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フル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。UFO™  2でスマートなスキンケアをお楽しみく

ださい。安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこのマニュアルを必ずお読みいただき、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。 

 

 

UFO ™ 2 仕様/スペック 

UFO™ 2は、温熱・冷熱機能、T-Sonic™振動技術を搭載した美容デバイスで、UFO™マスク成分が顔全体に行きわたり、

肌への吸収を促します。フルスペクトルLEDライト機能を搭載し、独自に調合・開発された UFO™マスクと一緒にお

使いいただくと、健康的な輝きのある肌に近づけます。なお、スキンケア効果は、UFO™マスクのタイプによって異

なります。 

 

UFO™ 2について 

 

 

ユニバーサルボタン 

電源ON/OFF切り替え、

Bluetoothペアリングモード

ON、トリートメント選択 

 

超衛生的なシリコーン製 

非常にやわらかく、耐バク

テリア性 

 

T-SONIC™振動 

心地よいフェイシャルトリート

メントで肌の輝きをアップ 

 

 

充電ポート 

２時間半の充電で最大40回 

使用可能 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
冷熱機能 

毛穴を目立たなくし、ハリ肌に 

 

フルスペクトルLEDライト 

さまざまな光の色でスマー

トマスクケアをサポート 

 
 

温熱機能 

肌をやわらかくし、

マスク成分を角質層

まで届ける 

 

インジケータライト 

選択されたトリートメント

を点灯 

 

固定リング 

UFO™ マスクを正しく 

しっかり固定 

 

 

    
 

UFO™ マスク 

UFO™専用のソフトなハイドロ

セルマスク 

USB充電ケーブル 

専用USBケーブルで、いつで

も、どこでも充電 

専用アプリ 

事前にプログラムされ
たマスクトリートメン

トをデバイスに自動同
期 

スタイリッシュな   

専用スタンド 

UFO™ 2 を保護・ディスプ

レーしながら、すばやく

乾燥 
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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、

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. スマートフォンに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、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  

上記ステップ完了後、デバイスをご利用いただけます！ 

 

使用方法 

UFO™ マスク 

UFO™ 2のマスク固定リン

グを取り外します。 

UFO™ マスクを袋から取り出

します。 

FOREOのロゴを上にした状

態で、マスクを乗せ、固定

リングで固定します。 

マスクトリートメントをお楽  

しみください！ 

 

*目のまわりのトリートメントを行う場合は、右目と左目のまわりを交互にをやさしく滑らせてください。 

 

FOREOシートマスク 

高度な温度制御機能を新たに搭載したことにより、 UFO™ 2はほとんどのシートマスクとの併用が可能となりました！* 

 

1 2 3 4 

1. FOREOシートマスクをやさしく広げ、目元や口元を調整しながら顔にのせます。 

                    

2. 円を描くようにデバイスを動かし、マスクのエッセンスを肌になじませます。最初はあごから、右頬、そしておで
この順に滑らせ、続けて左頬、あご、首へと円を描くように動かします。この順番でトリートメントが終わるまで
続けます。 

3. シートマスクをさらに10分間つけたままにするか、取り外し処分してください。トリートメント終了後、マスクの

残りの成分をパッティングしながら肌になじませるか、コットンで拭き取ります。お好みで、ローションなどで肌

を整えてください。 

洗顔後、顔の水分をふき取ってからご使用ください。LUNA™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。 

 

1. マスクをデバイスに固定した状態で、UFO™ 2を肌全体にやさしく滑らせ、マスクエッセン
スを均等に伸ばします。 

 

2. 円を描くようにデバイスを動かし、マスクのエッセンスを肌になじませます。最初はあご
から、右頬、そしておでこの順に滑らせ、続けて左頬、あご、首へと円を描くように動か
します。この順番でトリートメントが終わるまで続けます。 

 

3. トリートメント終了後、マスクの残りの成分をパッティングしながら肌になじませるか、
コットンで拭き取ります。お好みで、ローションなどで肌を整えてください。 
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*注記：スキンケア製品によって、温度（温・冷）が異なる影響を与え、配合されている成分を損なう可能性があります。最適な安全のため

に、FOREO以外のマスクをお使いになる場合は、UFO™ 2使用前に、同マスクが温度から受ける影響をご確認ください。 
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FOREO FOR YOUモバイル用アプリ 

 

 

 

FOREO For Youモバイル用アプリでは、UFO™ 2の使い方やお手入れ方法、設定の仕方、

ガイド付トリートメント、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。 

 

 

 

トリートメント 

各UFOマスクに対応した14種類のトリートメントからお選びいただけます。各トリート

メントの所要時間は90秒もしくは２分間で、選択したマスクによって異なります。各テ

クノロジーの特長を説明したガイド付。リラックスしながらトリートメントをお楽しみ

いただけます。 

 

UFO™2トリートメントを一回行っただけでは物足りない場合は、最初のトリートメント

終了後30秒以内にユニバーサルボタンを再度押すと、同じトリートメントをお楽しみい

ただけます。 

 

 

シートマスク 

「トリートメント」機能同様に、各シートマスクに対応した５種類のトリートメントを

用意しました。 

 

 

 

設定 

最大８つのマスクトリートメントをデバイスに保存すると、オフラインでも楽しめます！ 

• ２つのインジケータライトには「Make My Day」と「Call It a Night」が事前にプログラムさ

れています。 

• ３つ目以降のライトには、お好きなトリートメントをカスタマイズ登録できます。 

• 「＋」ボタンをクリックすると、他のマスクトリートメントを追加登録できます。 

またユニバーサルボタンから、オフラインでもトリートメントが楽しめます。例えば、

５つ目に保存したトリートメントを行いたい場合は、ユニバーサルボタンを５回押すと

（５つのインジケータライトすべてが点灯します）、事前プログラムされたトリートメ

ントがすぐ始まります。 

 

カスタムモード 

好みに応じて各テクノロジーを選択し、あなただけのオリジナルトリートメントを作成

できます。さらに、オフラインモードでもお楽しみいただけます。 

 

• トリートメントの所要時間：90-120-150-180秒 

• 8 LED ライト：紫色、青色、シアン、緑色、黄色、オレンジ色、赤色、白色 

• 温度：温熱、冷熱もしくはオフ 

• T-Sonic™振動：「Low/少」もしくは「High/多」 

 

 

 

スマートコントロール 

フルスペクトルLED、T-Sonic™振動、冷熱、温熱などなど、UFO™ 2の全機能をお試しください！ 
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UFO™ 2の洗浄について 

使用後は必ずUFO™ 2全体を洗浄してください。デバイスと固定リングをソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいで

ください。洗浄後は、タオルややわ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。洗浄後は専用スタンドに置いてよく乾かしてください。 

 

注記：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。 

 

 

FOREOマスク 

 

 

 

 

• 保湿＆耐汚染性 

• ヒアルロン酸 + 紅藻類 

• 乾燥や水分が不足しがちな肌にお勧め 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 超保湿 

• ヒアルロン酸＋スノーマッシュルーム 

＋セラミド＋ビタミンE 

＋ビタミンB5 

• 乾燥や水分が不足しがちな肌にお勧め 

 

 

 

• 明るく輝く肌に 

• パールエキス + ナイアシンアミド 

+ ビタミンE + ビタミンC + ホホバ種子油 

• くすみがちで、輝きが足りない肌にお

勧め 

 

 

 

• 目元を明るく 

• カフェイン＋ローズウォーター 

＋ナイアシンアミド＋ビタミンB5 

＋クランベリーエキス 

• クマや腫れぼったさが気になる肌にお勧め 

• 肌を元気に 

• 朝鮮人参 + オリーブオイル 

• 小じわや乾燥が気になる肌にお勧め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 超清浄 

• 炭 + マンサク + ツボクサ + スノ

ーロータス+ 菊 

• 吹出物や毛穴の開きが気になる肌

にお勧め 

 

 

 

• 超元気な肌に 

• コラーゲン + ペプチド + オリーブオイル  

+ シアバター + ホホバ種子油 

• シワや乾燥が気になる肌にお勧め 
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• スベスベ肌 

• シアバター＋ホホバ種子油＋緑茶 

＋トリペプチド＋ゴツコラ 

• 弾力のない、くすんだ肌にお勧

め 

 

 

 

 

• 肌を元気に 

• アラントイン＋ベタイン＋17種

のアミノ酸＋パンテノール 

• 乾燥やエイジングサインが気になる

肌にお勧め 

 

 

 

• 肌を落ち着かせる 

• カモミール＋ビタミンC ＋

ビタミンE＋アラントイン 

• ニキビ、赤みが気になる肌、

敏感肌にお勧め 

• 保湿 

• ホホバ種子油＋ヒアルロン酸 

＋ビタミンE＋オリーブオイル 

＋シルクアミノ酸 

• 水分が不足しがちで、くすみが気になる

肌にお勧め 

 

 

 

 

• 肌の清浄 

• エルムエキス＋月見草オイル

＋松葉エキス＋クズ根 

• 脂っぽさと吹出物が気になる肌にお勧め 

 

 

 

• 肌を元気に 

• バオバブ種子油＋ホホバ種子油 

＋スイートアーモンド油＋オリー

ブ油＋シアバター＋スクワラン＋

セラミド＋ローズヒップ油 

• 乾燥や水分が不足しがちな肌にお勧め 

 

 

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。 

• 本製品は心地よいトリートメント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。 

• 目の下のトリートメントをする際、本製品が目やまぶたに触れないようにしてください。 

• 本製品は電源を入れた状態で、直接肌や顔に触れさせないでください。 

• 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。 

• UFO™ 2は表面が過熱します。熱に敏感な方は、使用する際に十分ご注意ください。 

• FOREOでは、FOREO製品以外のシートマスクおよびスキンケア製品すべてと、UFO™ 2デバイスを併用した

場合の安全性と有効性の評価および試験を行っておりません。もしFOREO製品以外のマスクやスキンケア製

品と一緒にUFO™ 2を使う場合は、お客様の自己責任においてご使用ください。 

• お子様や身体障害および知的障害をお持ちの方々が直接ご使用もしくはお近くにいる場合、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。 

• 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、www.foreo.comをご覧ください。 

http://www.foreo.com/
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故障かと思ったら 

UFO™  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UFO™ 2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。ライトが点灯するまで、UFO™ 2をUSB充電ケーブルで充電してく

ださい。2.5時間の充電で最大40回ご利用いただけます。 

UFO™ 2 の電源が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。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。 

UFO™2がFOREO For Youアプリに同期されません。 

• 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。 

• BluetoothをOFFにし、再度接続してください。 

• FOREOアプリを一度終了し、再起動します。 

• FOREOアプリを削除し再度インストールします - 単にアプリの更新が必要な場合があります。 

• FOREOアプリを削除し再度インストールした後は、必ずデバイスを再起動してください。 

• 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。 

• スマートフォンのオペレーティングシステムが最新版であることを確認してください。 

 

 

 

 

製品保証および利用規約 

保証登録 

2年保証を有効にするには、FOREO For Youアプリをダウンロードし、指示に従い登録を行ってください。 

 

2年保証 

FOREO、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。 

http://www.foreo.com/
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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 

 

 

仕様 

素材： 人体に無害なシリコーン& 

PC＋ABS、アルミニウム合金 

カラー： パールピンク/ミント/          

フクシア/ブラック 

サイズ： 72.5 mm x 31.4 mm 

重量： 146.2g 

バッテリー： Li-Ion 1200mAh 3.7V 

 

温度： 摂氏5〜45℃ 

使用回数： 一回の充電で最大40回 

スタンバイ： 180日 

周波数： 180 Hz 

最大騒音レベル： <50 dB 

インターフェース： 1ボタン 

 

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。 

 

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、ユーザー

は本器の操作権限を失うことがあります。 

 

注記：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。 

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。 

1 2 3 4 5 6 
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FAQ 

UFO™ 2 基本情報 

1. UFO™ 2が届いたら、何をすればよいですか？ 

はじめに、FOREO For Youアプリをダウンロードし、デバイスのロック解除とデバイス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」欄をご覧ください） 

 

2. はじめてのトリートメントはどうすればよいですか？ 

まず、顔と首がきれいで乾いていることを確認してください。FOREO LUNA™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。次に、 UFO™マスクをUFO™ 2デバイスに装着するか、シートマスクを顔に着けて
ください。最後に、アプリからUFO™ 2マスクのトリートメントを起動し、指示に従ってください。より詳しい情
報は、本マニュアル内「使用方法」をご覧ください。 

 

3. 電源を入/切するにはどうすればよいですか？ 

ユニバーサルボタンを押して、電源を入れます。ユニバーサルボタンを３秒押し続けると、電源が切れます。

また事前に設定されたプログラムが終了すると、自動的にデバイスの電源が切れます。 

 

4. UFO™  2の同梱品は？ 

UFO™  2デバイス１台、USB充電ケーブル１本、取扱説明書１冊、クイックスタートガイド１冊、専用スタンド１台 

 

UFO™  2デバイスについて 

5. UFO™  2の使用頻度は？ 

毎日朝晩２回の使用をお勧めします。ただし、お肌の状態や好みに応じて、使用回数を調整してください。 

 

6. 一回のトリートメントの時間は？ 

各トリートメントの所要時間は90秒もしくは２分間で、選択したマスクによって異なります。 

 

7. UFO™  2のトリートメントはどれも同じですか？ 

いいえ、違います。FOREOの各種マスクの効果を発揮させるため、マスクによってトリートメントは異なります。 

 

8. 敏感肌でも安心して使えますか？ 

UFO™ 2はすべての肌タイプに対応し、安心してお使いいただけます。さらに、肌の状態に応じてFOREOのマ
スクセレクションから適したものをお選びいただき、毎日のスキンケアをカスタマイズできます。 

 

9. 目のまわりに使っても大丈夫ですか？ 

はい、UFO™ 2を目の下にもお使いいただけます。目のまわりで使う場合は、注意しながら、最小限の圧力でや

さしくデバイスを滑らせてください。 

 

10. 整形手術、ボトックス、レディエッセを受けた後に、UFO™ 2を使用できますか？  

UFO™ 2はすべての肌タイプに対応しており、肌にやさし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

が、最近、医療処置を受けられたばかりの方は、使用前に医師にご相談ください。 

 

11. FOREO LUNA™とUFO™ 2を一緒に使うことはできますか？ 

はい、お使いいただけます！UFO™とLUNA™は最高の相棒です。LUNA™は、古い角質をやさしく取り除き、毛穴

詰まりを解消し、汚れや皮脂を最大99.5%まで除去するので、UFO™ 2使用前の肌をしっかり整えてくれます。 

 

12. UFO™ 2とUFO™ mini 2の違いは何ですか？ 

両デバイスとも、わずか90秒で、洗練されたマスクトリートメントをお楽しみいただけますが、UFO™2には、瞬

時に冷却し毛穴を縮小させ、肌にハリ感を与える冷熱トリートメントも搭載されています。 

 

13. UFO™とUFO™ 2の主な違いは何ですか？ 

UFO™ の後継として、UFO™ 2には、超高速化した温熱・冷熱トリートメントが搭載されており、これまで以
上に効率的かつ効果的なフェイスマスクをお楽しみいただけます。また、UFO™2には高度な温度制御機能が

搭載されており、温熱・冷熱トリートメントの温度を好みに合わせて調節が可能です。結果、UFO™ 2はほ
とんどのシートマスクとの併用が可能です*。 
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アプリについて 
14. なぜ、UFO™  2使用前にFOREO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。これにより、FOREO製品の偽物・模倣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。 

 

15. FOREOアプリとUFO™  2のペアリング方法は？ 

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、Bluetoothを起動してくだ

さい。ユニバーサルボタンを押して、電源を入れます。白色ランプが点滅したら、ペアリングモードの合図で
す。アプリの指示に従い、デバイスの登録とペアリングを行ってください。 

 

16. UFO™ 2はアプリがなくても使えますか？ 

はい、デバイスに保存されている8つのトリートメントをお楽しみいただけます。ユニバーサルボタンを押して電

源を入れたら、「Make My Day」トリートメントがはじまります。もう一度押すと、「Call It a Night」トリー
トメントがはじまり、その後ボタンを押す度に、ユーザーが設定したマスクトリートメントがはじまります。こ

れで、マスクトリートメントの準備が整いました！ 

 

17. マスクのお手入れ方法をカスタマイズできますか？ 

はい、できます。UFO™ マスクとFOREOシートマスクには、それぞれFOREOが推奨するトリートメントがあ
らかじめプログラムされています。また、FOREO For Youアプリで独自のトリートメントを作成し、オリジ

ナルのマスクトリートメントを設定することができます。アプリでは、LEDライトとT-Sonic™振動レベルを選
択し、温熱および冷熱トリートメントを好みに合わせ調整可能です。 

 

トラブルシューティング＆メンテナンス 
18. デバイスがずっと点滅しています。どういう意味ですか？ 

点滅している場合は、UFO™ 2がBluetoothペアリングモードであるか、デバイスの充電が必要であることを示し

ています。アプリの指示に従って、デバイスを同期してください。 

 

19. 充電方法は？ 

UFO™  2はUSB充電式で、2.5時間充電で最大40回使用できます。 

 

20. お手入れ方法は？ 

デバイスと固定リングをソープで洗浄後、ぬるま湯でよくすすいでください。洗浄後は、タオルややわらかい布
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。洗浄後は専用スタン
ドに置いてよく乾かしてください。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。 

 

FOREOマスクについて 

21. FOREOマスクは再利用できますか？ 

UFO™マスクとFOREOシートマスクはいずれも一度だけご利用いただけます。しかし、UFO™ 2トリートメン

トを一回行っても物足りない場合は、一回目のトリートメント終了後30秒以内に再度ユニバーサルボタンを
押すと、同じトリートメントを繰り返し行うことができます。 

 

22. UFO™  2使用後、顔に残ったマスクエッセンスを洗い流す必要がありますか？ 

いいえ、必要ありません。ハイパーインフュージョン技術が、マスクエッセンスをより早く、しっかり肌に

浸透させます。トリートメント後は、肌に残ったエッセンスを使って手でマッサージを行うか、コットンで
取り除いてください。 

 

*注記：スキンケア製品によって温熱と冷熱が異なる影響を与え、マスクの配合成分を損なう可能性があります。(も
しFOREOマスク以外のマスクを使う場合は、安全性を最適にするため、UFO™ 2と併用する前に、そのマスクが温度
によりどのような影響を受けうるか確認されることを強くお勧めします。) 
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