
Dreamlight Zen

Welcome to Dreamlight ZEN!

Visit us at 
www.Dreamlight.tech
and download the user manual 
in PDF for further information.
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Operations of Dreamlight Zen

Long press 
the button for 
3 seconds to switch 
on/off Dreamlight.

Single press 
the button to switch 
between modes.

Double quick press
the button to switch 
on/off the pulsing lights.

Triple quick press
the button to switch 
on/off the audios.

5-Axis-Button

1Clicks

2Clicks

3Clicks

3S



Operations of Dreamlight Zen

When wearing the mask, 
push the button leftwards to 
select the next audio.
Keep pushing the button 
leftwards to pause/play. 
Under Bluetooth Music mode, 
keep pushing the button 
leftwards for 5 seconds to 
enter pairing mode.

Push the button upwards 
to increase the volume.
Keep pushing the button 
upwards to increase the 
volume quickly. 

Push the button downwards 
to decrease the volume.
Keep pushing the button 
downwards to decrease the 
volume quickly.

When wearing the mask, 
push the button rightwards 
to select the previous audio.
Keep pushing the button 
rightwards to pause/play. 



Let's get on board!

Press the button for 3 seconds to start Dreamlight.

Single press the button to switch between modes.

Push the button leftwards or rightwards 
to select various audios. 
When it's under 'nap mode', push the button left-
wards or rightwards to choose different time settings.

Push the button upwards/downwards to 
adjust to the appropriate volume.

Wear your Dreamlight Zen mask, and fix 
the velcro to a comfortable position. 

1. 

2. 

3. 
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Breathing is the essence of meditation. 
Let's breathe with the guidance of the mindful 
lighting pattern within Dreamlight Zen and search 
for the 'inner peace' through each deep breath.

Slowly take a deep breath in through your nose 
when light intensity increases.

Slowly take a deep breath out through your mouth 
when light intensity decreases.

* If you can hear your breathing, 
   the relaxation effect will enhance. 

Some useful tips for the dearest you！

What if the mask has light leakage?

Please take it off and fold it in the opposite motion, 
re-apply the mask, and then adjust 
to a comfortable position.

*Dreamlight Zen has five different working 
modes, check as below instructions to have a 
better understanding of how do they work.



Sleep-aid Guide

When Dreamlight Zen is on, press the button to 
switch to ' Sleep-aid guide.'

Push the button leftwards/rightwards to select 
different audios within 'Sleep-aid guide.'

Sleep-aid 
guide

The 'Sleep-aid audios' will switch off automatically 
in 30 minutes.

30min
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Sleep-aid Audios

When Dreamlight Zen is on, press the button 
to switch to ' Sleep-aid Audio.'

Push the button leftwards/rightwards to select 
different  audios within 'Sleep-aid Audio.'

Sleep-aid
Audio

The 'Sleep-aid audios' will switch off automatically 
in 30 minutes.

30min
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Meditation Audios

60min

When Dreamlight Zen is on, press the button to 
switch to ' Meditation Guide.'

Push the button leftwards/rightwards to select 
different audios within 'Meditation Audios.'

The 'Meditation Audios' will switch off automatically 
in 60 minutes.

Meditation
Audios
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Nap Mode

When Dreamlight Zen is on, press the button to
switch to ' Nap mode.'

Push the button leftwards/rightwards to select a 
different program: Nap for 10 min, 30min or 60min.

Nap mode

*When nap time is over, the mask will stream 
soft music to wake up the user. 

1. 

2. 



Bluetooth Music

When Dreamlight Zen is on, press the button  to 
switch to 'Bluetooth Music.'

Bluetooth Pairing
The Bluetooth will be activated in 3 seconds once
switch to Bluetooth Music  Mode.

Search ' Dreamlight Zen ' on your phone, 
and click to pair with it. 

Check pairing status

* The disconnection might be caused by the fact 
that it's connected to another device. Push the 
button leftwards for 5 seconds to activate the 
Bluetooth again. 

Bluetooth
Music

Paired               Bluetooth icon is shown
Not connected               Bluetooth icon is flashing

Dreamlight ZEN
......
......

Bluetooth
Music

1. 
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Charging

Charge Dreamlight ZEN when the battery power 
is less than 25%.

Use the included cable for charging Dreamlight ZEN.

Before the first use, please charge Dreamlight 
continuously for 3 hours.

Do not use Dreamlight ZEN while charging.

During charging, the battery icon will flash in a cycle.

Usually, the charging time takes 3 hours.

A fully charged Dreamlight ZEN can last up to 
10 hours for music playing, or it can last for one 
year on standby mode.

Input：5V        500mA
Battery Capacity：1000mA
Charging Time：3h
Battery Life：10h
Product Working Temperature：0-40 ℃
FCC ID：2AOXJ-DLSMZG001

Specifications
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Important Information

Before using Dreamlight ZEN, please read the 
instructional manual carefully.
For cleaning Dreamlight Zen:
Step 1：Please carefully open the mask pouch 
and remove the electronic parts from it.

Step 2：After cleaning the mask pouch and 
wait for it to dry completely. Please insert 
the electronic parts into the mask pouch.

Safety Notice
The electronic parts are unwashable.
The mask pouch is washable. Hand wash and 
air dry are suggested for maintenance. 
When not in use, please switch off the
Dreamlight ZEN to conserve battery life.
Please storage Dreamlight ZEN in a dark place in 
room temperature.
Do not use the Dreamlight when operating 
machinery or performing other tasks 
that require concentration.
To avoid damage, please do not tear down the 
electronic components.
Do not use the Dreamlight at extremely high 
temperature and high humidity.
Do not pierce or drop the Dreamlight.
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Dreamlight Zen

欢迎使用Dreamlight ZEN!

如果有需要，您可以通过访问
www.Dreamlight.tech
下载我们的 PDF 格式使用手册。

 产 品 使 用 说 明





产 品 概 览

魔术贴

显示面板



产 品 概 览

魔术贴

扬声器

扬声器

呼吸灯



按 键 使 用 指 南

长按3秒以开启/关闭
Dreamlight ZEN

单击切换模式

快速点按两次以
开启/关闭呼吸灯光引导

快速点按三次以
开启/关闭静音

五轴摇杆按键

1次

2次

3次

3秒



按 键 使 用 指 南

左/右推按键切换曲目
(小睡模式下切换时间)

向上推按键提高音量
保持按键向上推音量快速增加

向下推按键降低音量
保持按键向下推音量快速减少

保持按键向左推或向右推以
暂停或播放音乐
蓝牙模式下:
左推按键5秒以重新进入配对模式保持



开 始 使 用

垂直长按按键3秒开机。

垂直短按按键，以切换不同的模式。

向左或向右推按键切换曲目，在小睡模式下为切换时间。

向上或向下轻推按键，以调整至合适的音量。

配戴您的Dreamlight ZEN眼罩, 调整魔术贴
至合适位置。

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



"呼吸是冥想的基石，让我们跟随Dreamlight Zen
的正念呼吸灯光，进行深呼吸训练，
一起找寻深藏在内心深处的“桃花源”。

当灯光逐渐亮起时，从鼻子深吸一口气...

当灯光逐渐暗下时，从嘴巴深呼一口气...

*如果自己能够听到呼吸的声音，放松的效果会更好。

使 用 小 贴 士
眼罩若有漏光的现象，该如何处理:

请取下眼罩,如图轻微反折后,再重新佩戴,
调整魔术贴至合适的位置。

*Dreamlight Zen有五种不同的工作模式，
请查看以下操作说明以了解如何使用。



助 眠 引 导 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示‘助眠引导’。

左或向右推推按键切换不同的助眠引导。

助眠引导

30分钟自动结束助眠引导。

30分钟

1. 
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3. 



助 眠 音 乐 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示‘助眠音乐’。

向左或向右推按键切换不同的助眠音乐曲目。

助眠音乐

30分钟自动结束助眠音乐。

30分钟

1. 
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冥 想 引 导 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示‘冥想引导’。

向左或向右推按键切换不同的冥想语音曲目。

冥想引导

60分钟自动结束冥想引导。

60分钟

1. 
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3. 



小 睡 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示‘小睡模式’。

向左或向右推按键切换不同的小睡模式：
10分钟、30分钟、60分钟。

小睡模式

*小睡模式结束后，眼罩将播放轻柔音乐唤醒用户。

1. 

2. 



蓝 牙 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示“蓝牙模式”。

蓝 牙 配 对
切换到蓝牙模式后，蓝牙会在3秒内自动激活。

在您的手机上打开蓝牙并搜索
“Dreamlight ZEN”，点击进行配对。

检查蓝牙配对状态

* 蓝牙连接失败的原因
可能由于眼罩被其他设备连接了。
* 如何重新配对
保持按键向左推5秒，重新进入蓝牙配对模式

蓝牙模式

已连接                显示蓝牙图标
未连接                蓝牙图标闪烁

Dreamlight ZEN
......
......

蓝牙模式

1. 

1. 
2. 

3. 



充 电

当Dreamlight ZEN 电量低于25%的时候，请充电。

请用附带数据线为您的Dreamlight ZEN充电。

第一次使用之前，请连续充电满3小时。

充电中请勿使用Dreamlight ZEN。

充电期间，电池图标会按照下图顺序，循环闪烁。

一般情况下，充满电需要3小时。

Dreamlight ZEN在满电状态下，
可以连续播放音乐10小时或者持续待机一年。

输入：5V        500mA
电池容量：1000mA
充电时间：3h
电池使用时间：10h
产品使用温度：0-40℃
FCC ID：2AOXJ-DLSMZG001

参 数

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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7. 



重 要 安 全 信 息

第一次使用眼罩之前，请仔细阅读产品说明书。

如果您需要清洗Dreamlight ZEN：
第一步：如图所示，请小心解开眼罩外壳魔术贴，
拿出Dreamlight Zen眼罩电子组件。

第二步：眼罩外壳清洗晾干后，
请将Dreamlight Zen眼罩电子组件装入到眼罩
外壳中，再贴合眼罩外壳魔术贴。

安 全 小 贴 士
眼罩电子组件不能清洗。
眼罩外壳可以清洗（手洗，晾干）。
不使用的时候，请将Dreamlight ZEN关机以延长
电池寿命。
请将Dreamlight ZEN保存在常温阴暗处。
在操作机械或执行其他需要集中注意力的任务的时候，
请不要使用本产品。
为了避免损害，请勿拆卸电子元器件。
请不要在高温高湿环境下使用本产品。
请不要刺破和抛扔本产品。

1. 
2. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8. 
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Dreamlight Zen

歡迎使用Dreamlight ZEN!

如果有需要，您可以通過訪問
www.Dreamlight.tech
下載我們的 PDF 格式使用手冊。

 產 品 使 用 說 明





產 品 概 覽

魔術貼

顯示面板



產 品 概 覽

魔術貼

揚聲器

揚聲器

呼吸燈



按 鍵 使 用 指 南

長按3秒以開啟/關閉
Dreamlight ZEN

單擊切換模式

快速點按兩次以
開啟/關閉呼吸燈光引導

快速點按三次以
開啟/關閉靜音

五軸搖桿按鍵

1次

2次

3次

3秒



按 鍵 使 用 指 南

左/右推按鍵切換曲目
(小睡模式下切換時間)

向上推按鍵提高音量
保持按鍵向上推音量快速增加

向下推按鍵降低音量
保持按鍵向下推音量快速減少

保持按鍵向左或向右推，
以暫停或播放音樂
藍牙模式下:
左推按鍵5秒以重新進入配對模式保持



開 始 使 用

垂直長按按鍵3秒開機。

垂直短按按鍵，以切換不同的模式。

向左或向右推按鍵切換曲目，在小睡模式下為切換時間。

向上或向下輕推按鍵，以調整至合適的音量。

配戴您的Dreamlight ZEN眼罩, 調整魔術貼
至合適位置。

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



"呼吸是冥想的基石，讓我們跟隨Dreamlight Zen
的正念呼吸燈光，進行深呼吸訓練，
一起找尋深藏在內心深處的“桃花源”。

當燈光逐漸亮起時，從鼻子深吸一口氣...

當燈光逐漸暗下時，從嘴巴深呼一口氣...

*如果自己能夠聽到呼吸的聲音，放鬆的效果會更好。

使 用 小 貼 士
眼罩若有漏光的現象，該如何處理:

請取下眼罩,如圖輕微反折後,再重新佩戴,
調整魔術貼至合適的位置。

*Dreamlight Zen有五種不同的工作模式，
請查看以下操作說明以了解如何使用。



助 眠 引 導 模 式

 眼罩開機後，輕按按鍵直至屏幕顯示‘助眠引導’。

向左或向右推按鍵切換不同的助眠引導。

助眠引導

30分鐘自動結束助眠引導。

30分鐘

1. 

2. 

3. 



助 眠 音 樂 模 式

眼罩开机后，轻按按键直至屏幕显示‘助眠音乐’。

向左或向右推按鍵切換不同的助眠音樂曲目。

助眠音乐

30分鐘自動結束助眠音樂。

30分鐘

1. 

2. 

3. 



冥 想 引 導 模 式

眼罩開機後，輕按按鍵直至屏幕顯示‘冥想引導’。

向左或向右推按鍵切換不同的冥想語音曲目。

冥想引導

60分鐘自動結束冥想引導。

60分鐘

1. 

2. 

3. 



小 睡 模 式

眼罩開機後，輕按按鍵直至屏幕顯示‘小睡模式’。

向左或向右推按鍵切換不同的小睡模式：
10分鐘、30分鐘、60分鐘。

小睡模式

*小睡模式結束後，眼罩將播放輕柔音樂喚醒用戶。

1. 

2. 



藍 牙 模 式

眼罩開機後，輕按按鍵直至屏幕顯示“藍牙模式”。

藍 牙 配 對
 切換到藍牙模式後，藍牙會在3秒內自動激活。

在您的手機上打開藍牙並搜索
“Dreamlight ZEN”，點擊開始配對。

檢查藍牙配對狀態

* 藍牙連接失敗的原因
可能由於眼罩被其他設備連接了。
* 如何重新配對
保持按鍵向左推5秒，重新進入藍牙配對模式。

藍牙模式

已連接                顯示藍牙圖標
未連接                藍牙圖標閃爍

Dreamlight ZEN
......
......

藍牙模式

1. 

1. 
2. 

3. 



充 電

當Dreamlight ZEN 電量低於25%的時候，請充電。

請用附帶數據線為您的Dreamlight ZEN充電。

第一次使用之前，請連續充電滿3小時。

充電中請勿使用Dreamlight ZEN。

充電期間，電池圖標會按照下圖順序，循環閃爍。

一般情況下，充滿電需要3小時。

Dreamlight ZEN在滿電狀態下，
可以連續播放音樂10小時或者持續待機一年。

輸入：5V         500mA
電池容量：1000mA
充電時間：3h
電池使用時間：10h
產品使用溫度：0-40℃
FCC ID：2AOXJ-DLSMZG001

參 數

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



重 要 安 全 信 息

第一次使用眼罩之前，請仔細閱讀產品說明書。

如果您需要清洗Dreamlight ZEN：
第一步：如圖所示，請小心解開眼罩外殼魔術貼，
取出Dreamlight Zen眼罩電子組件。

第二步：眼罩外殼清洗晾乾後，請將
Dreamlight Zen眼罩電子組件裝入到眼罩
外殼中，再貼合眼罩外殼魔術貼。

安 全 小 貼 士
眼罩電子組件不能清洗。
眼罩外殼可以清洗（手洗，晾乾）。
不使用的時候，請將Dreamlight ZEN關機以延長
電池壽命。
請將Dreamlight ZEN保存在常溫陰暗處。
在操作機械或執行其他需要集中注意力的任務的時候，
請不要使用本產品。
為了避免損害，請勿拆卸電子元器件。
請不要在高溫高濕環境下使用本產品。
請不要刺破和拋扔本產品。

1. 
2. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8. 
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Dreamlight Zen

Dreamlight ZEN へようこそ!

必要な場合は、
www.Dreamlight.tech
から、ユーザーマニュアル（PDF）
をダウンロードしてください。

 取 扱 説 明 書





製 品 外 観

ストラップ
（ベルクロ）

フロントパネル



ストラップ
（ベルクロ）

スピーカー

スピーカー

瞑想ガイ
ドライト

製 品 外 観



Dreamlight Zen の 操 作

Dreamlight のオン/オ
フを切り替えるには、
ボタンを3秒間長押し
ます。

各種モードを切り替
えるには、ボタンを1
回押します。

パルスライトのオン/オフ
を切り替えるには、ボタ
ンを2回早押します。

オーディオのオン/オフ
を切り替えるには、ボ
タンを3回早押します。

ボタン

1回

2回

3回

3秒



Dreamlight Zen の 操 作

マスク装着時、最後のオーデ
ィオを選択するには、ボタン
を左方向に押します。
一時停止/再生するには、ボ
タンを左方向に長押します。
Bluetooth 音楽モードで、ペ
アリングモードにするには、
ボタンを左方向に5秒間長押
します。

音量を上げるには、ボタン
を上方向に押します。
速く音量を上げるには、
ボタンを上方向に押し続
けます。

音量を下げるには、ボタンを
下向きに押します。
速く音量を下げるには、ボタ
ンを下向きに押し続けます。

マスク装着時、最後のオーデ
ィオを選択するには、ボタン
を右方向に押します。
一時停止/再生するには、ボ
タンを右側に長押します。



は じ め ま し ょ う !

Dreamlight をはじめるには、ボタンを3秒間押します。

各種モードを切り替えるには、ボタンを1回押します。

指定モード内で各種オーディオを選択するには、
ボ タンを左方向/右方向に押します。

適度な音量に調節するには、ボタンを上方向/下方
向に押します。

Dreamlight Zen マスクを装着し、ストラ
ップを快適な位置に固定します。

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



呼吸は瞑想の大切な要素です。Dreamlight Zen 
内の瞑想ガイドライトの点滅にあわせて呼吸し、
深呼吸を繰り返し心を落ち着かせてください。

瞑想ガイドライトの明かりが明るくなったら、
鼻でゆっくり深く息を吸い込んでください。

瞑想ガイドライトが暗くなったら、口からゆっくり
深く息を吐き出してください。

* 自分の呼吸音が聞こえてきたら、リラッ
クス効果は上がっていきます。

よくある質問

マスクから外光が漏れていたらどうしますか？

マスクを外して装着面とは反対向きに軽く折りマス
ク本体がより平になるようにし、もう一度装着して
快適な位置に調節します。

*Dreamlight Zen には5つのモードがあります。
それぞれの作用について、下記説明書を読み、
理解してください。



睡 眠 補 助 ガ イ ド

reamlight Zen がオンのとき、ボタンを押して、
「睡眠補助ガイド」に切り替えます。

ボタンを左方向/右方向に押し、「睡眠補助ガイド」
内の各種オーディオモードを選択します。

睡眠補助ガイド

睡眠補助オーディオ」は、30分で自動的にオフに
なります。

30分

1. 

2. 

3. 



睡 眠 補 助 ガ イ ド

Dreamlight Zen がオンのとき、ボタンを押して、
「睡眠補助ガイド」に切り替えます。

ボタンを左方向/右方向に押し、「睡眠補助ガイド」
内の各種オーディオモードを選択します。

睡眠補助ガイド

「睡眠補助オーディオ」は、30分で自動的にオフに
なります。

30分

1. 

2. 

3. 



瞑 想 オ ー デ ィ オ

60分

Dreamlight Zen がオンのとき、ボタンを押して
「瞑想ガイド」に切り替えます。

ボタンを左方向/右方向に押して、「瞑想オーデ
ィオ」内の各種オーディオを選択します。

「瞑想オーディオ」は60分で自動的にオフにな
ります。

瞑想オーディオ

1. 

2. 

3. 



仮 眠 モ ー ド

reamlight Zen がオンのとき、ボタンを押して「
仮眠モード」に切り替えます。

ボタンを左方向/右方向に押して、別のプログラムを
選択します。10分、30分、60分の仮眠。

仮眠モード

*仮眠の終了時間が来たら、マスクから緩やか
な音楽が流れ、ユーザーを、目覚めさせます。

1. 

2. 



ペアリング完了      Bluetooth アイコンが表示されます
未接続      Bluetooth アイコンが点滅します

B l u e t o o t h  音 楽

Dreamlight Zen がオンのとき、ボタンを押して、
「Bluetooth 音楽」に切り替えます。

B l u e t o o t h  ペ ア リ ン グ
Bluetooth は、Bluetooth 音楽モードに切り替
えると、3秒で起動します。

スマートフォンで「Dreamlight Zen」を探
し、ペアリングを開始します。

ペアリング状態をチェックします

* 別のデバイスに接続されていると、切断される
原因となる場合があります。ボタンを左方向に5
秒間押すと、Bluetooth が再び有効になります。 

Bluetooth
音楽

Dreamlight ZEN
......
......

Bluetooth
音楽

1. 

1. 

2. 

3. 



充 電

バッテリ残量が25%以下になったら、Dreamlight 
ZEN を充電します。

Dreamlight ZEN の充電には、付属ケーブルを使用し
てください。

Dreamlight を初めて使用する場合は、使用前に連続
3時間充電してください。

充電中、Dreamlight ZEN は使用しないでください。

充電中、バッテリアイコンが一定周期で点滅します。

通常、充電には3時間かかります。

Dreamlight ZEN は、フル充電した場合、最長6時間
音楽を再生できます。また、スタンバイモードの場
合は1年間持ちます。

入力：5V         500mA
バッテリー容量：1000mA
充電時間：3時間
バッテリー寿命：10時間
製品の動作温度：0～40℃
FCC ID：2AOXJ-DLSMZG001

仕 様

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



重 要 事 項

Dreamlight ZEN を使用する前に、取扱説明書をよく
お読みください。
Dreamlight Zen の洗浄:
ステップ 1:マスク上部を開き、中の電子部品を取
り出してください。

ステップ 2:マスク洗浄後、完全に乾くまでお
待ちください。マスクに電子部品を挿入して
ください。

安 全 上 の 注 意 事 項
電子部品は洗浄できません。
マスクは洗浄可能です。手洗い、自然乾燥をお勧めし
ます。
Dreamlight ZEN を使用しないときは、より安全に
保管するため電源をオフにしてください。
Dreamlight ZEN は、日の当たらない室温の場所で
保管してく ださい。
機械類の操作時あるいは集中力が必要な作業を行っ
ているときは、Dreamlight を使用しないでください。
ケガを避けるため、電子部品は壊さないでください。
Dreamlightは、温度や湿度が極端に高いところでは
使用しな いでください。
Dreamlightを傷つけたり、落下させたりしないでく
ださい。

1. 

2. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8. 



www.Dreamlight.tech 


