが点滅し始めるまでユニバーサルボタンを押し続け、

LUNA™ play smart 2の電源を入れます。これで、Bluetooth接続が
確立され、スマートスキン分析の準備が整いました。 

 
3. 本体背面のスキンセンサーを、頬、額、鼻の横、あごにあて
てください。その後アプリの指示に従い、次の部位に移動し
てください。 

 
4. FOREO For Youアプリが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせ
たお手入れ方法を、瞬時にデバイス側と同期します。ユニバ
ーサルボタンを3秒押すと、本体の電源が切れます。 

 

最良の結果を出すため、週に一度同じ時間に、も
しくは旅行など移動する際に、肌分析を行ってく
ださい。 
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LUNA™ play smart 2のお手入れ方法 

使用後は必ずLUNA™ play smart 2全体を洗浄してください。ブラシ面をぬるま湯とソープで洗浄後、ぬるま湯で
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、角質除去剤やスクラブは、本体のシリコー
ン製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。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、その後ぬるま湯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。 

 

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。 
• 本製品は心地よいクレンジングを目的としていますが、万が一、痛みなど不快に感じた場合は、すぐに使用
を止め、医師に相談してください。 

• 目の下で使う場合、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。 
• 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。 
• 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。 
• クレンジング効果の観点から、一回のご利用につき、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。また本マニュアルに知りたい項目の
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、foreo.comをご参照ください。 

 
 

故障かと思ったら 

LUNA™ play smart 2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。 
 

ユニバーサルボタンを押しても ™ 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ります。 
 

™ の電源が 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。ユニバーサルボタンを長押しし、本体を再起

動してください。 
 

分析時 ™ が肌を認識しません。

• 本体が完全に乾いていることを確認し、再起動してください。 

• 両方のセンサーが肌にしっかりあたっていることを確認してください。 
 

™ が アプリに同期しません。

• BluetoothをOFFにし、再度接続してください。 

• FOREO For Youアプリを一度閉じ、再度アプリを起動させてください。 
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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） 
 

 
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
気および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。 

 
 
 

バッテリーの取り外し方                1. 

注意：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２つのバッテリーを使用しています。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。電 

池を取り外すには、本体底面にある電池カバーのネジを外し、丁寧に取り出して    2. 

ください。 
 
 
 

仕様 

素材： 人体に無害なシリコーン、ポリカーボネートおよびABSプラスチック 

カラー： Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You! 
サイズ： 60 × 65 × 30 mm 
重量： 70g 
使用回数： 最大1000回 

スタンバイ： 180日 
最大騒音レベル： <60 dB 

インターフェース： 1ボタン 
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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。 

 

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、ユーザー
は本製品の操作権限を失うことがあります。 

 

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。 

(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。 
 

注意： ）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。 

 

• 受信アンテナ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。 
 

2）本装置はCAN ICES-3(B)/NMB-3(B)に準拠しています。本装置は、カナダ政府イノベーション・科学・経済開発
省のライセンス適用免除RSS標準に適合しています。  また以下二つの条件に沿って動作するものとします。 

 

• 本デバイスは干渉の原因となってはならない。 

• 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。 
 

カナダ政府イノベーション・科学・経済開発省の規制により、本無線送信機は、同省が送信機に対し承認した
アンテナの種類および最大利得（またはそれ以下）を使用してのみ動作するものとします。他のユーザーへの
電波干渉の可能性を低減するため、アンテナの種類とその利得を選択し、等価等方輻射電力（e.i.r.p.）が正常
な通信に必要な値を超えないようにする必要があります。 

 

モデルは予告なく更新および変更される場合がありますのでご了承ください。 
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FAQ 

LUNA™ play smart 2 の基本について 
 

 ™ の同梱品は？
LUNA™ play smart 2本体１台とベーシックマニュアル１冊です。 

 

 ™ が届いたら、何をすればいいですか？
洗練されたスキンケア技術をお楽しみいただく前に、専用アプリFOREO For Youを無料ダウンロード後、初回
利用時に本体をロック解除し、製品登録を行ってください。（より詳しい情報は、本マニュアル内「アプリ
について」欄をご参照ください）。 

 

 なぜ、本製品使用前に アプリをダウンロードしなくてはならないのですか？
すべてのFOREOデバイスは、はじめて電源を入れる際、FOREO For Youアプリでアクティベーションとロック
解除を行う必要があります。これにより、FOREO製品の偽造やコピー品を防ぐことができます。また、保証
登録が容易になり、お客様の製品を保護します。 

 

 ™ の電源を入れるにはどうすればいいですか？
ユニバーサルボタンを1度押すと、LUNA play smart 2の電源が入ります。 

 

 ™ の電源を切るにはどうすればいいですか？
ユニバーサルボタンを３秒押し続けると、LUNA play smart 2の電源が切れます。また事前に設定されたカスタ
マイズ洗顔が終了すると、自動的にデバイスの電源が切れます。 

 
LUNA™ play smart 2 のデバイスについて 

 

 洗顔方法は？
顔を濡らし、いつもお使いの洗顔料をつけ、デバイスを濡らします。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。LUNA™ play smart 2が一時停止すると、次の部位に移動するサインで
す。顔をよくすすぎ、タオルなどで、やさしく軽くたたくように乾かします。顔が完全に乾くまでさらに2
分待ってから、肌分析を行います。 

 

 ™ の使用頻度は？
肌をしっかりクレンジングしたい時は、いつでもご使用ください。 

 

 ™ と一緒に使える洗顔料を教えてください。
どのような洗顔料でもご使用いただけますが、デバイスを最適な状態に保つには、クレイ系、シリコーン
系、粒状のクレンザーは、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。 

 

 ™ は、ナイロンブラシが付いた洗顔デバイスよりも効果的です

か？
シリコーンブラシは、ナイロンブラシとは異なり、無孔質であるためバクテリアが付着しにくく、一般的な
ナイロンブラシに比べ35倍も衛生的です。T-Sonic™振動と連携し、ソフトなシリコーン毛が99.5％の汚れ、
皮脂、メイク残りをサッパリと洗い上げます。 

 

 メイク落としとしても使えますか？
より効果的にクレンジングできるよう、本デバイス使用前にメイクを落としてください。 

 

 ™技術って何？
LUNA play smart 2に搭載されている高性能モーターが、1分間に8,000回以上の回転数を実現します。この高
速な動きが非常に細かい振動を生み出し、FOREOはこれをT-SONIC振動と呼んでいます。T-Sonicの 「T 」は
Transdermal（経皮）の略です。この振動が表皮を通り、毛穴に詰まった汚れをきれいにすることから名付
けられました。 
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 最初のトリートメントはどうしたらいいの？
肌分析をはじめる前に、肌が完全に清潔で乾燥していることを確認してください。LUNA™ play smart 2
とアプリを同期し、ANALYZE（分析）を押してください。本体背面のスキンセンサーを頬、額、鼻の
横、あごにあててください。アプリの指示に従い、次の部位に移動してください。FOREO For Youアプ
リが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせたお手入れ方法を、瞬時にデバイス側と同期します。 

 

 どれくらいの頻度で肌分析をしたらよいですか？
最良の結果を出すため、週に一度同じ時間に、もしくは旅行など移動する際に、肌分析を行ってくだ
さい。 

 

 なぜ肌の水分が大切なのですか？
肌の水分は、肌が硬くなったり乾燥したりするのを防ぐ保護膜の役割を果たしています。また、バクテリ
アの繁殖を防ぎ、皮膚細胞の再生と弾力性を促進します。肌の水分レベルを分析後、あなたの肌のニーズ
に合ったカスタマイズ洗顔法を作成。あなたのデバイスに同期させることで、肌を常に健康で潤いのある
状態に保ちます。 

 

 ™ はすべての肌タイプに使えますか？
はい、LUNA™ play smart 2はどんな肌タイプにもご利用いただけるよう設計されています。LUNA™ play smart 
2はダブルゾーンのブラシヘッドを採用。超ソフトな細めタッチポイントは、普通肌や敏感肌をやさしく
もしっかりとクレンジングし、柔らかさと長さがアップした太めのタッチポイントは、Tゾーンなど気に
なる部分をしっかりとクレンジングします。 

 

 ニキビや湿疹などの肌荒れがある場合や、ボトックスなどの美容整形を受けたことがある場

合でも、 ™ を使用できますか？
深刻な皮膚疾患を持っている方や美容整形を受けた方は、本デバイスを使用する前に医師やスキンケアの専
門家に相談することをお薦めします。 

 
アプリについて 

 

 ™ とスマートフォンをどうやって接続できますか？
お手持ちのスマートフォンやタブレットにFOREO For Youアプリをダウンロードし、LUNA™ play smart 2の登録
とロック解除を行ってください。FOREO For Youアプリを起動し、Bluetoothをオンにします。ユニバーサルボ
タンを5秒間長押しし、LUNA™ play smart 2のカメラマークが点滅したら、スマートフォンと同期できたサイン
です。 

 

 アプリを使う理由は？
FOREO For Youアプリは、すべてのFOREOデバイスのロック解除と登録を可能にし、FOREOの偽造やコピー品
から保護し、保証登録を簡単にします。LUNA™ play smart 2では、アプリにスマートスキン分析機能が搭載さ
れており、肌の水分量を測定することができます。さらに、あなたの肌のニーズに合ったカスタマイズ洗顔
法を作成し、デバイスに同期させることで、手軽に使えるようになります。 

 

 自分だけのカスタマイズ洗顔法はどうしたら手にすることができますか？
お使いのLUNA™play smart 2をFOREO For Youアプリに同期させます。本体背面のスキンセンサーを、アプリ
が指示する顔の部位にあてます。FOREO For Youアプリが肌の水分レベルを分析し、肌に合わせたお手入れ
方法を、瞬時にデバイス側と同期します。 

 

 アプリなしでも ™ は使えますか？
LUNA™ play smart 2のクレンジングモードは、FOREO For Youアプリを使用する必要はありません。ただし、
初回使用時にロックを解除するには、アプリでデバイスを登録し、肌分析を行う必要があります。その
後、アプリは自動的にカスタマイズされた洗顔法を、それ以降もデバイスに同期し続けます（次に肌分析
を行うまで）。 
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トラブルシューティング＆メンテナンス 

 
 ™ が点滅し続けます。どういう意味ですか？
インジケーターランプが連続して点滅している場合は、Bluetoothペアリングモードになっている可能性があ
ります。アプリの指示に従って、デバイスを同期してください。 

 

 ™ が アプリに同期されません。どうしたらよいですか？ 
BluetoothをOFFにし、再度接続してください。もし問題が回避されない場合は、一度FOREO For Youアプリ
を閉じ、再度アプリを起動させ、同期してください。 

 
 ユニバーサルボタンを押しても、 ™ が起動しないのはなぜですか？
ユニバーサルボタンを押してもLUNA™ play smart 2が起動しない場合は、バッテリーがなくなっている可能性

があります。 
 

 分析時 ™ が肌を認識しません。
本体が完全に乾いていることを確認し、再起動してください。また、両方のセンサーが肌にしっかりあたっ

ていることを確認してください。 
 

 スキンセンサーが濡れていても大丈夫ですか？
LUNA™ play smart 2は、完全防水仕様なので、シャワーでも使用可能です。ただし、肌分析を正確に行うため
には、使用前にデバイス本体と肌が完全に乾いていることを確認してください。 

 

 ™ のお手入れ方法は？
ブラシ面をぬるま湯とソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいでください。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。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、その後ぬるま湯でよくすすいでください。肌にダメージを
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。 
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