
AX-BNL800
ルルド おやすみグースピー
品番

このたびはAX-BNL800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。
※本品は入眠に適した呼吸リズムを促す機械であり、入眠を約束するものではありません。
※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。

保管用
製造番号取 扱 説 明 書 保証書付
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安全上のご注意
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。

強制を促す記号

禁止を促す記号
警告表示の意味 警告 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。

注意 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。

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
本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、
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。
乳幼児には使わせないでください。
事故やけがの原因になります。
本体は水につけたり、水洗いしないでください。
感電やけがの原因になります。
浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでくだ
さい。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に
置かないでください。
感電や故障の原因になります。
直射日光が長時間当たるところ、ストーブの近くなど、
高温のところでは保管しないでください。
火災や故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、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。
感電やショートによる火災などの原因になります。
電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。
お手入れの際は、必ずACアダプターを本体から抜いて
ください。
感電やけがの原因になります。
使用時・充電時以外はACアダプターをコンセントから
抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
しばらく使用しなかった場合は、機器が正常かつ安全
に動作することを確認してください。
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、販売店又は製造販売元に
連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。
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ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでくだ
さい。また、ナイフやシャープペンシルなど鋭いものを
置いたり、刺したりしないでください。
破損、けがの原因になります。
本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。また、
重たい物は載せないでください。
破損の原因になります。
ひねったり、たたんだ状態で使用しないでください。
破損の原因になります。
こたつの中や、電気毛布などをかぶせて使用しないで
ください。
本体内部が高温になり、故障や事故の原因になります。
お子様に本体で遊ばせたり、手の届く場所に保管した
りしないでください。
事故やけがの原因になります。
コネクターを引き出す時、赤いテープが見えたらそれ
以上、引っぱらないでください。
破損の原因になります。
呼吸を合わせる際は無理に深く吸ったり吐いたりせず、
自然に行ってください。
不自然な呼吸をくり返すと、体調不良の原因になります。

注意 ACアダプターを抜くときは、コード部分を持たないで
ください。
感電やけがの原因になります。
ACアダプターを接続したままお使いになるときは、ア
ダプター電源コードを傷つけないようにしてください。
感電やけがの原因になります。
ACアダプターを接続したままお使いになるときは、ア
ダプター電源コードが体に巻きつかないように十分に
注意してください。
感電やけがの原因になります。
ACアダプターは指定された付属品のものを使用してく
ださい。また、付属品の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。

停電の時はすぐにACアダプターを抜いてください。
感電・ショート・火災の原因になります。
3ヶ月に一度は充電を行ってください。
長期間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充
電池の故障の原因になります。

MODEL No. XH0900-1000LJ
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グースピーに合わせて
呼吸するだけ

入眠に適した呼吸のリズムを、グースピーが
ガイドしてくれます。

使い方はとっても簡単。
グースピーのお腹の動きに合わせてゆっくり
呼吸するだけ。ふくらむ時に息を吸い、しぼむ
時に息を吐きます。

選べるリズムのコースは2つ。
シチュエーションに合わせてお選びください。
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お腹のエアバッグが3秒間ふくらみ、7秒間でしぼみます。

お腹のエアバッグが5秒間ふくらみ、5秒間でしぼみます。

秒吸う 秒吐く

秒吸う 秒吐く

※詳しい操作方法は6～7ページをご覧ください。

青色点灯

黄色点灯

注意
● エアバッグがふくらむ時に息を吸い、しぼむ時に息を吐いてください。
● 呼吸を合わせる際は、無理に深く吸ったり吐いたりせず、自然に行ってください。
● 本品は入眠に適した呼吸リズムを促す機械であり、入眠を約束するものではありません。



5

梱包内容と各部の名称
梱包内容の確認

各部の名称

•本体　　•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

カバー

操作ボタン
コネクター ACアダプター

ACアダプター
プラグ

固定用
スナップボタン 本体

カバーファスナー
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使いかた
初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し、作動しないことがあります。
充電してからお使いください。
※ACアダプターを電源として使用する事もできます。
その際はアダプターコードが体に巻きつかないように十分に注意してください。使用中は充電はしていません。

充電する

ACアダプター

操作ボタン

緑色・点滅
充電中

緑色・点灯
充電完了

❸
1 電源に接続する
❶コネクター口から、コネクターを指でつまんで引き出
してください。
❷コネクターとACアダプタープラグを接続してくださ
い。
❸ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
※それぞれを接続する際は、まっすぐ根元まで確実に差
し込んでください。

●約3.5時間の充電で、合計約1.5時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
※高い周囲温度の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。

2 充電が開始される
操作ボタンのランプが緑色に点滅します。ランプの点滅
が点灯に変わったら充電完了です。

赤色のテープが
見えたらそれ以上、
引き出さないで
ください。

コネクター口

コネクター
ACアダプター
プラグ

❶引き出す

❷接続する
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使いかた
使用する

※使用中、ランプが青色と黄色の交互に点滅を始めたら、
電池残量が少なくなっている合図です。電源をACアダプ
ターに切り替えるか、充電をしてください。
※電源オフ時にACアダプターをつなぐと自動的に充電が
始まります。そのため、操作ボタンは緑色に点灯、ある
いは緑色に点滅します。

操作ボタンを押すごとに、「おやすみリズム」・「リラックス
リズム」・「電源オフ」が切り替わります。

操作ボタン

青色・点灯
「おやすみリズム」

黄色・点灯
「リラックスリズム」

消灯
「電源オフ」

1 操作ボタン      を約1秒長押しする
グースピーのお腹がゆっくり上下します。
グースピーを体にあてて、動きに合わせて呼吸をしてみて
ください。（P3～4参照）

2 終了する
約20分で自動OFFタイマーが働き停止します。
途中で止めたい場合は、操作ボタンを必要回数押してくだ
さい。

使用例

長押し
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お手入れ
長くご使用いただくために、定期的なお手入れをお勧めします。

警告
●必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

●本体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、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。

●カバーは外して洗濯できます。

カバーのお手入れ方法　※本体は洗えません。

1
2

カバー
ファスナー

カバー

本体

1 お腹のカバーファスナーを開く

2 お尻側からカバーを外す

3 カバーの洗濯表示に従って洗濯する

4 シワを伸ばし形を整えてから、
日陰に干す

5 外したときと逆の手順で、
本体にカバーを被せる

●変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは
使用しないでください。
●年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてく
ださい。（絶縁劣化防止のため）

※カバーを被せるとき、カバーの操作ボタン穴から、
本体の操作ボタンが見えるように被せてください。



9

保管について 故障かなと思ったら

素材の特性によるものです。ご了承ください。

ACアダプターが間違っていませんか？
付属の専用ACアダプターを使用してください。

充電が不足していませんか？
正しく充電するか、ACアダプターをコンセントに差し込
んでもう一度操作してください。

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。

操作ボタンは正しく動作していますか？

動かない

操作ボタンを押してから、約20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。操作ボタンを押すと運転を再開します。

電池残量が不足していませんか？
使用中、操作ボタンのランプが点滅したら、充電するか
ACアダプターを接続してください。

運転中に
停止した

異音がする
音が大きい

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。

ACアダプターを正しくつないでいますか？（P.6参照）充電
できない

カバーに
シワがある

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。

●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。
●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。
●コード類はねじれをほどいて保管してください。
●本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。
●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

注意
●廃棄の際、充電残量がある場合は、止まるまで何回か使
用して電池を使い切ってください。
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仕様 保証とアフターサービス
ルルド おやすみグースピー
AX-BNL800
リチウムイオン充電池 7.2V 2100mAh

AC100V　50/60Hz　12W

入力 AC100-240V　
 50/60Hz　0.5A　
出力 DC9V　1A
約20分自動オフ
W470×L210×H170mm
約1.7kg
カバー　： ポリエステル95％
 ポリウレタン５％
内カバー：ポリエステル100％
本体中材：ウレタンフォーム
中国

商品名
商品番号
充電池
電気定格
（ACアダプター）

ACアダプター定格

タイマー
製品サイズ
製品重量

素材

生産国

■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）

１本製品の保証書は、裏表紙に添付しています。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。

２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。

３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。

４弊社は「ルルド おやすみグースピー」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。

５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
上げの販売元、または下記に明記しておりますカスタマーサービスセ
ンターまでお問い合わせください。

株式会社アテックス
大阪物流センター
〒595-0074
大阪府泉大津市小津島町 6-11
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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。

品名 / 型番 ルルド おやすみグースピー / AX-BNL800
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。

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 規 約

保 証 書

1 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、船舶への搭載）

に使用された場合の故障および損傷

2 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。
3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
4 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。
5 保証書の再発行はいたしません。
6 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。
7 本書は日本国内においてのみ有効です。


