
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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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™ mini 3の使い方やお手入れ

方法、設定の仕方、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

クレンジングモードとグローブーストモードを好みに合わせて設定しておくと、

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。

クレンジングモード：最大240秒のクレンジングと12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。

グローブーストモード：T-sonic™振動の強さを低、中、高から選択できます。

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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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
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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。

• 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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azeljezic
Sticky Note
add two sections from the shared doc: デバイスのロック解除について (row 2) and FOREO FOR YOUモバイル用アプリ (row 4)



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。

LUNA mini 3の洗浄

• 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。

• 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。

一緒に使えるおすすめ製品

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。

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、
肌を優しく清浄し、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
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製品保証および利用規約
保証登録
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。

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、製品の
購入日から２年間保証いたします（但し、国の法律により2年以上の最低保証期間が義務付けられている場合を除きます）。 

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。

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。

1 2 3 4 5 6

バッテリーの取り外し方
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。

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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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

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。

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。

仕様

よくあるご質問
基本操作について

1. LUNA™ mini 3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。

2. LUNA™ mini 3 の同梱されているものは何ですか？

LUNA™ mini 3 本体、USB 充電ケーブル、取扱説明書、クイックスタートガイド、トラベルポーチです。

3. 電源ON/OFFの方法は？

LUNA™ mini 3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。

4. 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。USB充電ケーブルで充電完了後、ユニバーサルボタンを押しながらデバイスを再起動してくださ

い。

5. 充電方法は？

LUNA™ mini 3はUSB充電式で、1.5時間の充電で最大400回使用できます（1回あたりの使用時間を1分とした場合）。USB充電

ケーブルは本体に同梱されています。

6. なぜ充電ケーブルが本体差し込み口の最後まで入らないのですか？

付属の充電ケーブルは、デバイス差し込み口の奥まで入るようにはなっていません。ケーブルがデバイスから少し出ているの

は正常な状態です。

7. フル充電しても400回使えませんでした。どうしてですか？

400回とは１分間のトリートメントを400回、つまり400分を指すので、使用頻度や使用した時間によって異なります。

7

azeljezic
Sticky Note
add FAQ section (rows 8-17)



8

8. LUNA™ mini 3 の充電ポートは防水ですか？

はい、防水仕様ですので、シャワー中もご利用いただけます。充電する場合は、充電前に本体が完全に乾いていることを確

認し、充電中は決して使用しないでください。使用後は、乾いた場所で本体を保管してください。決して水中に放置しないでく

ださい。

アプリについて

9. なぜLUNA™ mini 3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。

10. LUNA™ mini 3 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™ mini 3を登録し、ペアリングしてください。

11. アプリを使わなくてもLUNA™ mini 3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™ mini 3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後、素早く２回連続で押すとグローブーストモードが起動します。

12. 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™ mini 3の使用について

13. LUNA™ mini 3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。

14. 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。

15. 家族など他の人と共用できますか？

衛生上の理由から、LUNA™ mini 3を他の人と共用しないでください。

16. 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。

17. 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。 

18. 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。

19. 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
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20. 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™ mini 3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。

21. 妊娠中にLUNA™ mini 3を使用できますか？

はい、LUNA™ mini 3は妊娠中や授乳中でもお使いいただけます。

LUNA™ mini 3デバイスについて

22. T-SONIC™振動強度はどのように調整するのですか？

LUNA™ mini 3は、12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。

23. グローブーストモードはどうやって起動しますか？

ユニバーサルボタンを２回連続して押すと、グローブーストモードが起動します。BluetoothでFOREOアプリに接続し、T-sonic™

振動強度を低、中、高から選択してください。

24. LUNA™ mini 3 ブラシヘッド各面の違いは何ですか？

２つのゾーンに分かれています。敏感肌から普通肌にも使える細めのタッチポイントと、Tゾーンなど脂分の多い部位に使える

太めのタッチポイントです。

25. LUNA™ mini 3とLUNA™ mini 2 の違いは何ですか？

両デバイスとも、1分間のクレンジングで汚れや皮脂、余分な脂分を清浄しながら、肌を引き締め、より滑らかで肌を健康な印

象にします。主な違いは以下の通りです。

• T-Sonic™振動の強度レベルは、LUNA™ mini 3が12段階、LUNA™ mini 2が8段階です。

• LUNA™ mini 3はアプリ連携に対応し、自分だけのクレンジング方法の設定保存が可能です。モバイルデバイスを鏡として

使いながらクレンジングができるミラーモードにも対応しています。また、LUNA™ mini 3デバイスのインデックスページから

「マイデバイスを見つける/Find my device」機能でデバイスの追跡が可能です。

• LUNA™ mini 3のシリコーン毛はLUNA™ mini 2よりも30％長く、25%やわらかいです。

• 充電時間について、１分間使用した場合、LUNA™ mini 3は最大400回、LUNA™ mini 2は最大300回使用可能です。

26. LUNA™ 3とLUNA™ mini 3 の違いは何ですか？

LUNA™ 3およびLUNA™ mini 3は、アプリ連携で使用可能なFOREOのスマートデバイスです。

• LUNA™ 3は、LUNA™ mini 3より大きいサイズです。カラーバリエーションは3色で、混合肌用のブルー、敏感肌用の

パープル、普通肌用のピンクと、肌タイプに合わせてデザインされています。LUNA™ mini 3にもカラーバリエーション

がありますが、すべての肌タイプに対応できる２つのゾーンブラシを搭載しています。本体前面のブラシは敏感肌や

普通肌用、背面のブラシはTゾーンなど脂分が多い部位に使えます。

• LUNA™ 3は、片面で引き締めトリートメントが楽しめる一方で、LUNA™ mini 3の両面シリコーンブラシは、クレンジング専
用です。

• LUNA™ 3は強度が16段階から選択可能で、1回の充電で最大650回使用できます。LUNA™ mini 3は12段階の強度

から選択可能で、1回の充電で最大400回使用できます。
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