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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LUNA fofo
LUNA fofo sabe exactamente lo que tu piel necesita en todo momento, por lo tanto puedes aprovechar al 
máximo cada limpieza. Usando los avanzados sensores de piel y la tecnología Bluetooth, LUNA fofo analiza la 

que se envía directo a la aplicación FOREO. Realiza el cuestionario sobre la piel para determinar tu tipo 
de piel y la verdadera edad de tu piel y disfruta de una rutina de limpieza personalizada que se sincroniza 
automáticamente con el dispositivo.

FAMILIARÍZATE CON LUNA fofo

MANUAL DEL USUARIO COMPLETO

PRIMEROS PASOS
Felicitaciones por dar el primer paso hacia descubrir el cuidado más inteligente de la piel al adquirir LUNA fofo. 

comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso 
destinado como se describe en este manual.

PUNTOS DE CONTACTO 
MÁS GRUESOS
Proporciona una limpieza 
profunda y precisa en las 
áreas como la zona T.

PUNTOS DE CONTACTO 
MÁS DELGADOS
Limpia y masajes 
suavemente la piel sensible 
o normal y las áreas más
grandes como las mejillas

SILICONA EXTRA 
SUAVE E HIGIÉNICA
35 veces más higiénica 
que las cerdas de nailon 
y adecuada para todo 
tipo de pieles

SENSORES DE PIEL
REVESTIDOS EN ORO 24K
Mide 1000 unidades por 
segundo para evaluar los 
niveles de hidratación en cada 
zona del rostro

MANOS FOFO
Con hermoso diseño para 
asegurar que estés siempre 
lista para la cámara.

LUZ INDICADORA
Parpadea para indicar cuando el 
dispositivo está activado y se ha 
activado Bluetooth



FOREO FOR YOUモバイル用アプリ

デバイスのロック解除について

初めてお使いになる前に、FOREO For Youモバイル用アプリをダウンロードして、以下

の手順でロック解除とデバイス登録を行ってください。

1. 携帯電話にFOREO For You アプリをダウンロードする

2. 既存アカウントにログインもしくは新規アカウントを作成する

3. デバイスを追加する（画面上部に表示）

4. デバイスのシリーズを選択する

5. ユニバーサルボタンを長押しして、デバイスとモバイル用アプリを接続する

6. 購入情報を入力する

上記ステップ完了次第、デバイスを使うことができます！

FOREO For Youモバイル用アプリでは、LUNA™ fofoの使い方やお手入れ方法、設定の仕

方、肌の水分量を測定、そしてデバイス紛失時のデバイス検索方法などをご利用いただけ

ます。

設定
クレンジングをお好きな設定にしておくと、デバイスが設定を記憶し、オフラインでもお楽し
みいただけます。

最大240秒のクレンジングと最大10段階のT-sonic™ 振動から設定が可能。両頬、額、顎の

計４部位別に設定が可能です。

肌測定
素早く簡単に肌分析。背面にあるスキンセンサーを肌に軽く押し付けると測定がはじま
り、10秒後肌の水分量が表示され、肌に合ったお手入れ方法を自動作成。さらに、このお手
入れ方法を次回使用時までデバイスが記憶します。

高度な測定

高度な測定は、両頬、額、顎の顔の４つの部位を測定することで、肌の水分量をより詳細に

分析します。

スキンセンサーを各部位に10秒間軽く押し付けます。アプリの指示に従い、次の部位に進

みます。肌の水分量がアプリ上で表示され、肌に合ったお手入れ方法を自動作成。さらに、

このお手入れ方法を次回使用時までデバイスが記憶します。

スタートクレンジングではミラーモード機能が搭載されており、モバイルデバイスを鏡として

使用しながらクレンジングできます。
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電池交換

1．底面のネジを外し
カバーを外します

2．中の電池を丁
寧に取り除きます

3．新しい電池を２個入
れます（＋－がマーク
と一致するようにしま
す）

4．ネジを元のよう
に締めます
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本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。不要になったリチウムイオン電池は家庭
ごみとして廃棄せず取り出し、各自治体のリサイクル方法に従ってください。
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Micro-Foam Cleanser

クリーミーな洗顔料が、繊細なミクロの泡に形を変え、毛穴の奥から不純物を浮かし、肌を優しく

洗浄し、余分な皮脂を抑えます。アミノ酸とビタミンEを配合し、肌にうるおいを与えながら、ソフト

で健康的な肌に。

皮膚科医テスト済み - 無香料 - ビーガン - クルエルティフリー

一緒に使えるおすすめ製品





よくあるご質問

基本操作について

LUNA™ fofoが届いたら、何をすればよいのですか？

スマートスキンケアへようこそ！最初に、FOREO For You アプリを無料ダウンロードし、デバイスのロック解除と登録を行ってくださ

い。

LUNA™ fofoの同梱されているものは何ですか？

LUNA™ fofo本体、取扱説明書、クイックスタートガイドです。

電源ON/OFFの方法は？

LUNA™ fofoのユニバーサルボタンを押すと電源が入り、3秒間長押しすると電源が切れます。事前に設定されたスキンケアプログ

ラムが完了すると、自動的に電源が切れます。

ユニバーサルボタンを押してもデバイスが起動しません。

バッテリーが空の状態です。

LUNA™ fofoは防水性ですか？

はい、防水仕様です！使用後は、本体全体をよく洗浄し、糸くずのない布またはタオルなどで軽く押さえるようにして水分を取りま

す。

スキンセンサーが濡れるとどうなりますか？

LUNA™fofoは完全防水で、シャワーでもご利用になれますが、肌分析を行う上で正確な結果を得るためには、使用前にデバイス

と皮膚が完全に乾いていることを確認してください。

ナイロン毛の洗顔デバイスよりも、LUNA™fofoがより効果的なのはどうしてですか？

ナイロン毛と違い、シリコーン毛は非多孔性のため、バクテリアが蓄積しづらく、標準のナイロンブラシよりも35倍衛生的です。ま

た、T-Sonic™振動により、やわらかいシリコーン毛が肌の汚れ、脂分、メイク残りの99.5％を清浄します。

T-SONIC™技術とは？

LUNA™fofo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

を通り血流を促し、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。

アプリについて

なぜLUNA™ fofo使用前にアプリをダウンロードする必要があるのですか？

アプリに対応したすべての FOREO 製品は、初回起動時に FOREO For You アプリ経由で、デバイスの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。こうすることにより、FOREO正規品を偽造品や模倣品から保護し、お客様の保証登録や投資保護を

行うことができます。

LUNA™ fofoと FOREO アプリをペアリングする方法は？

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、Bluetooth を ON にします。デバイスのユニバーサルボタン

を一度押して電源を入れます。白いランプが点滅したら、ペアリングモードになったことを示します。アプリの指示に従って、LUNA™ 

fofoを登録し、ペアリングしてください。

アプリを使わなくてもLUNA™fofoは使えますか？

はい、使えます。アプリからデバイス設定を管理できますが、LUNA™ fofoを手動で使うこともできます。ユニバーサルボタンを押し

てクレンジングモードを起動してください。



 デバイスを登録できない、またはデバイスが幾度も切断されます。どうしたらよいですか？

以下の手順で、FOREO For Youアプリのトラブルシューティングを行ってください。

1) アプリケーションを削除し、再インストールしてください - アプリケーションは単に更新が必要な可能性があります。

2）お使いのスマートフォンのオペレーティングシステムが最新バージョンであることを確認してください。（最新ソフトウェアへの

アップデートが行われているか確認してください。）

3) アプリケーションを削除し、再インストールした後、スマートフォンを再起動してください。

4) スマートフォンのクッキーとキャッシュメモリを削除してください。

5) デバイスの充電が完全である、またBluetoothがオンになっていることを確認してください。

LUNA™ fofoの使用について

 LUNA™ fofoはどれくらいの頻度で使用できますか？

肌をやさしくケアするので、毎日、朝もしくは夜にお使いいただけます。また、しっかりクレンジングしたい場合は、いつでもお使い

になれます。

1日にどれくらいの時間使用できますか？

クレンジングの効率上、一日に3分以上は使用しないでください。

肌分析はどのくらいの頻度で行えばよいのでしょうか？

最良の結果を出すため、週に一度同じ時間に、もしくは場所を移動する際に、肌分析を行ってください。

肌分析を行おうとしても、反応しない場合はどうしたらよいですか？

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。 

なぜ、肌のうるおいが大切なのですか？

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、肌を常に健康でうるおいのある状態に保ちます。

LUNA™ fofoはすべての肌タイプに使えますか？

はい、LUNA™ fofo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™ fofo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、曲率と厚みを増した太めのタッ

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。 

家族など他の人と共用できますか？

衛生上の理由から、LUNA™ fofoを他の人と共用しないでください。

メイク落としにも使えますか？

FOREOデバイスでクレンジングを行う前は、必ずメイクを落としてください。

どれくらいの力を入れて本体を動かせばよいのですか？

圧力をかける必要はありません。頬や額の上、また鼻は上下方向に、デバイスで円を描くようにやさしく洗顔してください。 

  

目の周りにも使えますか？

はい、お使いいただけますが、目の下で使用する場合は、十分に注意してください。また、本体をまぶたや眼球に触れないよ

う注意してください。

  

T-SONIC™振動強度はどのように調整するのですか？

LUNA™ fofoは、10段階強度から選択できます。BluetoothでFOREOアプリに接続し、お好みのユーザー設定を選択してくださ

い。
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一緒に使える洗顔料を教えてください。

本体のシリコーンにダメージを与える成分が含まれていなければ、お好きな洗顔料を使うことができます。クレイ系、シリコー

ン系、粒状のクレンザー、エクスフォリエーターやスクラブは、本体のやわらかいシリコーン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。FOREO Micro-Foam Cleanserをお使いいただくと、より効果的な洗顔をお楽しみい

ただけます。 

  

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場合、LUNA™ fofoを使用できますか？

深刻な皮膚疾患がある方や美容整形を受けた方は、本デバイス使用前に医師またはスキンケア専門家に相談することをお

勧めします。

  

妊娠中にLUNA™ fofoを使用できますか？

はい、LUNA™ fofoは妊娠中や授乳中でもお使いいただけます。
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