
































このたびはAX-BNA400をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。
※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
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警告表示の意味

禁止を促す記号

強制を促す記号

1

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が
想定される」内容です。警告
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。注意

ご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。
お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で示しています。

警告

安全上のご注意

禁止

必ず守る

●絶対にご自身で修理や改造をしようとしな
いでください。
火災・感電・けがの原因になります。

●使用前に破損、機器の異常などが無いか
確認してください。異常がある場合には使
用を中止し、ACアダプターを抜いてくだ
さい。

●USBケーブルは束ねたまま使用しないで
ください。

●本来の目的以外には使用しないでくださ
い。

●本体を丸めたり折りたたんで使用しない
でください。

分解
禁止

電源プラグ
を抜く

禁止

●ふとん乾燥機は使用しないでください。

●幼児に操作させないでください。

●USBケーブルのコードを傷つけたり、破損
したり、加工したり、高温度部に近づけたり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり
しないでください。
事故や故障の原因になります。

●マットの上で飛んだり、物を載せたり、負
荷をかけないでください。禁止

注意

禁止

●マットや操作部を水につけたり、水をかけ
たりしないでください。
ショートや感電のおそれがあります。

●操作部に強い衝撃をあたえたり、重い物を
乗せたり踏んだりしないでください。
事故や故障の原因になります。

●本体をふとんたたきなどで、たたかないで
ください。また、本体がぬれている場合は
十分乾燥させてから使用してください。
事故や故障の原因になります。

●しばらく使用しなかった製品を使用すると
きは、製品が正常にかつ安全に作動する
か確認してください。
思わぬ事故の原因になります。

●次のような方がお使いのときは、周囲の方
が注意してください。
乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で体温調節
できない方、皮膚感覚の弱い方。

必ず
守る
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●濡れた手でACアダプターおよびUSB端
子の抜き差しをしないでください。
感電の原因になります。

●長期間使用しないときは、ACアダプター
をコンセントから抜いてください。
事故や故障の原因になります。

●洗濯またはドライクリーニングをしないで
ください。
事故や故障の原因になります。

●スリープクオリティマットレスのACアダプ
ターは付属品の指定されたものを使用し
てください。また、付属のACアダプターは
他の商品には使用しないでください。

他のアダプターを使用すると故障の原因
になります。

電源について

必ず
守る

必ず
守る

禁止

禁止

MODEL No. QD12-0501000-B



電源プラグ

リセットボタン

ペアリングボタンLED

USBケーブル

USB端子（TypeA）

●ペアリングボタン（長押し）
スマートフォンと操作部をペアリング、またはスマートフォンの情
報を操作部から削除する際に使用します。

すべてのデータを削除し、情報を工場出荷時の状態にリセット
します。
※操作時は固く、細い物を使用してください。
※不良・故障につながるため、やわらかい物、折れやすい物では

絶対に押さないでください。

●リセットボタン（長押し）

操作部 ※「　  　　　　　　　     」のロゴが
　上側になります。

各部の名称

3

梱包内容の確認

各部の名称

本体（マット）

ACアダプター

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

•本体 •ACアダプター

操作部 機能
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操作部 機能

操作部

USB端子（TypeA）

ACアダプター

ACアダプター

左右交互に点滅

使いかた

4

・平らな面に敷いてください。
・「　　　　　　　　 」のロゴを上にして

敷いてください。
※ロゴを逆向きにして使用した場合、測定

できません。
・枕は操作部側に置いてください。

・ACアダプターを差し込むと自動で電源が入ります。
・電源が入ると操作部のLEDが左右交互に青色で点滅

します。

●家庭用100Vのコンセントに差し込んでください。
●濡れた手で、ACアダプターを差し込まないでください。
●電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

●使い始めは、マット部に折りぐせ、わずかな臭いなどが残ることがありますが、ご使用にとも
ない徐々に消えます。

●毎日ご使用になる場合は、本体を電源につなげたままの状態にしてください。（継続的な睡眠
データが測定できなくなります。

●本体が電源から外れた場合は、再度アプリを商品の近く（3ｍ程度）で起動し直してください。
（睡眠データの測定ができなくなります。）

PO I NT

ご使用前の準備

1 マットを拡げて敷きます

3 ACアダプターを差し込みます

2 USB端子（TypeA）を差し込みます

4 動作確認をします

●付属されているACアダプターに差し込んでください。
●濡れた手で差し込まないでください。
●根元まで確実に差し込んでください。

注意

注意

枕は、操作部側に
置きます



5

・アプリは、Googleplay・AppStoreでのみダウンロードできます。
      iOS : https://apps.apple.com/jp/app/sleep-quality/id1591146163
android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atexnet.atex_sleep_app

アプリの設定

専用アプリ「SLEEP QUALITY」 をダウンロードします

●本商品のご使用には、専用のアプリ「SLEEP QUALITY」が必要となります。
●アプリのダウンロード・アップデート・ご使用による通信費用は、お客様のご負担となります。
●スマートフォンは同梱しておりません。お客様でご準備ください。

注意

使いかた

ペアリングをする

アプリをダウンロードする

ペアリングすることで、本体とスマートフォンを連動させることが
できます。

1

1

P.4「ご使用前の準備」に従い準備します
※操作部のLEDが左右交互に青色で点滅します。 左右交互に点滅

●アプリについて
本書に記載している画面やイラストなどは説明用のものです。実際とは異なる場合があります。
•本サービス・機能は、アプリのバージョンアップにより仕様が変更される場合があります。また、予告

なくサービスを停止する場合があります。
•アプリの利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、お使いください。
•アプリは、すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。機種により動作が不安定に

なったり、うまく動作しない場合があります。

●商標について
本書に記載されている他の会社名や製品名、サービス名などは各社の商標または登録商標です。
※本文中では｢TM｣｢Ⓡ｣マークは記載していません。
•Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
•Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google LLC. の登録商標です。
•iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使

用されています。iOS は、Apple Inc. のOS名称です。IOS の商標は、Cisco Systems Inc. のライ
センスに基づき使用されています。

•App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
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❶ニックネーム、生年月、性別、
目標睡眠時間を入力する。
・性別は右の▼で選択します。

❷「プロフィール変更」をタップする。
▶初期設定画面が開きます。

❸本体が登録されていないときは、
「移動する」をタップする。
▶初期設定［睡眠センシング登録］画面が
開きます。

❹「Bluetooth®接続方法」が表示され
たら「ペアリングを開始」をタップする。

マットの近くでスマートフォン
を操作してください。

❷

ATEX

▼

ニックネームニックネーム

年年

ニックネームニックネーム

年年 月月

性別性別

男性男性

88

19961996 0808

目標睡眠時間目標睡眠時間

月月

性別性別

目標睡眠時間目標睡眠時間

プロフィール変更プロフィール変更 プロフィール変更プロフィール変更

❶

▼

本体が登録されていません。
登録画面に遷移します。

本体が登録されていません。
登録画面に遷移します。

❸ 移動する

❹

2 アプリを起動させ、初期設定をします

ペアリングを開始

初期設定
初期設定

スマートフォンの近くで使用する本体を登録して
ください。
Bluetooth で情報を取得します。

スマートフォンの近くで使用する本体を登録して
ください。
Bluetooth で情報を取得します。

初期設定 初期設定

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。
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使いかた

3 マット本体操作部のペアリング
ボタンを長押しします
※操作部のLEDが左右同時に青色で点滅します。
▶スマートフォンには、本体のMacアドレスが
表示されます。

※LEDが点滅しないときは、以下の方法をお試
しください。
●コンセントからACアダプタを抜き差しする。
●固く細い物を使用し、リセットボタンを長
押しする。

ペアリングボタン（長押し）

左右同時に点滅

左右交互に点滅

ペアリングスタンバイモード

本体個々の
Macアドレス
※アドレスは、
　個々で異なります。

❶

接続中

4 本体とスマートフォンを接続します
❶本体のMacアドレスを確認し、
タップする。

▶「接続中」が表示されます。

※表示されないときは、以下をご確認ください。
●本体操作部のLEDが左右同時に点滅して
いますか？
→3をおこなってください。
●アプリにBluetoothの使用を許可していま
すか？
●アプリに位置情報の使用を許可してします
か？（iphoneには必要ありません。）
●スマートフォンのBluetooth機能を「ON」
にしていますか？
●スマートフォンの位置情報機能を「ON」に
していますか？（iphoneにはありません。）

初期設定

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
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製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。



7

使いかた

3 マット本体操作部のペアリング
ボタンを長押しします
※操作部のLEDが左右同時に青色で点滅します。
▶スマートフォンには、本体のMacアドレスが
表示されます。

※LEDが点滅しないときは、以下の方法をお試
しください。
●コンセントからACアダプタを抜き差しする。
●固く細い物を使用し、リセットボタンを長
押しする。

ペアリングボタン（長押し）

左右同時に点滅

左右交互に点滅

ペアリングスタンバイモード

本体個々の
Macアドレス
※アドレスは、
　個々で異なります。

❶

接続中

4 本体とスマートフォンを接続します
❶本体のMacアドレスを確認し、
タップする。

▶「接続中」が表示されます。

※表示されないときは、以下をご確認ください。
●本体操作部のLEDが左右同時に点滅して
いますか？
→3をおこなってください。
●アプリにBluetoothの使用を許可していま
すか？
●アプリに位置情報の使用を許可してします
か？（iphoneには必要ありません。）
●スマートフォンのBluetooth機能を「ON」
にしていますか？
●スマートフォンの位置情報機能を「ON」に
していますか？（iphoneにはありません。）

初期設定

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ペアリングペアリング

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

キャンセルキャンセル

初期設定

ペアリングペアリング

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

キャンセルキャンセル

初期設定

8

本体の接続が完了しました。

❸

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

ATEX_SLEEP_B8F009E293B6
2526192C-B39-503A-4B53-86DA4797072C

本体の接続が完了しました。

初期設定

ペアリングペアリング

製品とのペアリングを行います。
ペアリングする本体を選んでください。

キャンセルキャンセル

初期設定❷接続が完了する。
▶「本体の接続が完了しました。」と表示さ
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完了しました。」と表示され、「商品情報」
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▶android端末でご使用の場合、接続が
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使いかた

以上でペアリングは完了です。

※ペアリング状態で、ペアリングボタンを長押しすると、スマートフォンの情報が削除され、
初期（3）の状態に戻ります。

商品を使用する

1 「SLEEP QUALITY」アプリを起動して、スマートフォンと本体が
ペアリングできているか確認します
▶ペアリングが出来ている場合、操作部のLEDが左右とも点灯します。
※スマートフォンのBluetooth・位置情報は「ON」にしてください。
（iPhoneには、位置情報の設定はありません。）

3 マットの近く（3ｍ程度）でアプリを開き、本体に
蓄積された睡眠データをアプリに転送します
※バックグランド上では、データは転送されません。

4 転送されたデータをアプリで確認できます
※アプリの詳しい使用方法は、弊社の商品ページに記載しています。

2 マットの上に寝ると睡眠データを記録します

※2分間隔で測定を行います。
※ACアダプターを抜くか、本体のボタンを操作
すると、測定が停止します。

商品ページ
https://www.atex-net.co.jp/products/bed/bea701/bea701.html
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5 ペアリングができているかを確認します
スマートフォンとペアリングできている スマートフォンとペアリングできていない

設定完了 アプリを起動し、左右同時に点灯するか確認してください

左右同時に点灯 左側だけ点灯

（保存容量：約2カ月分[8時間/1日]計算）

●直射日光をさけ、風通しのよい日陰で干してください。
干す場合は・・・

●寝具用ノズルなどをつけた掃除機で吸い取る。
表面のほこりやゴミは・・・

●やわらかい布でから拭きしてください。
●汚れがひどいときは、石鹸水で少し湿らせた布でふき
とる。
●年に一度は電源プラグ（金属部分）をからぶきをする。
（絶縁劣化防止のため）。
●シンナー、ベンジンなどは、使用しない。
（変色などの原因になります）

●うすめた中性洗剤をつけたブラシで洗浄してください。
その後、水にぬらしたよくしぼった布でふき取り、自
然乾燥させてください。
※直射日光をさけ、必ず陰干ししてください。

汚れは・・・
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●絶対にご自身で修理や改造をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
●マットの上で飛んだり、物を載せたり、負荷をかけないでください。

警告

●洗濯またはドライクリーニングを行わない。
事故や故障の原因になります。
●マットや操作部を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートや感電のおそれがあります。

注意

お手入れと保管方法

乾燥

マットレス本体

操作部
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故障かなと思ったら
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•折りたたんで使用していませんか？
→故障の原因となるため、広げて使用してください。

•裏面で使用していませんか？
→裏面で使用すると測定できません。表面を上にして使用してください。

•商品の上に何か敷いていませんか？
→正しく測定されません。

•環境によってデータが転送されるまで、少し時間が掛かる場合があります。
•本体の近く（3ｍ程度）でアプリを起動させていますか？
→アプリを起動させ、3ｍ以内でお待ちください。

•アプリのBluetooth位置情報は「ON」になっていますか？
→各機能を「ON」にしてください。（P.7参照）
（iPhoneには、位置情報の設定はありません。）

システムエラーです
リセットボタンを押してマットレスを工場出荷状態にし、再度ペアリングを行っ
てください。（P.3参照）

・データが
表示されない

・データが不安定

左右交互に
早く点滅する

•ACアダプターを抜き差しして、再度電源を入れなおしてください。
•リセットボタンを押してマットレスを工場出荷状態にし、再度ペアリングを
おこなってください。（P.3参照）

ペアリングボタンを
押しても、LEDが
同時に点灯しない  

事故防止のため、ただちに使用を中止し、
必ず販売店に修理・点検を依頼してください。

●操作部に損傷がある
●ACアダプターが異常高温のとき
●操作部をぬらしてしまったとき
●コード・電源プラグのすりきれや傷がある
●樹脂部が破損したとき
●マットの中が異常に硬くなったり、折りぐせ、
よじれなどがでたとき

修理に出す前に以下についてもう一度点検してください。
それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
絶対にご自身で修理や改造をしようとしないでください。
異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

その他、以下のような異常がある場合
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仕様

スリープクオリティマットレス

AX-BNA400

入力：AC100-240V　50 ／ 60Hz　0.5A
出力：DC5V　1A

0.5W

本体：（約）W930 × L1950 × H80mm

本体：（約）7ｋｇ（ACアダプター含まず）

ポリエステル65％　レーヨン35％

ポリエステル100％

ウレタンフォーム

ABS樹脂

日本

株式会社アテックス

品名

品番

アダプター定格

消費電力

製品サイズ

製品重量

素材

生産国

製造元

マット部

操作部

表面

側面・裏面

内部
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保証とアフターサービス

本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、
所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出の
うえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に
より有料修理いたします。
弊社は「スリープクオリティマットレス」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低
3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に
明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保 証 書
本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書
に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束
いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。 〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

1

2

3

4

5

品名 / 品番 スリープクオリティマットレス / AX-BNA400
お買上げ年月日 保証期間 お買上日より1年　本体　　　　年　　月　　日

お名前
様

ご住所

TEL：（　　　　）　　　　－　　　

販
売
店

お
客
様

★

★ ★

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保 証 規 約
1 2

3
4

5
6

7

BNA400-01-211206

https://www.atex-net.co.jp/
株式会社アテックス　九州物流センター
〒830-0222 福岡県久留米市城島町青木島438-1

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス課
0120-486-505

受付時間　平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。

保証期間中であっても以下の理由またはこれに
準ずる理由により生じた故障などについては
本保証書は適用されません。
・取扱上の不注意、誤った使用方法
・天災、火災などによる故障または損傷
・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
・保存上の不備
・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた

修理、改造
・本製品本来の使用目的以外の使用
・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、

船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷

運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担
願います。
無料保証期間はご購入の日から1年間です。
保証の適用されない故障および保証期間経過後の
故障については、有料で修理いたします。
保証書の再発行はいたしません。
本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた
場合は、有料修理になります。
本書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社アテックス

株式会社アテックス
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