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重 要
・お買いあげいただき、
まことにありが

とうございました。この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しくお使いくだ

さい。 異なる使い方をすると、
おもわ
ぬけがや製品の故障の原因となる可
能性があります。ご使用の前に「安全
上の注意」
を必ずお読みください。

・本 製 品および 本 書は予 告なしに仕

様、内容を変更する場合があります。
本書の最新版は、

www.breather.co.jp/support/ に

おいてご覧いただくことができます。
最新版をご覧の上、お使いいただく

ことをおすすめします。

・安全上の注意は必ずお守りください。
人への危害、財産への損害を防ぐた

め、お守りいただく内容を説明してい

ます。

・本製品を正しくご使用いただけない
場合は、人への危害、財産への損害

が生じましても、BREATHER株式会

社および販売店のいずれも、一切の
責任または義務を負いません。

・「カフェイン含有カートリッジ」につい

ては、妊娠されている方、お子様はお
使いにならないでください。また、お

子様の手の届かない場所に保管くだ

さい。

・本製品は雑貨であり、法律上未成年
の使用が禁止されている商品ではあ

りません。ただし、働く成人の方のご
・本書をお読みになった後は、必要な
ときにすぐに取り出せる場所に大切
に保管してください。

・本製品を譲渡する場合は、本書も一
緒に譲渡してください。

2

使用を想定して開発した製品となり

ますので、未成年の方のご利用は推
奨しておりません。

・ZORNに関連する全ての仕様は、予
告なしに変更する場合があります。
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ようこそ、

へ

あなた仕様の、新休憩体験。

あなたによりフィットする休憩体験を

提案するデバイス、ZORN（ゾーン）。
脈波センサーでデータを取得、
休憩時間をリコメンドします。

とは
ZORNとは、
「一息で 、ひと休みをあなたの力に。
」
するデバイスのブランド名称です。
独自のテクノロジーを搭載。
吸い込むと、

高級感のあるデザインで、あなたの

カートリッジ内のリキッドが

もう一踏ん張りしたい時には、

この蒸気に溶け込んだ成分の

「ひと休み」をアップデートします。
爽やかなミントフレーバーで

カフェイン配合の「POWER」を。
気分を落ち着かせたい時には、

熱せられて蒸気が発生。
味や香りを
楽しむことができます。

心安らぐココナッツフレーバーで

GABA 配合の「CALM」がおすすめ。
休憩体験を呼吸からデザインした
ZORN をお楽しみください。

使用上のご注意
本製品は医療機器ではありません。
本製品は、休憩の時間やタイミングを
マネージメントすることを主な目的とし
たデ バイスです。医 療 行 為、研 究、実
験、また精度を要する業務・専門的な
計測には使用できません。
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5

に関する
各アイテムの名称

万 一、不 足 のもの がござ いましたら、
BREATHER 株 式 会 社 の 専 用 カ ス タ
マー サ ービス ( ☎ 0120 - 012460 )
までお問い合わせください 。

ZORN 本体

ZORN 専用
USB Type-C
ケーブル

カートリッジ
（別売）
3 本入り
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ZORNに関する最新情報や
より効率的なひと休みの取り方を
こちらからご覧いただけます

が必要です。別途お買い求めください。

保証書
取扱説明書
簡易
（本書） （取扱説明書内） マニュアル

必ず専用品を使用してください。別売

本 製 品は、
「ZORN 本 体」、
「ZORN 専

https://official-store.breather.co.jp/

品は以下でお買い求めいただけます。

用 USB Type-C ケ ー ブ ル」
、
「取 扱 説
明書(本書)」
、
「保証書(取扱説明書内)」、
「簡易マニュアル」が同梱されています。
「カートリッジ」
は別売です。
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安全のために
「ZORN本体」は専用の「カートリッジ」

ZORNは、リチウムイオン充電池を内

・
「カートリッジ」
(別売)はBREATHER製

・製品許容温度外での充電・使用・保

（別売) を取り付けて使用する製品です。

品での吸引以外の用途で使用しない

でください。

・「ZORN本体」の使用に際しては、専

用の「カートリッジ」(別売 )以外は使
用できません。

蔵した電子機器です。

管は充電池の劣化を早めます。

・未使用、使用後にかかわらず長期間

放置しておくと自己放電いたします

ので、ご使用前に充電を行ってくださ
い。また、電池の特性上、長期間放置

すると充電できなくなる場合があり

ます。

・正しく充電を行っても使用時間が著
しく短くなった場合は充電池の寿命
です。

・充電池の劣化を早めないよう、長期
間使用しない場合は、フル充電の状

態や高温多湿を避けて保管してくだ

さい。
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危険

安全上の注意
警告表示の意味

ZORNに関連する全てのアイ

テムを火中に投下したり、マッ

その注意事項をお守りいた

だけない場合に、死亡また

危険

は重傷を負う可能性の高い
もの。

チ、ライターやバーナーなどで

禁止

その注意事項をお守りいた

テムを火や暖房器具の近く、炎

もの。

財に損害を与えるおそれ、

注意

ZORNに関連する全てのアイ

は重傷を負う可能性のある

身体への負傷や、周囲の家

天下、高温の車内など、製品許

容温度(5℃〜35℃)を超える

禁止

製品が故障する可能性のあ

ZORNに関連する全てのアイ

必ず守る
10

テムを引火性 のもの ( ベンジ

ン、シンナー、スプレー、整髪料

体的な禁止内容を示します。

示します。記号の横の記述

は、具体的な強制内容を示

管しない

なります。

ます。記号の横の記述は、具

必ず守っていただくʻ強制ʼを

高温の場所で使用や充電、保

発熱・発火・破裂・漏液の原因と

るもの。

してはいけないʻ禁止ʼを示し

禁止

発熱・発火・破裂・漏液の原因と

なります。

だけない場合に、死亡また

警告

加熱しない

禁止

など)の近くで使用しない

爆発や火災の原因となること
があります。

します。
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警告
ZORNに関連する全てのアイ

電源や充電に関すること

テムの異常・故障時はただちに

端子、コネクタをショートさせ

使用・充電を中止する

ない。ぬれた手で
「ZORN 専用

必ず守る おもわぬ事故やけがなどの原
因となることがあります。

USB Type-C ケーブル」
を触っ

禁止

毛布、布団、布などでおおった

ーブル」
をZORN本体に挿し込

があります。

テムを乳幼児・子供の手の届く

禁止

「ZORN 専用 USB Type-C ケ

火災ややけどの原因となること

ZORNに関連する全てのアイ

火災・感電・けがの原因となる

ことがあります。

状態での使用や充電をしない

禁止

たりしない

んだ際、大きなゆるみがある

禁止

場合は使用しない

火災や感電の原因となること

ところに置かない

があります。

なることがあります。

充電中に雷が鳴り始めた場合、

誤飲やおもわぬけがの原因と

禁止

本体、
USBケーブルに触れない

感電の原因となることがあります。
ZORNに関連する全てのアイ

テムを定められた方法以外で

禁止
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使用しない

おもわぬけがや故障の原因と
なることがあります。
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警告
バッテリーに関すること

「カートリッジ」
（ 別売 ) を不適
切に使用しない

「ZORN 本体」内蔵のリチウム

「カ ートリッジ」
（別 売 ) は、使

イオン充電池の液が漏れた場

い切りタイプの専用品のため

合、素手で液に触れない

万一、目に入った場合は、失明

禁止

などのおそれ があるのですぐ

に多量のきれいな水で洗い流

して、医師の診察を受けてくだ
さい。

禁止

再 使 用 はできませ ん。
「カー

トリッ ジ」( 別 売 ) に液 体を補

充して再使用することはおや

めください。

「ZORN 本 体」を 使 用 す る 際

は、
「カートリッジ」
（別売 ) を噛

まずに使用する

警告

なることがあります。

ZORNに関連する全てのアイ

「ZORN 本 体」を 使 用 す る 際

おもわぬけがの原因となるこ

こりなどの異物が付着してい

テムを絶対に分解や改造しない

禁止

必ず守る 誤飲やおもわぬけがの原因と

とがあります。

は、各 接 続 部 にゴミや 水、ほ

必ず守る な いことを確 認してから、使
用する

「ZORN 本体」
および「カートリッ
ジ」
( 別売 )を単独で使用しない

禁止
14

誤飲やおもわぬけがの原因と

なることがあります。
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「ZORN 本 体」のカートリッジ

使用時には必ずシリコンキャッ

挿込口にアルミニウムなどの

禁止

プを取り外して、使用する

金属類を入れない

「カートリッジ」(別売 ) の両端に

おもわぬけがや故障の原因と

は、シリコンキャップがついて

なることがあります。

「カートリッジ」
（別 売 ) の 挿 込

います ( 図示 )。

必ず守る シリコンキャップの誤飲には十
分にお気をつけください。

口ネジ部先端の凸部を手で押

禁止

万が一、シリコンキャップを誤

し込まない

飲した際には、ただちに医師の

おもわぬ故障の原因となるこ

診察を受けてください。

とがあります。

凸部
シリコンキャップ

シリコンキャップ

センサー起動時の緑色の光を
見つめない

「カートリッジ」
（別売 ) の取り付

けの際は、過剰に強い力で回

禁止

転させない

おもわぬ故障の原因となるこ

禁止

万が一、目に違和感を抱いた
際には、ただちに医師の診察

を受けてください。

とがあります。
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注意
損傷・改造・分解・水没の疑いが

ZORNに関連する全てのアイ

ある場合、使用しない

禁止

火災・感電・けがの原因となる

ことがあります。

テムを落としたり、ぶつけたり

禁止

は、勢いよく吸い込んだり、吹

専用の「カートリッジ」
（ 別売)

き込まない

おもわぬけがや火傷、誤動作、
故障の原因となります。勢いよ

の中に他のものを詰めない

禁止

く吹き込んだ時にまれに蒸気

えば、購入時に「カートリッジ」

禁止

替える

約500秒の吸引(約250回吸引相

必ず守る 当)もしくは蒸気の味・香りが弱く

なった時が取り替えの目安です。

コンキャップなど)をつけない

吸い続けるとおもわぬけがや故
障の原因となることがあります。

意図せず通電し、おもわぬけが

や故障の原因となることがあり

ZORNに関連する全てのアイ

ます。

テムを水に濡らさない

禁止
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なることがあります。

際は、適切なタイミングで取り

「ZORN本体」使用時は、
「カー

（別売）
の両端についているシリ

おもわぬけがや故障の原因と

「カートリッジ」(別売)を使用の

が見える場合もあります。

トリッジ」
（ 別売)を覆うもの(例

おもわぬけがや故障の原因と
なることがあります。

「 Z O R N 本 体 」を使 用する際

禁止

しない

おもわぬけがや故障の原因と
なることがあります。
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病院や航空機内など、電波使

多湿環境や結露しやすい場所

禁止

用が禁止されている場所で本

で使用や充電、保管しない

製品を使用しない

本製品の電波がペースメーカ

清掃時、水・洗剤・溶剤・薬品・揮

ーなどの医療機器や電子機器

発物質・圧縮空気を使用しない

禁止

おもわぬけがや故障の原因と
なることがあります。

「カートリッジ」(別売)のリキッ
ドが漏れたら、放置しない

漏れたリキッドは、乾いた柔ら

禁止

禁止

に影響をおよぼすおそれがあ

ります。

また、航空機内で使用した場

合、本製品の電波が航空機の

電子機器の誤動作の原因とな

るおそれがあります。

かい布で拭き取ってください。

「ZORN本体」
を充電する際は、

ことがあります。目をこすらず

ケーブル」
で充電してください。

目に入ると、炎症の原因となる

すぐにきれいな水で洗い流し、
症状が改善しないときは医師
の診察を受けてください。

電波使用が禁止されている場

必ず「ZORN 専用 USB Type-C

「ZORN 専用 USB Type-C ケー

必ず守る ブル」をUSBポートなどの電源

に接続後、
「ZORN本体」
に取り
付けてください

所および、本製品の誤動作に

禁止

より重大な影響をおよぼすお
それのある場所で本製品を使
用しない

20
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USBポートに接続

「ZORN本体」
を使用する際は、
「カートリッジ」(別売 ) を取り付

け、カートリッジの吸い口から

ZORN 専用
USB Type-C
ケーブルでの充電

必ず守る

吸い込む

おもわぬけがや故障の原因と
なることがあります。

「ZORN 本体」はキャップを装
着して保管する

「ZORN本体」
の充電完了後は、
必ず
「ZORN 専用 USB Type-C

ケーブル」から抜き、挿しっぱ

禁止

なしにしない

故障の原因となることがありま

す。

「ZORN 専用 USB Type-C ケー
ブル」
の端子を素手で触れない

端子を素手で触れたり、力をか

禁止

けるとおもわぬけがをすること
があります。また、端子部が破
損し、故障の原因となることが
あります。
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「ZORN本体」
を使用した後は、

必ず守る 「ZORN本体」
のキャップを装着
した状態で保管してください。

航空機や自動車、高速鉄道、エ

レ ベ ー タ ー、ジェットコ ー ス
ターなど気圧が急激に変動す
るものにZORN を持ち込む際
は、電源をオフにする

必ず守る ZORNの電源のオフを確認し、
キャップを装着した状態で保管

してください。電源をオフにしな
かった場合、おもわぬ誤動作の
原因になる可能性があります。
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無線について
本製品は 2.4GHz 帯を使用する無線製
品です。

本製品が使用する周波数帯では、以下
の機器や無線局も使用されています。

・電子レンジなど産業・科学・医療用
機器

・工場の製造ラインなどで使用される
移動体識別用構内無線局

・免許を必要としない特定小電力無線局
・免許を必要とするアマチュア無線局

万が一、本製品と他の無線局との間に

有害な電波干渉が発生した場合には、

すみやかに本製品の使用を停止（電源

オフ）
してください。

その他、電波に関してお困りのことが起

きた 場 合 は、BREATHER 株 式 会 社 専

初期セットアップ
1.「ZORN 本体」
を充電する
お買い上げ時、バッテリーは完全に充電

されていません。充電してから使用して

ください。

「ZORN 専用 USB

Type-C ケーブル」
を
USBポートなど電源

に接続します。

「ZORN 専用 USB Type-C
ケ ー ブ ル」の USB Type-C
端 子 を「ZORN 本 体」底 部

にあるUSB Type-C 端子口

に正しく挿し込み充電します。

用カスタマーサービスにお問い合わせ

ください。

本製品は日本国内でのみ使用できま

す。海外での使用は、当該国の電波関

USB Type-C
端子口

連法令に抵触する可能性があります。
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充電を開始すると
「ZORN本体」
のLED
が赤くフェード点滅します。

2.「カートリッジ」(別売 ) を
取り付ける

充電中は「ZORN 本体」の操作および

充電終了後、
「カートリッジ」
（別売 )を装

吸引はできません。

着します。

「カートリッジ」(別売 )には、
シリコンキャップがついて
います。
「ZORN 本体」装着

時には、シリコンキャップを
外してください。

充電中
赤くフェード点滅

充電完了
青く点灯

充電が完了すると
「ZORN 本体」の LED

が青く点灯します。
「ZORN 本体」から

「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」
を取り外してください。

シリコンキャップ
を外す
シリコンキャップを外した
「カートリッジ」

（別売 ) を
「ZORN 本体」
に正しく挿し込

んで、時計回りに止まるまで回転させる

ことで正常位置に固定されます（P.28
のイラスト参照）。

＊
「カートリッジ」
（別売）
を強く締めすぎ

るとおもわぬ故障やけがにつながる

おそれがありますのでご注意ください。
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使い方
電源の入れ方

「ボタンを3 回」押してください。LED が

白く1.5 秒間点灯すると電源オンになり、
ZORNが使用できる状態になります。

LED が白く点灯しない場合はまだ、使

用できる状態になっていないので、
「ボ

タンを3 回」押すを繰り返してください。

3. 電源を入れる

1.5 秒間
白く点灯

チ
カ

差し込んで
時計回りに回す

カ
チ
カチ

本体キャップ
を外す

「ボタンを3 回」押してください。LED が

多色点滅したら、もう一度「ボタンを 3
回」押してください。LED が白く1.5 秒

間 点 灯 す ると電 源 オン 状 態 に なり、
ZORN が使用できる状態になります。

LED が点灯しない場合、または多色点

滅する場合はまだ、使用できる状態に

なっていないので、
「ボタンを3 回」押す

を繰り返してください。
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脈波測定

測定中は、LED が白

くフェード点滅して

「ボタンをすばやく2回」
押し、その後、センサー

に軽く指をあてて脈波

センサー

います。

白くフェード点滅

の測定を開始します。

その際、どの指で測定し

ても構いません。

測 定 結 果 はLED の

ボタン

色 で お 知ら せしま

す。測定結果のLED
の色は、約 5 秒間点

測定開始

灯し、その後、フェー

測定中

ドアウトします。

カ
チ
カチ

ふわっと
かぶせる

測定結果の色で
5 秒間点灯

脈波測定に失敗した

場 合 は LED が 白く

すばやく点滅します
ボタンを2回押すと
センサー部が
緑色に点灯し
測定待機状態に
※センサー起動時に緑色の光を見つ
めないでください。

30

ので、もう一度、
「ボ

タンをすばやく2回」
押し、そ の 後、セン

サ ーに指をあ てて

すばやく点滅

脈波を測定し直して

ください。

※脈波測定を行わなくても休憩できます。
(P.33をご覧ください。)
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測定結果
LED の表示

休憩の仕方

測定結果
3 分間の

「青」点灯

ひと休みをおすすめ

「カートリッジ」
（別売 ) の吸い口から吸

い込んでください。吸い込んでいる時

にLED が白くフェード点灯します。吸い
終わりは LED がフェードアウトします。

5 分間の

「黄」点灯

ひと休みをおすすめ

10 分間の

「赤」点灯

ひと休みをおすすめ

吸引時に

LED が白く点灯
測定エラー
「白」すばやく点滅

脈波測定時の注意事項

・センサー起動時の緑色の光を見つめ
ないでください。万が一、目に違和感

を抱いた際には、ただちに医師の診
察を受けてください。

・測定できない場合、他の指でもお試
32

しください。

吸い終わりには

フェードアウト

吸引時にLED が赤くフェード点灯する

ようになったら、充電が必要です。

充電には必ず
「ZORN 専用 USB Type-C

ケーブル」
を使用してください。

「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」
以外の USB ケーブルを使用した場合、
充電できない、もしくはおもわぬけがや
故障の原因となることがあります。
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「カートリッジ」(別売 ) について

「カートリッジ」( 別売 )には、リキッドが
含まれています。

「ZORN 本体」に「カートリッジ」( 別売 )

を取り付けて吸い込むことで、リキッド
が蒸気になります。蒸気を吸い込むこと

で味・香りを楽しむことができます。

｢カートリッジ｣( 別売 ) の取り替え方

1.「カートリッジ」(別売 )を反時計回りに
回転させて
「ZORN 本体」
から取り外

し、新しい「カートリッジ」
（別売 ) に付
け替えてください「カートリ
(
ッジ」(別
売 ) の装着方法は、
『初期セットアップ

2.
「カートリッジ」
( 別売 )を取り付ける』

（P.27）
をご覧ください )。

「カートリッジ」
（別売 ) の
取り替えの目安

「カートリッジ」(別売 )には、約 500 秒の

取り替え時期の
カートリッジ

新しい
カートリッジ

吸引（約 250 回吸引相当※）ができるリ

キッドが含まれています (※吸引回数は
吸い方により異なります )。

約 500 秒 吸 引するとLED が 多 色で点

滅し、
「カートリッジ」
（別売 ) の取り替え
時期をお知らせします。この時、ZORN

は吸引および脈波測定ができない状態
です。

反時計回りに
回して取り外す

34

差し込んで
時計回りに回す

35

2. 新しい「カートリッジ」
（別

売 ) を装着した後、
「ボタ

ンを3回」押してください。
LED が白く1.5 秒間点灯

すると吸引できる状態に
なります。

ボタン

ボタンを3回押すと
LED が白く点灯し
吸引できる状態に

LED が白く点灯しない場合や多色で
点滅する場合はまだ、使用できる状

態になっていないので、
「ボタンを 3
回」
押すを繰り返してください。

また、約 500 秒 の 吸 引に限らず、蒸

気の味・香りが弱くなった時も「カー

トリッジ」
（別売 ) の取り替え時期です。
新しい「カートリッジ」
（別売 )に交換す

る時は、どこかにリキッドの付着がな

いかも確認し、必要に応じてリキッド

を乾いた柔らかい布で拭き取るなど、

カ
チ
カチ

クリーニングしてください。

チ
カ
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LED 表示の意味
電源の切り方

動作・状態

「ボタンを5 秒間」
、長押ししてください。
LED が約 1 秒赤く点灯して、電源がオフ

になります。ZORN は約 10 分以上ボタ

充電

ン操作・吸引がされない場合に自動で
電源がオフになります。

1 秒間
赤く点灯

電源
オン

吸引

赤

フェード点滅

充電完了

青

点灯

通常

白

1.5 秒点灯

カートリッジ
多色 5 秒点滅
交換時期お知らせ
通常

白

点灯後
フェードアウト

電池残量低下

赤

点灯後
フェードアウト

交換時期
カート お知らせ
リッジ 交換リセット
完了

脈波
測定

多色 5 秒点滅
白

1.5 秒点灯

測定中

白

フェード点滅

測定失敗

白

すばやく点滅後
フェードアウト

測定結果:3分間の
ひと休みをおすすめ

青

5 秒点灯後
フェードアウト

測定結果:5分間の
ひと休みをおすすめ

黄

5 秒点灯後
フェードアウト

測定結果:10分間の
ひと休みをおすすめ

赤

5 秒点灯後
フェードアウト

赤

1 秒点灯

手動電源オフ
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LED の表示

充電中
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充電時
●フル充電までの時間を知りたい

⇒室温環境で、バッテリー残量がほぼな
い状態からフル充電までに約 60 分

かかります。屋外や、極端に低い温度

や高い温度環境下では、充電できな

い、あるいは極端に長い時間がかか

る場合があります。

●1 回の充電で吸引できる回数が著し
く減った

⇒専用カスタマーサービスにお問い合

こまったときは

わせください。

●充電しても使用するとすぐに
「ZORN本
体」のLEDが赤色でフェード点灯する

⇒再度充電してみてください。改善され
ない場合はバッテリーの寿命および
故障が考えられます。専用カスタマー

サービスにお問い合わせください。
●電源接続時にLED が点灯しない

⇒本体が
「ZORN 専用 USB Type-C ケー

ブル」
と接続されていない。また、
USB

ポートが電源に接続されていない場合

があります。
「ZORN 専用 USB Type-C

ケーブル」
を USB ポートにしっかりと
接続してください。
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使用時
●充電を開始してから長時間経過して
も LED が赤くフェード点滅し続ける

以下の原因が考えられます。お手元

の製品をお確かめください。

・
「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」
の接続部が汚れている、または正しく
接続されていない

⇒接続部の汚れを拭き取って、しっかり
接続してから再度充電してください。

・屋外や、極端に低い温度や高い温度
環境下で充電している

⇒室温環境で再度充電してください。屋
外や、極端に低い温度や高い温度環境

下では、充電できない、あるいは極端

に長い時間がかかる場合があります。
・「ZORN 本体」のバッテリーの不良

⇒上記いずれにも当てはまらない場合、
充電を中止して専用カスタマーサー

ビスにお問い合わせください。

●ZORNのLEDが赤色でフェード点灯する

・バッテリー残量低下、ZORN バッテ
リーの不良または寿命

⇒
「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」
を使用して充電してください。充電が

されない場合には、ただちにご使用・
充電を中止し、専用カスタマーサー

ビスにお問い合わせください。

●ZORN の LED が多色で点滅する

・積算約 500 秒（約 250 回分相当）吸
引済み

⇒新しい「カートリッジ」(別売 )に付け替

えて、
「ボタンを 3 回」押してくださ

い。LED が 白く1.5 秒 間 点 灯すると
吸える状態に復帰します。

・初期セットアップ時

⇒お買い上げ後はじめてお使いいただ
く際にも LED が多色で点滅します。

●「ZORN 本体」のボタンが反応しない
・充電中の場合

⇒充電中は
「ZORN 本体」
の操作ができ
ません。「ZORN本体」
から「ZO R N

専用 USB Type-C ケーブル」
を取り
外してから操作してください。
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・電源オフの場合

⇒長時間 ( 約 10 分以上 )ご使用になら

れたら、放置せず、乾いた柔らかい布

で拭き取ってください。

なかった場合、
「ZORN 本体」は自動

⇒リキッドが目に入ると、炎症の原因と

タンを 3 回」押して電源オンにしてか

ぐにきれいな水で洗い流し、症状が

で電源オフになります。その場合、
「ボ

ら使用してください。
●リキッドが漏れている

・急激な温度変化 ( 冬場に氷点下の屋

外から暖かい屋内へ移動した場合な

ど) や気圧の変化 ( 航空機に搭乗した

場合など) などの要因により、
「カート

リッジ」(別売 ) からリキッドが漏れるこ
とがあります。

⇒リキッドが漏れたときは、クリーニング

してください。また、各パーツにリキッド

なることがあります。目をこすらずす
改善しないときは医師の診察を受け

てください。

・「カートリッジ」(別売 ) 内のリキッドが

漏れて、
「ZORN 本体」各部のパーツ

に付着することがあります。

⇒乾いた柔らかい布で拭き取るなど、
定期的にクリーニングしてください。

●脈波測定で何度も測定エラーになる

・測定中は指を動かさないでください。

が付着することを未然に防止するため

・どの指でも測定可能です。ほかの指

用しない場合には、あらかじめ
「ZORN

・次の状態では測定できない場合があ

出し、密封しておくようにしてください。

⇒センサーに指を強く押しつける、指が

に、航空機に搭乗するときや長時間使

本体」
から
「カートリッジ」(別売 )を取り

・使用中や使用後にまれに
「カートリッ
ジ」
( 別売 )からリキッドが少量漏れるこ

でも試してみてください。

ります。

冷えている、指 が 汚 れている、セン

サー部が汚れている。

とがありますが、故障ではありません。

⇒「カートリッジ」(別売 ) のリキッドが漏
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・指のあてかたや個人差により、時間
がかかる、または測定できない場合
があります。

⇒脈波測定を行わなくても吸引による
休憩は可能です。

●吸い込んでも LED が白く点灯しない

以下の原因が考えられます。お手元

の製品をお確かめください。
・電源が入っていない

⇒「ボタンを3 回」押してください。LED

が白く1.5 秒間点灯すると電源オン

となり、吸引できる状態になります。

※「ZORN 本体」は約 10 分以上ボタ
ン操作・吸引がされない場合に自
動で電源がオフになります。

・バッテリー切れ

⇒「ZORN 本体」
を充電してください。
・吸引力が弱い場合、蒸気が発生しな
いことがあります。

・「カートリッジ」( 別売 ) が正常に装着

・積算約 500 秒吸引済み

⇒吸引したときやボタンを押した際に
LED が多色点滅したら、交換のタイ

ミングです。
「カートリッジ」(別売 ) を

交換し
「ボタンを 3 回」押してくださ

い。LED が 白く1.5 秒 間 点 灯すると
吸引できる状態になります。

●吸い込んでいるときに、ヒューと音が
する

⇒空気が通過する際に生じる音であり、
異常ではありません。

●吸い込むとLED が白く点灯するが、
味や香りがしない、または極端に弱い

・「カートリッジ」(別売 ) のリキッド切れ

⇒新しい
「カートリッジ」
( 別売 )に交換し

てから
「ボタンを3回」
押してください。

⇒「カートリッジ」(別売 ) を交換し
「ボタ
ンを 3 回」押して LED が白く1.5 秒点
灯してもなお、吸い込んで味や香りが

しない場合は、専用カスタマーサー
ビスにお問い合わせください。

できていない

⇒「カートリッジ」(別売)が「ZORN本体」
に確実に固定されているかをご確認
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ください。
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その他
製品本来の味・香りをお楽しみいた

だくた め、
「BREATHER 専 用 カ ート

リッジ」(別売 ) をお買い上げ後、特に
ピロー包装を開封されてからは、可

能な限り速やかなご使用をおすすめ

しております。

また、長期間保存すると本来の味・香

りをお楽しみいただけなくなりますの

で、ピロー包装開封後は 2 週間以内

を目安にご使用いただくことをおす
すめします。買い置きなどされる場合

は普段の使用量を考慮しお買い求め
いただくようお願いします。
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●「ZORN 本体」もしくは「ZORN 専用
USB Type-C ケーブル」が持てない

くらい熱いと感じる

以下の原因が考えられます。お手元
の製品をお確かめください。

・連続使用した場合

⇒「ZORN 本体」内のバッテリーの加熱
により多少温まることがあります。

・「ZORN 本体」のバッテリーの不良

⇒ただちに使用を中止し、専用カスタ

マーサービスにお問い合わせくださ
い。
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主な仕様
ZORN 本体
バッテリータイプ

内蔵リチウムイオン
充電池

電池容量

0.87Wh

製品許容温度

5℃〜35℃

消費電力

約 10W（最大）

動作電圧

約 4.2V 〜 3.7V

重量

約 31g

寸法

全長約 150mm×
直径約 21mm

ZORN 専用 USB Type-C ケーブル
インターフェース USB Type-Cコネクタ、
USB Type-Aコネクタ
ケーブル長
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約 1m

使わなくなった
製品について
製品を絶対に分解しない

けがや火災の原因となること

警告

が ありま す。ZORN お よ び、

「カートリッジ」
（別売 )に関連す

る全てのアイテムを処分する
際は、各地方自治体の指示に
従ってください。

「ZORN 本体」のバッテリーは
充電式電池 (リチウムイオン充

電池 ) を使用しております。な

お、別売の「カートリッジ」の主

な 素 材はアルミニウム、ポリ

カーボネート樹脂です。

製品の故障やご質問について

は、専用カスタマーサービスま
でお問い合わせください。
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販売元
BREATHER 株式会社

U R L: www.breather.co.jp

住所 : 東京都港区新橋 4‑31‑3

製造元
東北パイオニア株式会社 米沢事業所
住所：山形県米沢市八幡原四丁目
3146-7
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保証 · 無償交換規定
1. 取扱説明書の注意書に従った正常な
使用状態で
「ZORN 本体」、
「ZORN
専 用 USB Type-C ケ ー ブ ル」が 保
証期間内に故障した場合、無償交換
致します。
2. 保証期間内に故障して無償交換をお
受けになる場合には、商品と本書及
び出荷証明書、納品書等のご購入場
所及びご購入日時が明記されたもの
をご準備 ·ご用意の上、専用カスタ
マーサービスにご連絡下さい。
3. ご贈答品等で頂いた場合の交換依
頼に関しても商品と本書及び出荷証
明書、納品書等のご購入場所及びご
購入日時が明記されたものをご準備
·ご用意の上、専用カスタマーサービ
スにご連絡下さい。
4. 保証期間内でも次の場合は保証対
象外となります。
1) 使用上の誤り及び不当な修理や
改造による故障及び破損。
2) お買い上げ後の輸送、落下、水没
等の過失による故障及び損傷。
3)取扱説明書に記載されていない方
法で使用した場合の故障及び損傷。
4) 火災、地震、落雷、水害、その他の
天変地異、異常電圧による故障及
び損傷。
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5）
本書のご提示がない場合。
6) 本書にお買い上げ年月日、お客様
名、販売元 · 販売店の記入がない
場合、あるいは字句を書き換えた
場合。または、出荷証明書、納品
書等のご購入場所及びご購入日
時が明記されているもののご提
示が無い場合。
7) お客様が反社会的勢力 ( 暴力団員
による不当な行為の防止等に関
する法律 ( 以下「暴対法」
という)
第 2 条 第 2 号に定 義される暴 力
団、暴対法第 2 条第 6 号に定義さ
れる暴 力 団 員、暴 力 団 員でなく
なった日から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、
政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴
力集団、暴力団密接関係者及び
その他の暴力的な要求行為もし
くは法的な責任を超えた不当要
求を行う集団または個人 ) である
ことが判明した場合には、当社は
かかる事由が生じた時点以降い
つでも、何等の催告を要すること
なく、保証契約の全部または一部
を解除できるものとします。
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8)インターネットオークション等、個人
間での二次売買で購入された場合。
9) その他、当社において保証対象外が
相当であると合理的に判断した場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効で
す。(Effective only in Japan)
6. 本書は再発行致しませんので、紛失
しないよう大切に保管して下さい。
7. 専用カスタマーサービス対応後、商品
と保証書及び出荷証明書、納品書等
のご購入場所及びご購入日時が明記
されたものをご準備 ·ご用意の上、専
用カスタマーサービスから指定された
発送先に送付して下さい( 商品返送が
ない場合、無償交換致しかねます)。
※お客様にご記入頂きました保証書記
載の個人情報 ( お名前、ご住所、電
話番号 ) は保証期間内のサービス活
動、及びその後の安全点検活動のた
めに利用させて頂く場合がございま
すのでご了承下さい。
※この保証書は本書に明示した期間、
条件のもとにおいて無償交換をお約
束するものです。従ってこの保証書
によって、保証書を発行している者
( 保証責任者 )、及びそれ以外の事業
者に対するお客様の法律上の権限を
制限するものではありません。
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