
Thank you for purchasing 
Dreamlight Heat 
1. Please charge the battery block with a 
5V/1000mA power supply before using. 
While charging, the device’s white light 
will flash. When fully charged, the white 
light will remain illuminated.

2. Peel off the protective layer on the Velcro. 

3. Place the battery block on the top of the 
connecting port. Gently press the battery block 
against it until it locks up the buckle. Once 
connected, the orange light will switch on and 
the heat therapy will be triggered. 

4. Unfold the sleep mask as shown in the 
image, align the mask with the bridge of 
your nose, and place it on.

5. Wrap the sleep mask around the back of 
your head and fasten it to the Velcro strap 
on the other side.

6. Adjust the mask to the left or right, until 
it sits comfortably on your face.

block.

Precautions:
1. When cleaning, take off the battery 
block first. 
2. Hand wash only
3. After cleaning, please use the 
Dreamlight Heat after it gets completely 
air dry in shade.
4. Do not charge the device while you are 
wearing it.
5. Disconnect the battery block when you 
are not using the sleep mask.
6. Do not let children play with the battery 

7. Please do not disassemble the battery block.  

8. Do not connect the battery block's 
metal terminals with a piece of metal, this 
may cause the battery to short-circuit.

Battery specifications:
1. Battery parameter requirements:
  1.1. Input: 5V       1000mA
  1.2. Output: 5V       1000mA 
  1.3. Battery capacity: 1000mAh
  1.4. Charging time: 75 min
  1.5. Battery life: 60 min

2. Switch on the device:
The device will automatically turn on 
when the battery block is connected.      

3. Switch off the device:
  3.1. Press and hold the button for 3 
seconds to switch it off.
  3.2. Disconnect the battery block for 5 
seconds.
  3.3. The device will automatically turn off 
after 30 minutes of use.

4. Indicator light:
  4.1. The orange light will remain 
illuminated when the device is powered 
on.
  4.2. When battery power is below 5%, the 
orange light will flash rapidly.
  4.3. Charging status: the white light will 
flash white when the device is charging.
  4.4 The white light will remain 
illuminated when the battery is 
fully-charged.
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Dreamlight Heatご購入ありがと
うございます

1. バッテリブロックは 5V/1000mA電源で充電し
てからご使用ください。充電中、本機の白色ラ
イトが点滅します。フル充電されると、白色ライ
トは点灯したままになります。

2. Velcroの保護層を剥がします。

4. スリープマスクを図のように広げ、マスクを

3.バッテリーポートにバッテリーブロックを置
き、でバッテリーブロックを押すと、カチッと
いう接続音を鳴り、オレンジ色のライトが点灯
し、スリープマスクが作動し始めます。

鼻梁にあわせて装着します。

5. スリープマスクを後頭部まで巻きつけ、反対
側のVelcroストラップを締め付けます。

6. マスクを左右どちらかに移動しながら、顔に
しっくりとはまるまで調節します。

取扱上の注意事項:
1. クリーニングの際は、まずバッテリーブロック
を取り外してください。
2. 手洗いのみ。
3. 手洗い後、風通しの良い日陰で乾燥してくだ
さい。製品本体が完全に乾燥してからご使用く
ださい。
4. 本機は着用した状態で充電しないでくださ
い。
5. スリープマスクは使用しないとき、バッテリブ
ロックから外します。
6. 子どもにバッテリブロックで遊ばせないでく

ださい。
7. 内蔵バッテリーは取り外したり分解しないで
ください。
8. バッテリブロックの金属端子を金属に接続し
ないでください。バッテリ短絡の原因となる場
合があります。

バッテリ仕様:
1. バッテリパラメータ要件:
  1.1. 入力: 5V       1000mA
  1.2. 出力: 5V       1000mA
  1.3. バッテリ容量: 1000mAh
  1.4. 充電所要時間: 75分
  1.5. バッテリ放電時間: 60分

2. 機器の電源をオンにする:
  本機はバッテリブロックを接続すると、自動的
に電源がオンになります。

3. 機器の電源をオフにする:
  3.1. オン/オフスイッチを3秒間長押します。
  3.2. バッテリブロックを外して5秒間おきます。
  3.3. 本機は使用してから30分経つと自動的に
電源がオフになります。

4. インジケータライト:
  4.1. 機器の電源をオンにすると、赤色ライトが
点灯したままになります。
  4.2. バッテリ残量が 5%を下回ると、赤色ライ
トが高速点滅します。
  4.3. 充電状態: 機器の充電時は白色ライトが
点滅します。
  4.4 バッテリがフル充電になると、白色ライト
が点灯したままになります。 



尊敬的用戶，感謝您購買使用
Dreamlight Heat

2.撕開魔術貼保護層。

4.將眼罩如圖所示展開，對準鼻樑處進行佩戴。

5.將眼罩繞頭部一圈，貼好魔術貼。

6.左右調整眼罩，以達到一個舒適的狀態。

注意事項：
1.清洗眼罩時，請取下電池盒。
2.眼罩只支持手洗。
3.清洗完畢後請自然風乾，切勿在未完全乾燥
的情況下使用眼罩。
4.請勿在佩戴過程中進行充電。
5.不使用眼罩時請取下電池盒。
6.電池盒請不要給小朋友玩耍。
7.電池盒禁止拆開。
8.請勿將電池盒的兩個金屬接觸點短接，否則
有導致短路危險。

電池規格：
1.電池參數要求：
  1.1.輸入：5V      1000mA
  1.2.輸出：5V      1000mA
  1.3.電池容量：1000mAh
  1.4.充電時間：75min
  1.5.電池使用時間：60min

2.開機：
  電池盒接入自動開機。

3.關機：
  3.1.長按電池盒中間位置的開關3秒，進行關機。
  3.2.電池盒取下5秒後關機。
  3.3.工作30分鐘後自動關機。

4.指示燈：
  4.1.眼罩使用時，電池橙色指示燈常亮。
  4.2.低電量，電量低於5%，橙色指示燈快速閃
爍。
  4.3.充電狀態：充電時白色指示燈燈閃爍。
  4.4.電池充滿：白色指示燈常亮。

www.dreamlight.tech

尊敬的用户，感谢您购买使用
Dreamlight Heat
1.使用前，请使用5V/1000mA的充电器对电
池盒进行充电，充电时白色指示灯闪烁，
充满后白色指示灯将保持常亮。

1.使用前，請使用5V/1000mA的充電器對電
池盒進行充電，充電時白色指示燈閃爍，
充滿後白色指示燈將保持常亮。

2.撕开魔术贴保护层。

4.将眼罩如图所示展开，对准鼻梁处进行佩戴。

3.将电池盒放到眼罩上的电池接口处，轻轻按
压，直至卡扣扣上，电池橙色指示灯亮起，
眼罩开始工作。

3.將電池盒放到眼罩上的電池接口處，輕輕按
壓，直至卡扣扣上，電池橙色指示燈亮起，
眼罩開始工作。

5.将眼罩绕头部一圈，贴好魔术贴。

6.左右调整眼罩，以达到一个舒适的状态。

注意事项：
1.清洗眼罩时请取下电池盒。
2.眼罩只支持手洗。
3.清洗完毕后请自然风干，切勿在未完全干燥
的情况下使用眼罩。
4.请勿在佩戴过程中进行充电。
5.不使用眼罩时请取下电池盒。
6.电池盒请不要给小朋友玩耍。
7.电池盒禁止拆开。
8.请勿将电池盒的两个金属触点短接，避免因
短路造成危险。

电池规格：
1、电池参数要求：
  1.1、输入：5V      1000mA
  1.2、输出：5V      1000mA 
  1.3、电池容量：1000mAh
  1.4、充电时间：75min
  1.5、电池使用时间：60min

2、开机：
  电池盒接入自动开机。      

3、关机：
  3.1、长按电池盒中间位置的开关3秒，进行关机。
  3.2、电池盒取下5秒后关机。
  3.3、工作30分钟后自动关机。

4、指示灯：
  4.1、眼罩使用时，电池橙色指示灯常亮。
  4.2、低电量，电量低于5%，橙色指示灯快闪。
  4.3、充电状态：充电时白色指示灯闪烁。
  4.4、电池充满：白色指示灯常亮。


