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Thank you for purchasing 
the Dreamlight Heat Mini

Velcro Velcro

Battery
block



I.Quick Guide for Wireless Heating

Please charge the battery block with a 5V/1A 
power supply before use. When charging, the 
LED indicator flashes in white. 
Once fully charged, the LED indicator 
continuously stays on in white.  

1 . 

 After fully charged, disconnect the battery 
block from the power supply(make sure the 
battery block is connected with the mask via 
USB C port). Long press the button to switch 
on the heating, the LED indicator stays on in 
orange. 

2 . 



Put on the mask as the picture shown. 3 . 

Pinch the eye mask at the bridge of the nose 
to ensure a snug fit and total light blocking.

4 . 



II. Quick Guide for Wired Heating

Put on the mask as the picture shown. 2 . 

Use the included TYPE-C cable to connect the 
mask with a power bank*. Switch on the 
power bank and start the heating.

*The power bank isn’t included in the package.

1 . 

Pinch the eye mask at the bridge of the nose 
to ensure a snug fit and total light blocking.

*Safe Auto Switch-off Design: an IC was 
embedded into the mask that guarantees an 
auto switch off after 30min of heating.

3 . 



III. Precautions

When cleaning, please remove the battery 
block first. 

1 . 

The mask is washable. Hand wash is 
suggested. If put in laundry, please use the 
laundry protector. Avoid heavy detergent. 

2 . 

After cleaning, air dry in the shade. Please 
make sure the mask gets completely dry 
before re-use it. 

3 . 

During wireless heating, the mask doesn't 
support charging while working. 

4 . 

Please use the included TYPE-C Cable for 
charging the battery block. The battery block 
can stay on the mask while charging. 

5 . 

Keep the battery away from children and 
pets. 

6 . 

Disassembling the battery is prohibited. 7 . 



IV. Product Information

Battery Specs

Switch On

1 . 

2 . 

Battery Capacity：550mAh1.1

Long press the button for 3 secons(on the left 
side of the battery) to switch on the battery 
heating. Once turned on, the battery vibrates 
for 1 second. 

Switch Off3 . 
When connected to the mask, long press the 
button for 3 seconds to switch off the battery.
Once turned off, the battery vibrates 
for 0.5 seconds.

Input：DC        500mAh1.2

Output：DC        1000mAh1.3

Battery Charging Time：90min1.4 
Battery Usage Time: 30min (Tested in the lab 
by Temperature Monitor Machine)

1.5 

3.1 



LED Indicator4 . 

V. Product Package Content

When disconnected from the mask, the battery 
block automatically shuts off in 5 seconds.

3.2 

Battery automatically switches off in 30min. 3.3 
When the battery is lower than 5%,
it automatically shuts off. The battery vibrates 
for 0.5 seconds.

3.4 

During use, the LED indicator stays on in 
orange. 

4.1 

While charging, the LED indicator flashes in 
white.

4.2 

Dreamlight Heat Mini Mask x 1pcs
Wireless Battery Block x 1pcs
Type C to USB cable x 1pcs
Travel Pouch x 1pcs

When fully charged, the LED indicator stays on 
in white. 

4.3 
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尊敬的用户，感谢您的购买
Dreamlight Heat Mini

魔术贴 魔术贴

电池盒



一、无线加热指南

使用前请对Dreamlight Heat Mini电池盒进行
充电，使用5V/1A电源进行充电。充电时电池盒白色
指示灯闪烁，充满时白色指示灯保持常亮。

1 . 

待电池充满以后，断开充电线(确保电池是连接
在眼罩上的）。长按电池左侧按键3秒钟开机，
（开机成功时）电池轻微震动，橙色指示灯保持
常亮，眼罩即开始加热。

2 . 



如图所示佩戴好眼罩。3 . 

若发现有漏光现象，轻轻调节鼻梁处的记忆
遮光条，直至完全遮光。

4 . 



二、有线加热指南

如图所示佩戴好眼罩。2 . 

使用包装内自带的TYPE-C线连接眼罩和移动电
源*，并开启电源，眼罩即开始加热。

*移动电源不包含在产品包装内。

1 . 

若发现有漏光现象，轻轻调节鼻梁处的记忆
遮光条，直至完全遮光。

*安全智能，自动断电：眼罩内置智能芯片，
加热30分钟后自动断电。

3 . 



三、注意事项

清洗眼罩时请取下电池盒。1 . 

眼罩支持水洗，建议轻柔手洗；若机洗请务必使
用洗衣罩。避免接触高浓度洗衣液。

2 . 

清洗完毕以后，请自然风干。切勿在未完全干燥
的情况下使用眼罩。

3 . 

使用无线加热功能时，眼罩不支持边充电边加热。4 . 

请使用包装内配戴的TYPE-C线材给眼罩电池进
行充电，充电时电池盒不必从眼罩上摘下。

5 . 

眼罩电池远离儿童和宠物。6 . 

严禁拆开电池盒。7 . 



四、产品相关信息

电池参数

开机

1 . 

2 . 

电池容量：550mAh1.1

长按电池左侧按键3秒钟，
开机后电池机身轻微震动1秒。

关机3 . 
连接眼罩时，长按电池左侧按键3秒钟，
关机时电池机身轻微震动0.5秒。

输入：DC        500mAh1.2

输出：DC        1000mAh1.3

电池充电时间：90分钟1.4 
电池使用时长： 30分钟
（实验室设备测试结果）

1.5 

3.1 

未连接眼罩时，电池开机5秒后自动关机。3.2 
工作30分钟后自动关机。3.3 
低电量时（电量低于5%时），电池自动关机，
机身轻微震动0.5秒。

3.4 



指示灯4 . 

五、产品包装内容

眼罩使用时，电池橙色指示灯保持常亮。4.1 

电池充电状态：充电时，电池白色指示灯闪烁。4.2 

Dreamlight Heat Mini眼罩 x 1pcs
无线电池块 x 1pcs
Type C to USB线材 x 1pcs
旅行袋 x 1pcs

电池充满状态：电池白色指示灯保持常亮。4.3 
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尊敬的用戶，感謝您的購買
Dreamlight Heat Mini

魔術貼 魔術貼

電池盒



一、無線加熱指南

使用前請對Dreamlight Heat Mini電池盒進行充
電，使用5V/1A電源進行充電。充電時電池盒白
色指示燈閃爍，充滿時白色指示燈保持常亮。

1 . 

待電池充滿以後，斷開充電線（確保電池與眼罩
是連結的）。長按電池左側按鍵3秒鐘開機，
（開機成功時）電池輕微震動，橙色指示燈保持
常亮，眼罩即開始加熱。

2 . 



如圖所示佩戴好眼罩。3 . 

若發現有漏光現象，輕輕調節鼻梁處的記憶
遮光條，直至完全遮光。

4 . 



二、有線加熱指南

如圖所示佩戴好眼罩。2 . 

使用包裝內自帶的TYPE-C線連接眼罩和移動
電源*，並開啟電源，眼罩即開始加熱。

1 . 

若發現有漏光現象，輕輕調節鼻梁處的記憶
遮光條，直至完全遮光。

*智能自動斷電：眼罩內置智能芯片，
加熱30分鐘後自動斷電。

3 . 

*移動電源不包含在產品包裝內。



三、註意事項

清洗眼罩時請取下電池盒。1 . 

眼罩支持水洗，建議輕柔手洗；若機洗請務必使
用洗衣罩。避免接觸高濃度洗衣液。

2 . 

清洗完畢以後，請自然風幹。切勿在未完全幹燥
的情況下使用眼罩。

3 . 

使用無線加熱功能時，眼罩不支持邊充電邊加熱。4 . 

請使用包裝內配戴的TYPE-C線材給眼罩電池進
行充電，充電時電池盒不必從眼罩上摘下。

5 . 

眼罩電池遠離兒童和寵物。6 . 

嚴禁拆開電池盒。7 . 



四、產品相關信息

電池參數

開機

1 . 

2 . 

電池容量：550mAh1.1

長按電池左側按鍵3秒鐘，開機後電池機身
輕微震動1秒。

關機3 . 
連接眼罩時，長按電池左側按鍵3秒鐘，
關機時電池機身輕微震動0.5秒。

輸入：DC        500mAh1.2

輸出：DC        1000mAh1.3

電池充電時間：90分鐘1.4 
電池使用時長：30分鐘
（實驗室設備測試結果）

1.5 

3.1 

未連接眼罩時，電池開機5秒後自動關機。3.2 
工作30分鐘後自動關機。3.3 
低電量時（電量低於5%時），電池自動關機，
機身輕微震動0.5秒。

3.4 



指示燈4 . 

五、產品包裝內容

眼罩使用時，電池橙色指示燈保持常亮。4.1 

電池充電狀態：充電時，電池白色指示燈閃爍。4.2 

Dreamlight Heat Mini眼罩 x 1pcs
無線電池塊 x 1pcs
Type C to USB線材 x 1pcs
旅行袋 x 1pcs

電池充滿狀態：電池白色指示燈保持常亮。4.3 
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Dreamlight Heat Mini 
をご購入いただきありがとうございます

ストラップ ストラップ

ワイヤレス
バッテリブ
ロック



I. ワイヤレス加熱クイックガイド

バッテリブロックはご使用前、5V/1A 電源で充電
してください。充電中、LED インジケータが白色
に点滅します。フル充電が完了すると、LED イン
ジケータは白色点灯に変わります。  

1 . 

フル充電完了後はバッテリブロックを電源装置
から外してください（バッテリブロックが、
USB C ポートからマスクに接続されているかを
確認してください)。加熱をオンにするには、
ボタンを長押します。LED インジケータがオレ
ンジ色に点灯します。 

2 . 



写真のように、マスクを装着します。 3 . 

アイマスクを鼻柱で挟み、しっかり固定し、
ライトが完全にブロックされるようにします。

4 . 



II.有線加熱クイックガイド

写真のように、マスクを装着します。2 . 

付属のタイプC ケーブルを使用して、マスクと
充電器を接続します(電源バンクはパッケージ
に含まれていません。)。充電器をオンにする
と、加熱がはじまります。

1 . 

アイマスクを鼻の先で挟み、しっかり固定し、
ライトが完全に妨げられないようにします。

*安全な自動スイッチオフ設計：30分間の加熱
後に自動スイッチオフを保証するICがマスクに
埋め込まれました。

3 . 



III.使用上の注意事項

洗浄するときは、はじめにバッテリブロックを
外してください。 

1 . 

マスクは洗浄可能です。手洗いをお勧めします。
洗濯機に入れるときは、洗濯物プロテクタをご使
用ください。重洗剤の使用は避けてください。 

2 . 

洗浄後は、陰干しで自然乾燥させてください。
マスクが完全に乾いたのを確認してから、使用
を再開してくたさい。 

3 . 

ワイヤレス加熱では、マスクは加熱しながらの
充電には対応していません。 

4 . 

バッテリブロックの充電は、付属の TYPE-C ケ
ーブルをご使用ください。バッテリブロックは
、充電中、マスクに接続できます。 

5 . 

バッテリは子どもやペットの手の届かないとこ
ろで保管してください。 

6 . 

バッテリの分解は禁止されています。 7 . 



IV.製品情報

バッテリ仕様

電源をオンにする

1 . 

2 . 

バッテリ容量：550mAh1.1

バッテリーの加熱をオンにするには、ボタンを
3秒間押し続けます（バッテリーの左側）。
電源オンバッテリーが1秒間振動します。

電源をオフにする3 . 
マスクに接続されているとき、ボタンを3秒間
長押すると、バッテリはオフになります。電源
がオフになると、バッテリは 0.5 秒間振動します。

入力：DC        500mAh1.2

出力：DC        1000mAh1.3

バッテリ充電時間：90分1.4 
バッテリ使用時間：30分 
(温度モニタマシンで実験室にて検査済み)

1.5 

3.1 



LED インジケータ4 . 

V. 製品パッケージ内容

マスクから外すと、バッテリブロックは、5秒
で自動的に電源が切れます。

3.2 

バッテリは30分で自動的に電源がオフになります。 3.3 
バッテリ残量が 5% 以下になると、自動的にオ
フになります。バッテリは 0.5 秒間振動します。

3.4 

使用中、LED インジケータはオレンジ色に点灯
しています。 

4.1 

充電中、LED インジケータは白色で点滅します。4.2 

Dreamlight Heat Mini マスク x 1個
ワイヤレスバッテリブロック x 1個
Type C－USB ケーブル x 1個
旅行用ポーチ x 1個

フル充電されると、LED インジケータは白色点
灯に変わります。 

4.3 
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