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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

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負
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

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を
説明しています。

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。

次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
・医師からマッサージを禁じられている人
自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。
次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。
事故や健康を害するおそれがあります。

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

症状について

警告

・悪性腫瘍のある人
・心臓に障害のある人
・温度感覚喪失が認められる人
・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
・皮膚に創傷のある人
・安静を必要としている人や体調がすぐれ
ない人
・頭部（顔面）に神経障害や皮膚知覚障害の
ある人
・事故などによる頭部および眼科的後遺症
のある人
・強度の近視の人
・白内障、緑内障、網膜はく離、眼底出血、
飛蚊症など目に病気のある人、またはあっ
た人

・眼圧が高いもしくは低い人
・目の手術をおこなった人
・血圧異常の人
・血栓症の人、重度の動脈瘤や急性静脈瘤
のある人
・皮膚炎およびアトピー性皮膚炎の人
・温度感覚喪失が認められる人
・体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、
血圧変動など］の強い時期、衰弱し
ているとき

・その他、医療機関で治療中の人

安全上のご注意
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頭部に入らない場合、無理に使用しないでください。
シリコン部の凸部分を眼球にあてないでください。
目を痛める原因になります。
つけまつげやまつげエクステ、コンタクトレンズ、イヤリングなどのアクセ
サリーやメガネ、ヘアピン、ウィッグなどを着けて使用しないでください。
ヒーターを長時間使用しないでください。
低温やけどのおそれがあります。

本機を装着すると視界を完全に遮ります。歩いたり、物を取ったりなど他の
ことはしないでください。
使用前にアタッチメントに破損がないか確認し、破損のある場合は、勝手に
修理などせず、お買い上げの販売店に連絡してください。
事故やけがの原因になります。
本体の隙間などに手や指をはさまないよう、ご注意ください。
けがの原因になります。
ハンズフリーで使うときは必ずベルトを使用してください。
落下による事故や故障、けがの原因になります。

ご使用について

電源について
本製品は充電式電池を内蔵しています。高温・低温下での充電、使用、放置を
しないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

「低温やけど」について
比較的低い温度（40℃）でも、長時間皮膚の同じ部位に触れていると熱い、
痛いの自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。

次のようなご使用は行わないでください。
事故やけがの原因になります。
・本体で遊ぶ
・上に乗る
・頭部以外に使用する
・他の電気製品と併用する
・本体を布団やコタツの中に入れて使用する

・使用部周辺にアクセサリーなど、硬いもの
を着けて使用する
・使用中に眠る
・水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用
する





3

異常（故障）について

警告

その他

故障を発見したときはすぐに使用を中止し、電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、
お買い上げの販売店へご連絡ください。（詳しくは最終ページへ）
火災・感電・けがの原因になります。

注意

防水ではないため、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。ま
た、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
1回の使用は5分以内とし、1日30分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
初めてご使用の際はモード1「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか十分
注意してください。
初めから刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

ご使用について

安全上のご注意
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USBケーブルを傷つけたり、加工したり、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。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりし
ないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
収納時にUSBケーブルを本体に巻きつけないでください。
コードに負荷がかかり断線し、ショート・火災などの原因になります。
USBケーブル端子にピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。また、ぬれた
手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いて
ください。
感電・ショート・発火の原因になります。
3 ヶ月に一度は充電を行ってください。
長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因に
なります。
USBケーブルが傷んだり充電口がゆるい時は使用しないでください。
付属のUSBケーブルは本品の充電用途のみに使用してください。

電源について
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梱包内容の確認

各部の名称

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

付属品

•本体 •USBケーブル •クリーニングクロス

バンド

ヒーター 充電口

シリコン部
（目の周囲にあてる）

シリコン部
（こめかみ調節のつまみ）

※保護フィルムをはがして
　ご使用ください。

モーション（赤外線）
センサー感知部

高 低

USB端子
（TypeA）

クリーニングクロス

USBケーブル

USB端子
（MicroB）

電源ボタン

ヒーターボタン

ヒーターランプ
バンドを使用しない時は、
バンドホルダーは収納し
てください。

バンドホルダー

押し込む

梱包内容と各部の名称
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※バンドを使わない場合は、手で持ってご使用ください。

最初は弱（モード1）で使用し、問題がなければお使いください。
●使用前に破損がないかを確認してください。
破損している場合は使用しないでください。
●使用前に電源ボタンが正常に動作するか確認してください。
●しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、
安全に動作することを確認してから使用してください。

目もとの
リフレッシュに…

頭皮のケアに…

注意　使用前の注意事項

使いかた
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ヒーターランプが点滅し、充電が開始されます。

USBケーブルは根元まで差し込んでください。

ご使用前の準備

●約4.5時間の満充電で、合計約100分
間使用できます。

※使用する環境、負荷によって使用時
間は異なります。

※パソコンの動作状態によっては充電
できないことがあります。

※モバイルバッテリーでは満充電でき
ないことがあります。

ヒーターランプ

ヒーターランプの点滅
が点灯に変わると充電
が完了です。

※周囲温度が高い中で充電を行う
と、保護装置が働き、充電が途
中で止まる場合があります。

※使い始めや長時間使用しなかっ
た時は、満充電してください。

7

本体と、市販のUSB充電器やパソコン等を、
USBケーブルでつなぐ

1

充電が開始されます ※充電中は使用できません。

使いかた

お手持ちのものをご使用ください

端子（MicroB） 端子
（TypeA） パソコン

市販の
モバイルバ ッテリー

市販の
ACアダプター

USBケーブル

充電口

装着の調節をする

面テープ

バンド
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装着位置を確認する
電源を入れずに、本体を図のように当
ててください。

こめかみ部の高さを
調節する
本体のこめかみ調節のつまみを回転さ
せると、高さが最大約5ｍｍ調節でき
ます。

バンドの長さを調節する
バンドは3箇所で長さを調節できます。
本体を正しい位置に装着できるように
調節してください。

注意
●本体の落下の危険がありますので、バ
ンドの調節は必ず顔から外して行うか、
他の人に調節してもらってください。

ヒーター

本体

1

2

3

バンドを使用しないときは外して、
正面のバンドホルダーは収納して
ください。

バンド
ホルダー

押し込んで
収納

●目の周囲にシリコンの突起が当
たるように本体をあてます。
●ヒーター部は目の下になります。

PO I N T

高

低

まわす

この部分の
高さが
調節できます

こめかみ調節のつまみ





ケアの開始
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本体をあてる
位置調節後、本体を装着します。

電源ボタンを1秒以上長押しします。
30秒ごとに動作の方向が切り替わります。
切り替わるときに1秒程度停止します。

電源ボタン　 を長押しして
動作をスタートする

●ボタンは凹凸があり、指先で触る
とわかるようになっています。

電源ボタン
丸く凹んでいます

ヒーターボタン
アイコンが浮き彫りに
なっています

1

2
1秒以上長押し

ピー♪

●バンドを使用しない場合は必ず手
で持ってください。

PO I N T

使いかた

10

4

5

3

ヒーターを切り替える
スタート時、ヒーターは「ON」になって
います。
切りたい場合はヒーターボタンを押して
「OFF」にしてください。

終了する
開始から約5分で自動停止します。

モードを切り替える
電源ボタンを押すたびに「遅」「速」2種
類のモードが切り替わります。

本体の前面に手をかざすことでも
モードの切り替えができます。

モーションセンサー

電源ボタンを1秒以上長押しすると、停止します。
※音が鳴ってからシリコン部が初期位置に戻り、
停止します。

途中で停止する場合

モード1 遅

モード2 速

ピッ♪

ピピッ♪

ピピッ♪

ピピッ♪

ピピッ♪ ●ヒーターボタンはアイコンが浮き
彫りになっています。（電源ボタン
は丸く凹んでいます。）P.9参照
●ヒーターは、個人の顔立ちや感覚
により温感に差があります。

ピー♪

使いかた

「ON」のとき 「OFF」のとき
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●汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
●長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてく
ださい。
●コード類はねじれをほどいて保管してください。
●保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
●幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
●本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自
治体の分別ルールに従って廃棄してください。

保管について

12

●指紋が気になる場合は、付属のクリーニングクロスなど、やわらかい布でから拭きし
てください。
●本体の汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して
よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
●シリコンは消耗品です。汚れがひどくなったり、破損した場合はアテックス直販サイ
トでお買い求めください。（→詳しくはP.14をご覧ください。）

●水洗い後はよく乾かしてから、本体にしっかり被せてください。
シリコン部は取り外して水洗いができます。

お手入れ  

シリコン部
シリコン部

本体

本体とシリコン部の形を合わせて、
正しく被せてください。

11

注意
●頭の重さをかけるような使い方はしないでください。

使いかた
お好みのスタイルでご使用ください

ハンズフリーで

頭に 両手で支えて

仰向けで
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●水洗い後はよく乾かしてから、本体にしっかり被せてください。
シリコン部は取り外して水洗いができます。

お手入れ  

シリコン部
シリコン部

本体

本体とシリコン部の形を合わせて、
正しく被せてください。

11

注意
●頭の重さをかけるような使い方はしないでください。

使いかた
お好みのスタイルでご使用ください

ハンズフリーで

頭に 両手で支えて

仰向けで
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修理に出す前に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。絶対に分解したり、修理改造はしないでくだ
さい。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

充電不足ではありませんか？
正しく充電してください。

動作スタート時は電源ボタンを長押ししてください。（P.9参照）

長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？
完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電
してください。

高温時や低温時は充電できないことがあります。
常温の場所で充電してください。

USBケーブルを正しくつないでいますか？（P.7参照）

使用中の動作音は構造上発生するものですので、異常
ではありません。

充電時の環境温度などにより所要時間は異なります。充電に時間がかかる

充電池の寿命と考えられます。充電しても使用時間が
極端に短い

使用を中止して、お買い上げの販売店に修理を依頼して
ください。

5分以上経っても
電源が切れない

30秒ごとに動作方向が切り替わるときに、1秒ほど止ま
ります。異常ではありません。

ときどき止まることが
ある

充電中は赤色のランプが点滅します。電源ボタンの
ランプが点滅する

運転中に停止した

動かない

充電できない

個人の顔立ちや感覚により、温感に差があります。
指先でヒーター部に触れてご確認ください。

ヒーターが温かくない

異音がする／
音が大きい

スタートしてから約5分経過すると、タイマー機能がはた
らき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
電源ボタンを押すと運転を再開します。

しばらくしてから電源ボタンを長押ししてください。
過度な負荷がかかると警告音が鳴り、安全装置が働いて
止まることがあります。

充電が不充分、または充電が切れていませんか？
正しく充電してください。

故障かなと思ったら 

品名：モノルルド アイケア専用シリコン
品番：AX-HZL035
販売価格(税込)：1,980円

別売品について

14

モノルルド アイケア

AX-HXL350

本体：（約）W220×L110×75（mm）
USBケーブル長：約1ｍ

約500g（本体のみ） ※バンド・ケーブル含まず

約5分自動オフ

モード1「遅」：23回転/分　モード2「速」：33回転/分

DC5V（リチウムイオン充電池）

1200mAh

約4.5時間

約100分

ABS樹脂、シリコン、ステンレス鋼

頭まわり　約51 ～ 62cm

中国

商品名

商品番号

製品サイズ

製品重量

タイマー

回転数

電源電圧

内蔵電池

充電時間

連続使用時間

素材

対応サイズ

生産国

仕様

※本製品は医療機器ではありません。

シリコンは消耗品です。汚れがひどくなったり、破損したり、紛失した場合はアテックス
直販サイトでお買い求めください。

ATEX direct（アテックスダイレクト）
https://www.atexdirect.jp/
ご購入や質問などはアテックスのホームページ、または、フリーダイヤルまでお問
い合わせください。（フリーダイヤル：0120-951-719）
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