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Caractéristiques techniques
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Technische Daten
Schaumsto#: 
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を押します。「Glo の設定値」が希望する開始の明る
さで点灯します。
ステップ 4
快適な睡眠の姿勢を維持し、必要に応じてご使用のグロー
ツゥスリープを 4 個のグロー・ポイントが見ることができ、外
部の光が入らないように調節してください。
マスクが顔の上で一様に快適に保持されるようにストラッ
プを調節してください。
4 個のグロー・ポイントが見えるようにグローツゥスリープ
の位置を合わせてください。横になり、リラックスしましょう。
ステップ5
グロー・ポイントを見上げてください (見ることができる最
高位置のグロー・ポイント)。リラックスしてじっと見つめる
ようにしてください。まばたきをすることもできます。
ポイント 3 およびポイント 4 が最も効果的なポイントです。
メモ:このグロー･ポイントはメラトニンの分泌を促進させる
ための十分な光を放出しません。このため、この光はいかな
る場合でもお客様を目覚めた状態に保つことはありません。
ステップ 6
永めの腹式深呼吸をしてください。息を最後まで吸い込み、
お客様の腹部が外側に拡張するように肺を空気で満たす
間、すべてをリラックスさせてください。この後、ゆっくりと息
を吐いて、お客様の肺からすべてを搾り出すようにしてくだ
さい。数秒間待ち、このサイクルを繰り返してください。
息を吸います - 1... 2... 3... 4...
息を吐きます - 1... 2... 3... 4...
お客様は目を開いたままにして、グロー・ポイントを見上げ
続けてください。
技術仕様
発泡樹脂: 低アレルギー性発泡樹脂.
グロー･ポイント: LED ライト
低速
クリーニングの方法クリーニングするには、ぬるま湯で、また
はそれに穏やかな洗剤を適宜加えたもので湿らせた柔らか
な布で優しくふき取ってから、乾いた柔らかい布で全ての水
分を取り除いてください。強力な溶剤または化学薬品を使
用しないでください。

당신의 Glo to Sleep™에 대해서
Glo to Sleep은 숙면을 안전하고 효과적으로 
취할수 있도록 도와줍니다.
Points of Glo를 보시면, 불면을 일으키는 
여러가지 생각과 걱정거리를 없애서 편안하게 
숙면을 취하도록 해줍니다. 
Glo to Sleep을 사용하시면, 수면을 취하려고 
걱정하는 생각도 잊게 해드립니다. 밤잠이든 
낮잠이든, Glo to Sleep제품은 빨리 수면을 
취하도록 도와 드리며, 숙면을 취하여 피로를 
회복할수 있도록 도와줍니다. 비행기나 기차, 
집이나 호텔에서, 여러분이 숙면을 취할 수 있길 
바랍니다.

Glo to Sleep 셋업 방법
Glo to Sleep을 머리에 쓰로 마스크 스트랩 
조정장치로 조절합니다.
정확히 조절하시면 편안하게 Glo to Sleep을 
착용할실 수 있으며, 외부의 빛을 완벽하게 
차단시켜 줍니다.

Glo to Sleep 사용방법

Acerca de su Glo to Sleep™
Glo to Sleep es una manera natural y efectiva para 
que obtenga el sueño que necesita. Al ver sus 
puntos de Glo, su Glo to Sleep apaga todos los 
pensamientos y preocupaciones que puedan 
mantenerlo despierto, lo relaja y le deja obtener el 
sueño que merece.
Al usar su Glo to Sleep, pronto perderá toda 
ansiedad por intentar dormir. Ya sea para dormir una 
noche completa o solo una siesta, su Glo to Sleep le 
ayudará a dormirse rápidamente, dormir más 
profundo y despertarse descansado. En el avión o en 
un tren, en casa o en un hotel –¡le deseamos un 
buen sueño!

Cómo preparar su Glo to Sleep
Glo to Sleep a tu cabeza con los ajustes de 

correa de máscara. Cuando le quede bien, su Glo to 
Sleep será cómodo de usar, pero cíñaselo lo 
su!ciente como para bloquear la luz externa.

Cómo usar su Glo to Sleep
PASO 1

Nota:
de que la cara positiva (+) de la pila queda mirando 
hacia arriba.
PASO 2

lumínico On/O"/Brightness hasta conseguir el nivel 
de intensidad lumínica deseado. Este será el nivel de 
brillo con el que su Glo to Sleep Deluxe comenzará 
cada vez que lo use.

puntos de Glo podrán ajustarse para atenuarse 

seleccionar su periodo de atenuación, deslice el 

PASO 3

puntos de Glo se iluminarán 

PASO 4

ajustando su máscara Glo to Sleep
para poder ver los cuatro (4) puntos de Glo y nada 
de luz externa.

cómoda en su cara.
Glo to Sleep para ver cuatro puntos de Glo. 

PASO 5
puntos de Glo (el punto de Glo más alto que 

NOTA: Los puntos de Glo no emiten su!ciente luz 
para accionar la liberación de melatonina, de modo 
que la luz no lo mantendrá despierto en modo 

PASO 6

todo lo demás se relaje mientras inspira 

스텝 1(STEP 1)
조명 공제 덮개를 이동한다.

단추 배터리 아래에서 “사용전 
뽑기”이라고 씌여져있는 플라스틱을 뽑는다.

주의： 배터리를 바꿀때 배터리의 정극 
(+)은 우로 향하여야 한다.

스텝 2(STEP 2)
조명 공제 스위치를 누르고 원하는Glo밝기까지 
조절하여야 한다. 이 밝기는 매번 Glo가 수면후 
작동할때 사용하는 밝기이다.

Glo는 10분, 20분, 30분으로 설정하여 점차적으로 
어두워지며 이동 선택 스위치를 10， 20， 30 
위치에 조절하여 어두워지는 주기를 선택한다.

스텝 3(STEP 3)
조명 공제 덮개를 바꾼다.
조명 공제 스위치를 조절하여 Glo를 원하는 위치에 
도달하게 하여준다.
정확한 밝기와 조광을 공제한다.

스텝 4(STEP 4)
편안한 수면 포지션을 설정하시려면, Glo to Sleep 
마스크 포지션을 Glo 4포인트가 표시될 때까지 
조절하시면 외부빛이 차단됩니다.
조절하시기 바랍니다. 
마스크가 얼굴 안면에 편안하게 착용되도록 
스트랩을 조절하세요.
Glo to Sleep을 4포인트로 조절하시고 편안히 휴식을 
취하시면 됩니다.

스텝 5(STEP 5)
Points of Glo을 봅니다.(최상의 Points of Glo). 
편안하게 빛을 응시합니다. 눈을 깜빡거려도 됩니다.
포인트 3과 4는 가장 효과적인 포인트입니다.
비고: Points of Glo 는 멜라토닌을 유발하지 않은 
정도로 빛을 냅니다. 그래서 이 빛은 당신을 
깨우지 않겠습니다. 

스텝 6(STEP 6)
복부의 호흡을 길하게 하세요. 숨을 들이마실 때 
모슨 것을 풀어주고 복부를 확대하면서 폐부를 
공기로 채우세요. 그 뒤에 천천히 내쉬고 무든 것을 
폐부에서 밖으로 짜내버립니다. 몇 초 기다리고 나서 
다시 이 과정을 반복합니다.
숨을 들이쉬다- 1... 2... 3... 4...
숨을 내쉬다- 1... 2... 3... 4...
눈이 떠져 있고, Point of Glo를 봅니다.

기술 규격 설명
거품: 저자극성인 거품
Points of Glo: LED 전등

늦다

세척지도：온수 혹은 따뜻한 세척제로 나른한 
천을 적시고 닦아낸후 마른 천으로 수분을 
닦아낸다. 강렬한 용제 혹은 화학용품으로 씻지 
말아야 한다.
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をお選びいただきありがとうござい
ます。

はサウンド・セラピー・システムの世
界的リーダーです。当社は、卓越した品質と最先

端のテクノロジーを組み合わせた創造的な睡眠のソリュー
ションで、皆様が生活を更に健康的に楽しまれることを実
現することに専念しております。本製品のご使用を開始さ
れる前に、以下の重要な情報を注意深くお読みくださるよ
うお願いいたします。
ありがとうございます!

 
 is the world leader in sound therapy   

healthier and more enjoyable with creative sleep 
solutions that combine superior quality with the very latest 
technology.

information before using this item.

appareil. 

benutzen.

terapia de sonido. Estamos dedicados a hacer su 
vida más saludable y más agradable con soluciones 

creativas para el sueño que combinen una calidad superior 
con la tecnología más reciente.

información a continuación antes de usar este producto.
¡Gracias!

를 석택해 주셔서 감사드립니다.
는 음성 테라피 시스템의 세계 

리더입니다. 우리는 우수한 품질과 최신의 기술을 
결합하면서 생활을 더 건강하고 창조적인 숙면 

해결을 누릴 수 있게 만들 것이 목표입니다. 
이 전기를 이용하기 전에 반드시 밑에 있는 중요한 점보를 
잠시 보세요.
감사 드립니다!

profundamente y sus pulmones se llenan con aire 
mientras su panza se extiende hacia fuera. Entonces 
espire lentamente y saque todo de sus pulmones. 
Espere unos segundos y repita este ciclo.

puntos 
de Glo.

Especi!caciones técnicas
Espuma:
Puntos de Glo:

Instrucciones de limpieza:
con cuidado un trapo ligeramente humedecido en 
agua templada o detergente neutro, eliminando 

utilice disolventes agresivos ni productos químicos 
para su limpieza. 

ご使用の Glo to Sleep™ について
グローツゥスリープは、お客様に必要な睡眠を実現するた
めの安全で、自然な効果的方法です。この各グロー・ポイン
トを見続けることで、ご使用のグローツゥスリープが、お客様
の眠りを妨げるすべての思いとわずらいを解消し、リラック
スさせ、お客様にふさわしい睡眠へと導入いたします。
グローツゥスリープをご使用になることで、お客様が無理に
眠ろうとすることで感じているあらゆる不安がすぐに解消さ
れるようになります。一晩の睡眠やうたた寝に関係なく、ご
使用のグローツゥスリープが、お客様をすばやく睡眠へ導き
、より深い眠りを誘い、そして目覚めた時の満足感をお約束
いたします。飛行機や列車、ご自宅やホテルの一室で – 当社
はお客様の快適な睡眠を願っております!

ご使用のグローツゥスリープのセットアップ方法
マスク・ストラップ調整で、グローツゥスリープがお客様の頭
部にフィットするように調整してください。正常にフィットし
た場合、ご使用のグローツゥスリープは装着が快適となりま
すが、外部の光を遮断するために十分に密着させてくださ
い。
グローツゥスリープの使用方法
ステップ 1
ライト コントロール カバーを外します。

ボタン電池の下から「ご使用前に引き抜
いてください」と表示のあるプラスチックの絶縁板
を引き抜いてください。
メモ 電池を交換する時に、電池の (+) 側
が上を向いていることを確実にしてください。
ステップ 2
ライトコントロール [オン/オフ/明るさ] 選択ボタン
を押し、そのまま押し続けて、希望する Glo の明る
さに到達したら指を離します。これがお客様の Glo 

をご使用するごとの明るさのレベ
ルとなります。
「Glo の設定値」は、 分間、 分間または 分間
にわたり徐々に暗くするように設定することができ
ます。ご使用になる暗くなるまで時間を選択するに
は、[タイマー選択] スイッチを 、 または の位
置にスライドさせます。
ステップ 3
ライト コントロール カバーを取り付けます。
ライトコントロール [オン/オフ/明るさ] 選択ボタン

16"

9"


