
一、ブランド紹介

「おとな LOVE」（otona-love）は、株式会社星テックに所属するサブブランドです。

株式会社星テックは、OEM 生産を専門とするハイエンドのセックスライフのグローバルメ

ーカーであり、サービスは世界 70 を超える国と地域に広がっています。

主にシリコン製ラブドール、TPE 製ラブドール、女性用バイブ、オナホールなどを生産し

ています。商品は Amazon、Yahoo、AliExpress などの大規模なプラットフォームで販売さ

れております。

完全なプロセス生産工場、金型設計、製作および設備開発センターを持つ総合企業です。

現在、消費者のニーズに応じて、OEM にとどまらず、メーカーから直接消費者の手元に届

くようなサービスを提供するために「おとな愛」を生み出しました。私たちは革新と努力

を続け、より多くの人々が非常に安い価格でより良い品質の商品を購入できると信じてい

ます。

二、リアルドールについて：

製品の紹介：

リアルドールは、金属の骨格が内蔵されており、ある程度自由にポーズを取らせます。

また、医療レベルのシリコンやエラストマー製なので、材料費が高いです。内部に発泡ウ

レタンなどを充填されているため、人形の重量は数キログラム左右です。持ち運びや使用

に便利です。リアルドールは骨格、中子、皮膚の役目をするシリコーンの三重構造を持っ

ています。等身大のもので、重量は 20 - 35kg 程度です。さらに、ほとんどは手作りで彫

られていて、プロセスは複雑などの原因より、時間とコストがかかります。

また。リアルドールは医療レベルのシリコーンやエラストマー製なので、手触りが柔ら

かいです。

使用方法：

１使用前：リアルドールを使用する前に、消毒する必要があります。消毒スプレーまたは

消毒ペーパータオルで消毒できます。おそらく、消毒用アルコールを使用することも可能

で

２使用中：ラブドールとセックスする時、コンドームや潤滑剤の使用をお勧めします。潤

滑剤を塗布されいない場合、リアルドールの膣は十分に潤滑されておらず、使用すると裂

ける恐れがあります。また、コンドームを表面にはゼリー状の潤滑剤が塗布されているた

め、コンドームの使用もススメします。

３使用後：リアルドールを使用した後、膣をきれいにするには、シャワーホースを使って

水を中に入れて、穴から水が流れ出るようにすすぎます。濡れた（柔らかい）布を使用し

て、ぬるい石鹸水で中の隅々まできれいに拭いてください。手や小さなスポンジを使って、

ラブドールを入浴中に膣の中の洗浄もできます。ドールの脚を少し開いて、膣と肛門を露

出し、自然に乾かしましょう。時間を経つとともに損傷する可能性があるため、脚を開き

すぎないように注意してください。ラブドールが完全に乾いたら、穴の中に少量のワセリ

ンを塗ります。スクラブ石鹸やその他の刺激的な化学洗浄剤は使用しないほうがいいで

す。

https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-p92_5ebwAhXGqJYKHbexAAcYABAAGgJ0bA&ae=2&sig=AOD64_2IREp6KL2DNJAwoxMOrmZfypV7lw&q&adurl&ved=2ahUKEwjH09W_5ebwAhWQZd4KHYUoA6MQ0Qx6BAgDEAE
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-p92_5ebwAhXGqJYKHbexAAcYABAAGgJ0bA&ae=2&sig=AOD64_2IREp6KL2DNJAwoxMOrmZfypV7lw&q&adurl&ved=2ahUKEwjH09W_5ebwAhWQZd4KHYUoA6MQ0Qx6BAgDEAE
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-p92_5ebwAhXGqJYKHbexAAcYABAAGgJ0bA&ae=2&sig=AOD64_2IREp6KL2DNJAwoxMOrmZfypV7lw&q&adurl&ved=2ahUKEwjH09W_5ebwAhWQZd4KHYUoA6MQ0Qx6BAgDEAE


注意事項

●ドールを染色されないために、色あせしやすい、または染色が悪い服の着用は避けてく

ださい。染められたドールの洗浄は難しいので、ご注意ください。 色あせを防ぐために、

服はドールを着せる前に洗濯するのがお勧めです。

● ドールは印刷物や雑誌など、インクが入っている物と一緒に置かないでください。ま

た、油溶性顔料や濃い色の衣類や革製品などのものも一緒に置くこともご遠慮ください。

● ドールの耐用年数を伸ばすために、日差しが強い場所に長時間の放置しないでくださ

い。

● 鋭いものでドールの表面に触らないでください。ドールの皮に傷つけないため、力を

込めてこねることもご遠慮ください。

● ドールの皮に小さい傷があれば、接着剤で接着することができます。まず、傷んだ面

をきれいに洗って、截口面に均一に接着剤を塗ります。それから截口面を一緒に接着しま

す。最后、表面に薄く接着剤もう一回を塗って、30 分ぐらい接着剤が干したら、修復で

きます。

● ドールは出荷時にまっすぐな形です。もし、長時間に無理な角度に巻いたら、どこか

の皮が引っ張られて変形したり破損したりすることとなるかもしれません。使用しないと

きは、横になって自然な状態で保管した方がいいです。

● 長い時間にドールをおしだしたら、表面に痕が出るかもしれません。この場合はまず、

きれいな白い布を水に浸けて、痕の上に覆います。そして、ドライヤーの熱風で布の上か

ら吹きます。一定期間以降、痕がどんどん消えます。

● 自宅保管などの原因でドールの表面に埃や汚れがあるかもしれません。洗剤で洗うと

きれいになれます。落ちにくい汚れは少量の洗剤を手に取って揉んで落とします。ただ、

つめでドールの皮に傷つけないために、強い力を使うことをご遠慮ください。洗浄したド

ールは乾いたら、タルカムパウダーで表面に均一に塗布します。もし、タルカムパウダー

がなければベビーパウダーでも使えます。ただ、洗ったらドライヤーではなく、自然に干

してください。1 か月に 1~2 回、定期的に洗浄とメンテナンするのがお勧めです。

三、追加のオプション

タッチ発声

ラブドールの陰部、肛門、胸、太股等に触ると，喘ぎ声を出します。

また簡単な会話も対応できます、現在の言語バージョンは英語/中文版のみです。

電源スイッチ：

長押しすると起動します

ボタンをダブルクリックして、言語の切り替えが可能です。

1你叫什么名字？ (名前は何ですか)

2 你多大了？ (おいくつですか)

3 你会做什么？ (何ができますか)

4 你好漂亮 (かわいいね)

5 宝贝我来咯 (行きますよ)

6 我们玩一下吧 (私とやるか)



7 你好淫荡 (みだらな女)

8 声音小一点 (声を小さくしてくれ)

9 声音大一点 (声を大きくしてくれ)

10 自动模式 (自動モード)

11 你舒服吗 (快感があるか)

12换个姿势吧 (体位を変えるか)

13 叫老公 (「あなた」を呼んで)

14 我快要射了 (いきそう)

15 再来一次吧 (もう一回やる)

16 我要干死你 (Fuck)

17 草泥马 B (Fuck)

18 我们下次再玩吧 (次回また一緒にしましょう)

中国バージョン： 英語バージョン

1 你叫什么名字？ (名前は何ですか) 1 what’s your name

2 你多大了？ (おいくつですか) 2 how old are you

3 你会做什么？ (何ができますか) 3 what can you do

4 你好漂亮 (かわいいね) 4 you are so beautiful

5 宝贝我来咯 (行きますよ) 5 baby,I’m coming

6 我们玩一下吧 (私とやるか) 6 let’s play

7 你好淫荡 (みだらな女) 7 you are so slutty

8 声音小一点 (声を小さくしてくれ) 8 turn the volume up

9 声音大一点 (声を大きくしてくれ) 9 turn the volume down

10 自动模式 (自動モード) 10 Automatic mode

11 你舒服吗 (快感があるか) 11 Are you comfortable

12换个姿势吧 (体位を変えるか) 12 change a posture

13 叫老公 (「あなた」を呼んで) 13 call husband

14 我快要射了 (いきそう) 14 I'm about to shoot

15 再来一次吧 (もう一回やる) 15 one more time

16 我要干死你 (Fuck) 16 fuck hard

17 草泥马 B (Fuck) 17 B Fuck

18我们下次再玩吧 (次回また一緒にしまし

ょう)

18 let’s play next time



タッチ１ タッチ２

タッチ４ タッチ３

タッチ５

電源スイッチ レシーバー

イヤホンジャック 電源ジャック



加熱機能：

弊社のラブドールは外部加熱式です。この技術は、ワンドとプラグへの接続ケーブルで構

成される外部加熱装置を組み合わせたものです。このはセックス人形のパッケージ内で無

料で提供されます。。

AC アダプターのスペック：入力 AC85－250V、１．５A で、出力 DC36V、４A。

加熱時間：加熱機能使用には接続してから 1〜2 時間が必要があります。40℃に達すると

加熱範囲：加熱が自動に停止し、1 時間ぐらい保温できます。

注意：ラブドールの両手両足と頭は加熱できません。その他の部分は加熱できます。


