内容物
本体及び付属品が同梱されていることをご確認ください。

CHE-612

取扱説明書
日本語版

異臭や発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら使用を続けない
発熱や破裂、発火の原因となります。
分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因となります。

必ずお守りください

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあ
る内容」です。

小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
●感電やけがの原因となります。
●アロマリングを口にしてしまうことがあります。
本機使用中に自転車、オートバイ、自動車または機械類の運転操作をしない
運転操作中に使用すると、眠気があらわれ事故の原因となります。
運転操作中はもちろん、それ以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音
が聞こえないと危険な場所では、ヘッドフォンやイヤフォンを装着して使用しないでください。
水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない
本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。
●風呂場や脱衣場など湿度の高い場所では使用しない
●調理台や加湿器のそばには置かない
●雨や雪などがかかるところで使用しない
●本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

実行しなければならない内容です。

sleepion@tra.jp
http://sleepion.com/

他の機器に電波障害などが発生した場合、ブルートゥースモードの使用を中止する
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

注 意

本機が使用する周波数帯 (2.4GHz) では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、
免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の機内無線局、免許を要し
ない特定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運用されています。他の機
器との干渉を防止するために、次の点に十分ご注意いただきご使用ください。

充電用ケーブルを外す時は充電用ケーブルを引っ張らない
コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。プラグを持って抜い
てください。
充電用ケーブルを束ねた状態で使用しない
発熱し、火災の原因となることがあります。

ヘッドフォンコードに気をつける
配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒な
ど事故の原因となることがあります。

モード切替ボタン

クレジットカード、通帳など、磁気を利用した製品を近づけない
磁気の影響でクレジットカードや通帳が使えなくなったり、データが消失する
ことがあります。

曲送りボタン
曲戻しボタン

■アロマリングについて

開封したアロマリングを塗装面やプラスチックの上に放置しない
塗装面やプラスチックを傷めたり、色がついたりする場合があります。

発熱時は充電用ケーブルをはずしてしばらく放置する
発熱や発火の原因となります。

スリープモード
イルミバーが黄橙色に点灯し、ディスプレイには曲番号とボリュームレベル
が表示され、内蔵音源が再生されます。その後イルミバーはゆっくりと点滅
し、ディスプレイは消灯します。
※音楽が再生されているときに 電源（再生／停止／消灯）ボタンを押すと
音楽が停止します。もう一度押すと続きから音楽が再生されます。
60分後に音楽が終了するとイルミバーが消灯します。
※バッテリーレベルインジケーターは消灯しません。
■ マインドフルネスモード
イルミバーが緑色に点灯し、ディスプレイには曲番号とボリュームレベル
が表示され、内蔵音源が再生されます。その後イルミバーはゆっくりと点
滅し、ディスプレイは消灯します。
※音楽が再生されているときに 電源（再生／停止／消灯）ボタンを押すと
音楽が停止します。もう一度押すと続きから音楽が再生されます。
25分後に音楽が終了するとイルミバーが消灯します。
※バッテリーレベルインジケーターは消灯しません。
■ コンセントレーションモード
イルミバーが紫色に点灯し、ディスプレイには曲番号とボリュームレベルが
表示され、内蔵音源が再生されます。その後イルミバーはゆっくりと点滅し、
ディスプレイは消灯します。
※音楽が再生されているときに 電源（再生／停止／消灯）ボタンを押すと
音楽が停止します。もう一度押すと続きから音楽が再生されます。
90分後に音楽が終了するとイルミバーが消灯します。
※バッテリーレベルインジケーターは消灯しません。
■ ブルートゥースモード
「タタタタタン」という電子音とともにイルミバーが青色に点灯し、ディスプ
レイにBluetoothロゴが表示されます。その後イルミバーはゆっくりと点滅し、
ディスプレイは消灯します。
■

再生する曲番号表示
ボリューム表示

選曲の方法
内蔵音源を再生中に
曲に進みます。

スマートフォンなど Bluetooth 対応機器の音声・楽曲をワイヤレスで楽しむことができます。
※Bluetooth 対応機器が A2DPプロファイルをサポートしている必要があります。また、すべて
の Bluetooth 対応機器との接続動作を保証するものではありません。

Bluetooth 対応機器とペアリング ( 機器登録 ) する
Bluetooth 対応機器と接続するには、はじめに1 回だけペアリングを行う必要があります。
事前に Bluetooth 対応機器の「Bluetooth 設定機能を有効 (オン) にする方法」や「接続操作」
の操作手順をお調べください。
1. 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして、電源を入れます。
2. イルミバーが青色に点滅点灯するまで モード切替ボタンを押して、ブルートゥースモードに
します。このとき「タタタタタン」という電子音がし、ディスプレイには Bluetooth ロゴが表示
されます。
3.ペアリングされた機器がみつからないときは自動的にペアリングモードになります。
4.Bluetooth 対応機器の Bluetooth 設定機能を有効 ( オン ) にします。Bluetooth 対応機器の画面
に表示される「Sleepion 2」を選んでください。接続が完了すると「ピンポーン」という電子
音がします。

バッテリーのリサイクル

使用済みのバッテリー部は分解しないで、充電式電池リサイクル協力店
へご持参ください。
一般社団法人 JBRC http://www.jbrc.com/

バッテリーと本体との間に異物が挟まっている
→異物を取り除いてください。

ブルートゥースモードになっている
→
モード切替ボタンを押して、スリープモードかマインドフルネス
モードかコンセントレーションモードにしてください。
ヘッドフォン端子
から音が出ない

ブルートゥースモードになっている
→ブルートゥースモードではヘッドフォン端子から音が出ません。

音楽が鳴り止ま
ない

ブルートゥースモードになっている
→ブルートゥースモードでは 電源（再生／停止／消灯）ボタンを押し
ても音楽は停止しません。
アロマリングがとりつけられていない
→アロマリングをとりつけてください。

アロマの
香りがしない

ダストキャップ（上）が付いたままになっている
→ダストキャップ（上）を外してください。
音楽を再生していない
→音楽を再生してください。
アロマリングが消耗してしまっている
→新しいアロマリングに取り替えてください。

※ダストキャップ（上）は外して使用します。
※音楽を再生しますとスピーカーの振動によりアロマが拡散されます。
※香りの感じ方には個人差があります。
※ご使用の環境にもよりますが、アロマリングは使用しないときにダストキャップを取り付け
ることでおよそ 3 日間使用できます。

モード

Bluetooth 接続で再生する

ブレストレーニング機能
深くゆっくりとした腹式呼吸法を習得するためのサポートをします。 モード切替ボタンを長押
しするとどのモードであってもブレストレーニング機能が表示され、エクササイズが始まります。

スリープモード

※ディスプレイにカウントダウンが表示され、３秒後にエクササイズが始まりますので、ディ
スプレイにあわせて腹式呼吸を行います。10 秒のエクササイズが16 回繰り返されたあと
表示が停止します。

カウントダウン

ゆっくりと吐く
10 秒
×
16 回

※ブレストレーニング機能はスリープモード、マインドフルネスモード、コンセントレーショ
ンモード、ブルートゥースモードいずれの場合でも使用できます。

マインド
フルネスモード

ヘッドフォンを接続する
ヘッドフォン端子にヘッドフォンやイヤフォンを接続して音楽を聞くことができます。
※ヘッドフォン端子からはステレオ音声が出力されます。
※ブルートゥースモードのときはヘッドフォン端子から音声は出力されません。

電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして電源を切ります。
ダストキャップ（上）を被せて保管します。
※アロマリングを取付金具に装着した状態でダストキャップ（上）を取り付けると、アロマの
拡散がほぼ止まります。

■ バッテリー部について

バッテリー残容量が不足している ( バッテリーレベルインジケーターが
消灯あるいは 1 つだけ点灯 / 点滅 )
→バッテリーを再度、充電してください。
電源が入っていない
→ 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして、電源を入れてくだ
さい。

スマートフォンの機種によって充電開始までに時間がかかる場合があり
ます
→しばらくお待ちください。
充電用ケーブルの差し込みが不完全である
→充電用ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
機器を固定しない状態で充電している
→固定した状態で充電してください。
充電ケーブルが付属のものでない
→スマートフォンなどに付属されている充電ケーブルを使ってください。
電源ボタンを押
していない のに
ケーブル を接続
すると他の機器
へ充電が始まる

バッテリーレベルインジケーターが点灯中はケーブルを接続すると他機
器への充電が自動的に始まります。

よくある質問
Q.. 音楽は追加できますか？
A 音楽の追加はできませんが、Bluetooth機能を使用して、Bluetooth対応機器の音源を再生
することができます。
Q. 使用したその日から効果はありますか？
A. 個人差はありますが、検証中にすぐに寝られた方も多くおられます。特にこれまで就寝時
に音楽を聞いていらっしゃらない方は、使い始めに違和感を感じるかも知れません。しか
しながら、継続して使用いただく事で次第に慣れが生じ、快眠へと導きます。
Q. 寝るためのオススメの曲はありますか？
A. 人によって適した曲は違いますので、順番に曲を変えながら継続的に試用して、最適な音
楽を見つけてください。
Q. 別売のACアダプタやアロマリングはどこで購入できますか？
A. Sleepion 専用サイト
http://sleepion.com/
でお求めいただけます。

01. UTAKATA
02. MADOROMI
03. HARU UMI
04. FUYU UMI
05. HARU MORI
06. NATSU MORI
07. AKI MORI
08. FUYU MORI
09. HARU TSUKI
10. AKI TSUKI
11. SUISEI
12. KINSEI
13. CHIKYU
14. KASEI
15. MOKUSEI
16. DOSEI
17. TENNOUSEI
18. KAIOUSEI
01. SUISEI
02. KINSEI
03. CHIKYU
04. KASEI
05. MOKUSEI
06. DOSEI
07. TENNOUSEI
08. KAIOUSEI

曲

名

再生時間

各 60 分

電源（再生／停止／消灯）ボタンをダブルクリックするとイルミバーだけが消灯します。

モード別機能について
モード切替ボタンを押すたびにスリープモード→マインドフルネスモード→コンセントレー
ションモード→ブルートゥースモード→スリープモード ... と切り替わります。
イルミバーの色

用

黄橙

マインドフルネス
モード

緑

昼寝や瞑想の時に使用します。効果的な仮眠に導き、午後から
の活動を活発化します。20 分経つと活動的な曲調に変わるオ
リジナル音源と天然アロマが、短時間の睡眠と気持ちよい目覚
めを助けます。また、曲とともに自分の呼吸に集中することで
瞑想状態に導くこともできます。アロマリングはラベンダーか
ヒノキかゼラニウムを使用すると効果的です。

コンセントレーション
モード

紫

活性化を助けるオリジナル音源と天然アロマが集中力を高めます。
アロマリングはフォレストかレモングラスを使用すると効果的です。

ブルートゥース
モード

青

外部機器の音声を聞きます。アロマリングと併用するサウンド
カクテル再生を楽しめます。

スリープモード

バッテリーへの充電方法
1. 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして電源を切り、バッテリーを本体から取り外します。
2.充電用ケーブル( 付属)のmicroUSB 側をバッテリー部の「microUSB 5V/1A 入力口」に
接続します。
3.充電用ケーブル ( 付属 ) の USB 側をパソコンに接続します。またはケーブルを
USB AC アダプタ ( 別売り ) に接続し、アダプタを家庭用コンセントに接続します。
※バッテリー部の電源が入り充電が開始され、充電状態に合わせて
バッテリーレベルインジケーターのランプが順番に点滅・点灯します。
3 つ全てが点灯したら、充電完了です。
※USB ACアダプタは定格出力電流1A(1アンペア)のものをご使用ください。
4.充電が終わりましたら充電用ケーブル（付属）をバッテリー部からはずします。
※充電中あるいは充電完了後に充電用ケーブル ( 付属 ) を外すと電源が切れ、
バッテリーレベルインジケーターのランプが消灯します。
●充電時間 : 約 3 時間 ( 別売り1A アダプタ使用の場合 )
※初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。
※バッテリー部を充電しながら他機器への充電はお控えください。
※長期間使用しないと自然放電して電池が劣化しますので、
3ヶ月に一度はバッテリー部の充電を行ってください。
5. 本体はスピーカーの付いている方が上になります。
バッテリー部上部の｢cheero｣ロゴが
上になるようにバッテリー部を本体に装着します。

各 25 分

各 90 分

作曲：土岐健一

1.
電源
（再生／停止／消灯）
ボタンを長押しして電源を切り、バッテリーを本体から取り外します。
2. 充電用ケーブル ( 付属 ) の microUSB 側を、充電したい電子機器に接続します。
※本機にはUSB-microUSB以外のケーブルは付属しておりません。充電したい電子機器に応
じた充電ケーブルをご用意ください。
3. 充電用ケーブル ( 付属 ) の USB 側を「USB 5V/1.5A 出力口」に接続します。
電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして電源を入れます。
4. バッテリー部の
バッテリーレベルインジケーターのランプが点灯し、接続した電子機器への充電が始まります。
5. 充電が終わりましたら充電用ケーブルをはずし、 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しします。
バッテリーレベルインジケーターのランプが消灯します。
※充電する電子機器によって、 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押ししてから充電開始
まで 約1分程度かかる場合があります。

バッテリー残容量を確認するには
電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押ししてバッテリーの電源を入れ、バッテリーレベルイ
ンジケーターを確認します。
3 つのインジケーターの点灯数によって残容量を示します。
※インジケーターが 1 つも点灯しない場合は残容量がありません。バッテリー部への充電操作を行ってください。
※インジケーターが 1 つだけ点灯 / 点滅している場合は残容量がわずかです。この状態で他機器へ
の充電は、約 1 分程度で終了する場合があります。バッテリー部への充電操作を行ってください。
※バッテリー残容量確認後は 電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しして電源を切ります。

主な仕様
動作温度

5℃〜35℃

最大出力

3Ｗ

電源持続時間

スリープモード時：約28 時間（使用条件により変わります）

外形サイズ

73W×45D×104H mm（バッテリー含む）

質

途

夜の就寝時に使用します。スリープモード専用のオリジナル
音源と天然アロマと自然な光がより良い睡眠に導きます。ア
ロマリングはラベンダーかヒノキかゼラニウムを使用すると
効果的です。

他の機器への充電方法

01. NATSU UMI
02. AKI UMI
03. HARU SESERAGI
04. NATSU SESERAGI
05. AKI SESERAGI
06. FUYU SESERAGI
07. NATSU TSUKI
08. FUYU TSUKI

コンセント
レーション
モード

ご使用後

他の機器へ
充電が途切れる

電源
（再生／停止／消灯）
ボタンを押すとイルミバーが消灯し、
音楽が停止します。
※バッテリーレベルインジケーターは点灯したままです。
もう一度 電源（再生／停止／消灯）ボタンを押すとイルミバーが点灯し、続きから音楽が
再生されます。

■バッテリーについて

内蔵音源について

Bluetooth部

バッテリー残容量が不足している ( バッテリーレベルインジケーターが
消灯あるいは1 つだけ点灯 / 点滅 )
→バッテリーを再度、充電してください。

※必ずアロマリングスペーサーが下になるよ
うに取り付けます。
※アロマリングスペーサーを取り付けると本
体に香りが移りにくくなります。

バッテリー部

バッテリーが適切に取り付けられていない
→適切に取り付けてください。

3. アロマリング取付金具に装着する。

本機をブルートゥースモードにしたうえで、Bluetooth 対応機器の接続操作を行い、Bluetooth 対
応機器を操作して音声を再生します。
※音量調整や停止なども Bluetooth 対応機器で操作します。
※最後にペアリングしたBluetooth対応機器の電源が入っており、そばにあると、ブルートゥー
スモードにするだけで、Bluetooth 対応機器と再接続し、最後に演奏されていたところから
自動的に音楽が再生されます。

■ 本体について

内蔵音源が
再生できない

USB 出力口
マイクロ USB 入力口

アロマリング
スペーサー

※パスワードを要求された場合は、
「0000」を入力してください。
※２台目をペアリングする際は、１台目の接続を解除してください。解除されると「ピン」と
いう電子音がします。１台目の接続を解除しても、電源を入れ直すか、 モード切替ボタ
ンを何度か押してブルートゥースモードに入れ直すと、再び解除した Bluetooth 対応機器と
ペアリングされますので、それらの操作をする前に２台目をペアリングしてください。

故障かな？と思ったら

電源
（再生／停止／消灯）
ボタンを長押しすると、電源が切れます。
イルミバーとバッテリーレベルインジケーターが消灯します。

■ 内蔵音源が再生されているとき

モード名

アロマリング

※チーロリンクとは…従来のバッテリーは、本体に電気を供給するだけでしたが、チーロリンク
に対応したバッテリーは、電気以外にコントロール信号も供給します。このしくみをチーロリ
ンクと言います。なお、このチーロリンクをケーブルなしで実現するのがチーロリンク端子です。
※チーロリンク端子が汚れると、電気やコントロール信号が正確に流れなくなることがありま
すので、端子を素手で触ったりアロマオイルが付着したりしないように気をつけてください。

他の機器へ
充電できない

電源ボタンの機能

■

2. 付属のアロマパックからアロマリングと
アロマリングスペーサーを取り出します。

※はじめてのご使用時はスリープモードの最初の曲（「UTAKATA」）
が再生されます。
※スリープモード、マインドフルネスモード、コンセントレーション
モードで終了した場合は、最後に使用していたモードで立ち上がり、
そのモードの音楽が再生されます。
※ブルートゥースモードで終了した場合は、コンセントレーション
モードで立ち上がり、音楽が再生されます。

■ 電源が入っているとき、
もう一度

＜モードの種類＞

総 合

本機のバッテリー部にはリチウムイオンバッテリーを使用しています。
リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。バッテ
リー部を処分する際は、リサイクルにご協力ください。

バッテリーレベル
インジケーター
電源（再生／停止／消灯）
ボタン

香りの付いていないリング。お手持ちのアロマオイルを滴下してご使用いただけます

※アロマリングやアロマリングスペーサーは食べられません。万一誤って飲み込んで
しまった場合は大量の水を飲んで吐き出してください。
※ブランクのリングにアロマオイルを滴下する場合は、オイルによる汚れを防ぐため
に、必ずお皿やアロマオイル調合用のうつわなどの上で行ってください。

ダストキャップ（下）

ゆっくりと吸う

ブルートゥースモードの使用方法

ブランク

※アロマリングの使用期限はアロマパックに入った状態で約 3 年です。
※アロマパックを開封後はなるべく早くご使用ください。
※お手持ちのアロマオイルを滴下する場合は 0.2〜0.3cc 程度が適量です。
※アロマリングは紙製、アロマリングスペーサーはアルミ箔です。廃棄するときは各自治体の
指示に従ってください。

バッテリー底面

曲送りボタンを押すと次の曲に、 曲戻しボタンを押すとひとつ前の

電源（再生／停止／消灯）ボタンを長押しします。
電源が入り、バッテリーレベルインジケーターが残容量にあわせて点
灯し、イルミバーが点灯し、音楽が再生されます。

不安感を取り払い、ホッとしたい時に効果的な木の香り

1. ダストキャップ（上）を外します。

ディスプレイ

■バッテリーについて

充電完了後は本体から充電用ケーブルをはずす
バッテリー消耗の原因となります。

ヒノキ

ヘッドフォン端子
チーロリンク端子

イルミバー

高温になる所や直射日光の当たる所で保管・使用しない

電源の入れ方

アロマリングの取り付け方

電源（再生／停止／消灯）
ボタン
バッテリーレベル
インジケーター

衣類と一緒に保管しない
衣類が変色する場合があります。

-10℃~40℃以外の場所で使用しない
電池が液もれ・発熱・破裂する原因となります。

本体背面

音量ボタン（＋）
音量ボタン（ー）

病院などの医療機関内、医療用機器の近くや、飛行機の中ではブルートゥースモードを使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

ゼラニウム 抗不安作用で、気持ちを穏やかにするバラに似た香り

スピーカー

音量を上げすぎない
突然大きな音が出てスピーカーを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は
少しずつ上げてご使用ください。

心臓ペースメーカーを装着されている場合は、ブルートゥースモードを使用しない
電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となります。

ラベンダー 鎮静作用があり、呼吸を深めリラックスを促す甘い香り

アロマリング取付金具

お手入れの際は充電用ケーブルを抜く
お手入れの際は、安全のため充電用ケーブルを抜いてから行ってください。

充電中に雷が鳴りだしたら、バッテリーや充電用ケーブルに触れない
感電の原因となります。
■電波について

フォレスト 気持ちを高揚させ、心を元気にする柑橘系の香り

各部名称

移動時は充電用ケーブルやヘッドフォンコードをはずす
コードが傷つき火災や感電の原因となります。

充電用ケーブルのプラグは定期的に掃除する
プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。充電用ケーブ
ルを外し、乾いた布でほこりを取り除いてください。

レモングラス 精神面での疲労を回復し、安心感も与えるレモンに似た香り

一部の国では、Bluetooth 対応機器の使用が制限されている場合があります。
Bluetooth 対応機器の使用については、お住まいの各自治体にお問合せください。

ダストキャップ（上）

充電用ケーブルを傷つけない
●充電用ケーブルの上に重い物をのせたり、
充電用ケーブルが本機の下敷にならないようにする
●傷つけたり、加工したりしない、無理にねじったり、引っ張ったりしない
●熱器具などに近づけない、加熱しない
充電用ケーブルが傷んだら ( 芯線の露出・断線など ) 使用を中止してください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

＜アロマリングの種類＞

本機と Bluetooth 対応機器との互換性については、各 Bluetooth 対応機器に
付属の取扱説明書を参照するか、または販売店にお問い合わせください。

正 面

電解液が漏れた時は素手で液をさわらない
液漏れが発生した時には販売店あるいは当社修理ご相談窓口にご相談ください。
液が目に入った時には失明の恐れがありますので、目をこすらずにすぐにきれ
いな水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。
液が体や衣服に付いた時は皮膚のけが・やけどの原因となるのできれいな水で
洗い流したあと、ただちに医師にご相談ください。

アロマリングの使用方法

すべての Bluetooth 機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではあ
りません。

本機の上にものを乗せたまま移動しない
本機の上にものを乗せた状態で移動すると、落下や転倒してけがの原因となります。

水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない
発熱や発火の原因となります。

■使用方法

本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してく
ださい。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した
場合、速やかに使用を停止してください。

ダストキャップやバッテリーだけあるいは本体だけを持って移動しない
本体やバッテリーが外れて、けがの原因となります。

充電する際は、バッテリーを本体から外す
ACアダプターでバッテリーを充電する際は、必ず定格出力電流1A(1アンペア )
のアダプターを使用する
発熱や発火の原因となります。

心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本機を近づけない
磁石によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となります。

■電波について

不安定な場所や振動する場所には設置しない
強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機が落
下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■バッテリーについて

放熱を妨げない
●かばんの中や本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
●逆さまにして使用しない
●布やテーブルクロスをかけて使用しない
長時間音がひずんだ状態で使わない
スピーカーや内部のアンプなどが発熱し、火災の原因となることがあります。
長時間大きな音で使用しない
本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。
耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれるおそれがあります。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

衣類やタオルといっしょに乾燥機に入れない
オイル成分が高温になり、火災の原因となることがあります。ポケットの中に
大量のアロマリングを入れたまま乾燥機に入れないように注意してください。

分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店あるいは当社修理ご相談窓口に依頼してください。

してはいけない内容です。

ティ・アール・エイ株式会社
大阪市中央区北浜東 6 番 6 号

用途以外に使用しない

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐにバッテリーを外す
●煙が出ている、変なにおいや音がする
●本機を落としてしまった
●本機内部に水が入ってしまった
このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐにバッテリーを外して販売店あるいは当社修理ご相談窓口に修理・点検
を依頼してください。

危険

直接肌に付けて使用しない

警 告

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し
ています。

この度はSleepion 2 をお買い求めいただきありがとうございます。
Sleepion 2 は、ココロとカラダのリズムをクリーンに保つ新しい
ジャンルの睡眠家電です。睡眠や集中力アップなど使用用途ごと
に作られたオリジナルの内蔵音源と天然アロマの香り、そしてた
そがれを模したこころ休まる光によって、スムーズな入眠、質の
高い睡眠を促します。
ご使用前に本取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用くださ
いますようお願い申し上げます。なお、本取扱説明書は必ず保管
してください。

使用中体調に異常を感じた場合は使用を中止する

電解液が漏れている場合は使用を続けない
発熱や破裂、発火の原因となります。

・取扱説明書（本書）
・保証書

■はじめに

妊娠中の方は医師に相談するなど十分注意してご使用ください

火の中に入れたり、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない
電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

・充電用 USB ー microUSBケーブル

安全上のご注意

口にしない
アロマリングやアロマリングスペーサーは食べられません。
アロマリングは紙でできており、アロマ自体も天然由来のものですが、万一誤っ
て飲み込んでしまった場合は、大量の水を飲んで、吐き出してください。異常
がありましたらすぐに医師にご相談ください。
火気のそばに置かない
オイル成分が高温になり、火災の原因となることがあります。

本機のバッテリー部にはリチウムイオン電池を使用しています。発熱、発火、液漏れ等を
避けるため、以下の注意事項を必ず守ってください。

・アロマパック（アロマリング、アロマリングスペーサー入り）
5 種類 ラベンダー
5枚
ヒノキ
5枚
レモングラス 3 枚
ゼラニウム
2枚
フォレスト
2枚
ブランク
3枚
・キャリングポーチ

・本体
バッテリー
ダストキャップ×2

■アロマリングについて

危 険

■バッテリーについて

量

190ｇ（バッテリー含む）

バッテリー容量

3350mAh/3.6V（12.06Wh）

入 力

DC5V/1A

出 力

DC５V/1.5A（Auto-IC 機能付）

充電時間

約 3 時間 ( 別売り1A アダプタ使用の場合 )

バッテリーサイズ

Φ24×104H mm

Bluetooth 標準規格
最大通信範囲

Ver. 4.1
10m（使用環境により変わります）

対応プロファイル

A2DP

消耗品について
アロマリングやダストキャップなどの消耗品や付属品は Sleepion 専用サイトにてお求め
いただけます。

保証書
①保証書をご提示又は送付いただく事で、無償修理又は同等の製品と交換させてい
ただきます。

②この保証書は Sleepion ２本体のみの保証で、ご使用に際して携帯電話、その他の

音楽データ各種メモリ ー内容に関する損害などの保証をするものではありません。

③保証 ( 修理 ) の際には納品書 ( 注文番号がわかるもの ) あるいはレシートが必要
となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。

④本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
⑤保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。

※お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
※不適当な保管、保存による故障または損傷
※火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、などによる故障また
は損傷
※本書のご提示がない場合
※その他、当社の責任とみられない故障または損傷
保証期間

お買い上げ日

お買い上げ日より1年間
年

月

商品名

Sleepion 2

日

ティ・アール・エイ株式会社
住所 : 大阪市中央区北浜東 6 番 6 号

Sleepion専用サイト
http://sleepion.com/

ライセンスと商標について
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標で
あり、ティ・アール・エイ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

本機のお手入れについて
表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取っ たあと乾いた布で拭
いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従っ て
ください。
シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変
形することがあります。

修理ご相談窓口のご案内
製品に不具合がございました場合は、不具合内容、ご購入店舗を、下記問合せ先まで
ご連絡ください。ご注文番号がある場合は、ご注文番号もお知らせください。

お問い合わせ先：ティ・アール・エイ株式会社
E メール :sleepion@tra.jp
URL：http://sleepion.com/
1707-1

