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取扱説明書
いびき対策 快眠支援枕

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための、注意事項と使用方法を記
載してあります。

● 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用してく
ださい。

● 取扱説明書を読んだ後は、いつでも必要なときに取り出せるように、所定の場所に
保管してください。
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本製品の同梱品と名称
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いびき対策 快眠支援枕は、ドイツNitetronic 社のいびき応答技術を
フランスベッドが採用して生まれた製品です。

Nitetronic 社に関する詳細は以下のホームページにアクセスしてください。
www.nitetronic.com
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本製品は大人用です。15 歳以下の子供に使用させないでください。
また、乳幼児と同じベッド（布団）で使用しないでください。
窒息など、思わぬ事故の原因になります。

禁 止

本機の近くで喫煙をしてはいけません。火災の原因になります。

危険

安全で快適にお使いいただくために

本機の設置時は、頭上側からエアケーブルが出
るように配置してください。首側からエアケー
ブルが出ていると、睡眠中にエアケーブルが体
にからまり、事故や破損の恐れがあります。

睡眠時無呼吸症候群の症状がある方は、本製品の使用についてかかり
つけの医師にご相談ください。

本機にはラテックス素材が使われております。
ラテックスアレルギーの方は本機の使用について、かかりつけの医師
にご相談ください。
また、ご使用中に異常を感じた場合は直ちにご使用を中止し、専門医
にご相談ください。

以下の医療機器を使用されている方は本機を使用してはいけません。
   ・頭蓋内電極
   ・ペースメーカー

警告

注 意

禁 止
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本機に強い力を加えたり、衝撃を与えたりしてはいけません。必要以
上に圧力が掛かると内部のセンサーやエアバッグが故障する恐れがあ
ります。

本機を以下のものと接触しないようにしてください。動作に影響が出
る恐れがあります。
・湿気
・ほこり
・腐蝕性の強い液
・蒸気
汚れや細菌汚染を防ぐため、「お手入れ方法」に従って清掃してくだ
さい。注 意

本機の電源コードは手の届きやすいコンセントに差してください。

注意

本機を複数人で使用することはできません。隣り合って就寝する方が
いる場合、本枕と隣の方の枕とを 10 センチ程度離してください。

インナークッションは中味を均等にならし、ヨレや折れまがりが無い
様広げて、側カバーに入れてください。
動作に影響が出る恐れがあります。

禁 止

熱により本機が故障する恐れがあるため、以下の場所での使用は避け
てください。
・ストーブなど熱を発生する機器の近く
・直射日光の当たる場所
・電気毛布との同時使用
また、ACアダプターおよび制御ユニットを布団などで覆って使用し
ないでください。熱がこもり、故障の原因になります。

付属の ACアダプター以外は使用してはいけません。

センサーシートカバーとインナークッションは洗うことが出来ません。
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いびきは睡眠時の呼吸に伴う雑音です。
睡眠中は全身の筋肉が緩み、舌を含む喉
の周りの筋肉も緩みます。仰向けで寝る
ことで喉周りの組織が下に落ち込み、気
道が狭くなり、そこに空気が通ると組織
が振動していびきが起こります。いびき
の原因は以下のように様々です。
・飲酒
・喫煙
・食生活
・風邪
・アレルギー
・ストレス
・医薬品
・体調及び精神状態
・BMI ( ボディマス指数）
いびきは睡眠の質を悪くするため、起床
時の頭痛、日中の強い眠気や疲労感、集
中力・記憶力の低下などの症状を及ぼし
ます。
快眠支援枕が睡眠中の呼吸音を監視し、
いびきを感知すると優しく頭を傾けてい
びきを減少させます。
快眠支援枕を専用のNitelink2 アプリケー
ションとともに使うと、さらに効果的で
す。Nitelink2 アプリケーションに関する
最新情報は以下のホームページにアクセ
スしてください。
www.nitetronic.com
箱から出したとき
初めて本機を箱から取り出した時、わず
かに臭いがする場合があります。この臭
いは健康に影響を及ぼしませんが、この
臭いが気になる場合は本機を使用する前
に風に当ててください。臭いは時間の経
過とともになくなります。
初期使用について
快眠支援枕はいびきを感知すると枕の一
部が膨らみご使用者様の頭を傾けます。
ご使用者様によっては、お使いはじめは

快眠支援枕の動作により目を覚ましてし
まうことがあるかもしれませんが、通常
2～ 3 日の使用で体が慣れていきます。
副作用について
本機の使用による副作用は報告されてい
ません。
最適な使用について
高さ調整が必要な方は、快眠支援枕の下
に別の枕やクッションなどを敷いて使用
することができます。
また、汚れの防止のために枕カバーやタオ
ルなどを使用することもできます。
ただし、快眠支援枕の上に厚手のものを
置いて使用すると、枕内部のセンサーが
正常に作動しない恐れがありますので避
けてください。

側カバー
※  カバー表／裏地：綿 100%
カバー中地：ポリエステル 100%

インナークッション
※  詰めもの：ラテックスフォーム
※  インナークッション側を上にして
お使いください。

注意：インナークッションは洗うことが
出来ません。

センサーシートカバー
※  カバー：ポリエステル 100%

注意：センサーシートカバーは開けない
でください。センサーシートカバー
は洗うことが出来ません。

快眠支援枕の構成

いびきの原因と
快眠支援枕の機能
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保護マット（ラテックス）
いびき感知ユニット
 頭位置センサー
 エアバッグユニット

注意：センサーシートカバーは開けない
でください。

1   ベッドまたは布団の上に快眠支援枕
（ ）を、床の上に制御ユニット（ ）
を置いてください。枕は頭上側にエア
ケーブル（ ）が来る向きで設置し
てください。
※  制御ユニットはベッドやテーブル
の上に置かないでください。不意
の落下によりエアケーブルに力が
かかり、枕が引っ張られる恐れが
あります。

2   エアケーブルをベッドの足で踏むなど
して強い力がかかっていないことを確
認してください。

3   AC アダプター （ ）の電源プラグを
制御ユニットの電源ジャックに差します。

4   AC アダプターのコンセントプラグを
コンセントに差します。

5   制御ユニットの電源スイッチをON
にスライドします。
※  電源スイッチがONになると制御
ユニットの電源ランプが緑色にな
ります。

注意：睡眠中に頭を枕から離さないよう
にしてください。頭が枕の上から
離れると快眠支援枕がいびきを正
しく感知しなくなります。

快眠支援枕をご使用になる際はピロー
ケースをお使いになることをおすすめ致
します。
Nitelink2 アプリケーションの動作方法に
ついては「Nitelink2 アプリケーション」
を参照してください。

本機の設置

 Bluetooth ボタンと Bluetooth ランプ
エアケーブル
電源ジャック
 電源スイッチと電源ランプ

制御ユニットの構成

センサーシート
カバー内の構成

右面 左面
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Nitelink2 アプリケーションをご利用のス
マートフォンで使用すると以下のような
操作が可能になります。
・いびき感度などの設定
・睡眠データの収集および分析
・快眠支援枕の効果の確認
・本機のファームウェアのアップデート
Nitelink2 アプリケーションは iOS およ
び Android 版（ver 5.0 以降）で利用で
きます。
※  ご利用のスマートフォンの機種に
よって本書の画面表示はアプリ
ケーション内の表示と異なること
があります。ご了承ください。

Nitelink2 アプリケーションの
インストールと初めての起動

App Store Play ストア

1   App Store または Play ストアから
Nitelink2 アプリケーションの最新版
をインストールします。

2   Nitelink2 アプリケーションを起動し
ます。

3   個人情報に関する扱いに同意するため
「同意する」を選択します。
※  iOS 版で初めて起動した時のみ必
要です。

に既「   4 goodnite 枕を持っている。」を
選択します。
Nitelink2 アプリケーションが起動し
ます。

Nitelink2 アプリケーション

動作の設定方法
1   Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面から「goodnite 設定」を表示し
ます。

iOS 版 Android 版

※  iOS 版 では、この画面の下部にあ
る「説明」を選ぶと快眠支援枕の
簡単な使用説明をご覧いただけます。

※  アプリの仕様上、快眠支援枕はア
プリ上で「goodnite 枕」と表示
されます。

快眠支援枕との接続方法
1   制御ユニットの電源スイッチをONに
スライドします。

2   Nitelink2 アプリケーションの指示に
従い、制御ユニットの Bluetooth ボ
タンを押します。
※  Nitelink2 アプリケーションと快
眠支援枕を接続するために、ご利
用のスマートフォンの Bluetooth
機能を有効にする必要があります。
事前にご利用のスマートフォンの
Bluetooth の設定を確認してくだ
さい。

※  制御ユニットの Bluetooth ランプ
は点灯してから 20 分後に消灯し
ます。なお、Bluetooth ラ ンプが
消灯しても接続状態は維持されます。

3   Nitelink2 アプリケー ションの右上に
ある「タップして接続」にタップします。

※  接続が成立すると接続状態が「接
続完了」に変わります。

iOS 版 Android 版

iOS 版 Android 版

iOS 版 Android 版
択選を」NO「で」定設の作動け傾「   2

します。
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このパネルでは日・月・年別での睡眠
データを表示させます。
このパネルでは個別の、日・月・年の
睡眠データを表示します。
 表示中の睡眠データの日付が表示され
ます。
睡眠時間に対するいびきの発生割合
メータ、睡眠時間、いびきの発生率お
よび当時の快眠支援枕の設定を表示し
ます。
※  チャート画面を下スクロールする
と更なる睡眠データの分析画面を
表示します。

効果の確認方法
快眠支援枕の効果を確認するため、傾け
動作設定がOFF になっている睡眠データ
と、傾け動作設定がONになっている睡
眠データの比較をします。
1   Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面から「goodnite 設定」を表示し、
「傾け動作の設定」で「OFF」を選択
します。

2    3 日程度  「傾け動作の設定」が
「OFF」のときの睡眠データを蓄積し
ます。
※  この期間は、 「傾け動作の設定」が
「OFF」になっているので 快眠支
援枕がいびきを感知しても傾け動
作をしません。

」）トッセルーュジケス（定設間時用使「   3
で就寝時間と起床時間を設定します。
※  就寝時間と起床時間は想定よりも
早い時間に設定することを推奨し
ます。例えば、22 時に就寝し 7
時に起床する予定であれば「使用
時間設定」を少なくとも 21 時～
6時に設定してください。

4 し定設らか下以を」定設度感きびい「   
ます。

5   間時け傾（るす定設をEMIT DLOH「 
設定）」を以下から設定します。

5 5

iOS 版 Android 版

・レベル 1：
（高）
・レベル 2：
（普通）
・レベル 3：
（低）

枕のいびき感度を高く
します。
枕のいびき感度を普通
にします。
枕のいびき感度を低く
します。

※  この設定を行ってからご利用のス
マートフォンの電源を切っても快
眠支援枕がデータを収集します。
次回から快眠支援枕とNitelink2
アプリケーションの同期が行われ
るたびに快眠支援枕がNitelink2
アプリケーションに睡眠データを
送信します。

6    Nitelink2 アプリケーションで設定さ
れた就寝時間通りに就寝します。

7    起床後、快眠支援枕の電源が入ってい
る状態でNitelink2 アプリケーション
を起動します。

8    Nitelink2 アプリケーションと同期さ
せます。

9    Nitelink2 アプリケーションが受信し
た睡眠データを「チャート」画面に表
示します。

・短時間：
（短い）

・通常の時間：
（通常）

・長い時間：
（ロング）

枕がいびきを感知する
と 1～ 2分間傾け動
作をします。
枕がいびきを感知する
と 2 ～ 5分間傾け動作
をします。
枕がいびきを感知する
と 5～ 20 分間傾け動
作をします。

チャート画面での操作方法
1   Nitelink アプリケーションの「チャー
ト」画面を選択して睡眠データを表示し
ます。

このパネルでは日・月・年別での睡眠
データを表示させます。
このパネルでは個別の、日・月・年の
睡眠データを表示します。
 表示中の睡眠データの日付が表示され
ます。
睡眠時間に対するいびきの発生割合
メータ、睡眠時間、いびきの発生率お
よび当時の快眠支援枕の設定を表示し
ます。
※  チャート画面を下スクロールする
と更なる睡眠データの分析画面を
表示します。

効果の確認方法
快眠支援枕の効果を確認するため、傾け
動作設定がOFF になっている睡眠データ
と、傾け動作設定がONになっている睡
眠データの比較をします。
1   Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面から「goodnite 設定」を表示し、
「傾け動作の設定」で「OFF」を選択
します。

2    3 日程度  「傾け動作の設定」が
「OFF」のときの睡眠データを蓄積し
ます。
※  この期間は、 「傾け動作の設定」が
「OFF」になっているので 快眠支
援枕がいびきを感知しても傾け動
作をしません。



3   Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面から「goodnite 設定」を表示し、
「傾け動作の設定」で「ON」を選択し
ます。

4   3 日程度  「傾け動作の設定」が「ON」
のときの睡眠データを蓄積します。
※  この期間は、「傾け動作の設定」が
「ON」になっているので快眠支援
枕がいびきを感知した場合は傾け
動作を行います。

5   Nitelink2 アプリケーションを起動
し、Bluetooth 機能で 快眠支援枕に
接続します。

6   接続が成立したらNitelink2 アプリ
ケーションは、快眠支援枕が送信した
睡眠データを受信します。

7   Nitelink2 アプリケーションの「比較」
画面を表示して快眠支援枕の傾け動作
による効果を確認します。

1    Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面で「バージョン管理」を確認します。

2 に」トーデプッアアェウムーァフ「   
「アップデート（押してアップデート）」
が表示されるのでタップします。
※  ファームウェアのアップデートが
自動的に行われます。

9

困ったときには

本機のファームウェア
のアップデート

快眠支援枕により正しくいびき感知が行
われていないと感じたら、以下の点をご
確認ください。
・電源プラグ、コンセントプラグが正し
く差してあり、制御ユニットの緑ラ
ンプが付いていますか？

・枕を正しい向きで設置していますか？
・近くの別の人がいびきをかいていませ
んか？

・Nitelink2 アプリケーションを利用さ
れている場合、Nitelink2 アプリケー
ションが正しく設定されていますか？

3   Nitelink2 アプリケーションの「概要」
画面から「goodnite 設定」を表示し、
「傾け動作の設定」で「ON」を選択し
ます。

4   3 日程度  「傾け動作の設定」が「ON」
のときの睡眠データを蓄積します。
※  この期間は、「傾け動作の設定」が
「ON」になっているので快眠支援
枕がいびきを感知した場合は傾け
動作を行います。

5   Nitelink2 アプリケーションを起動
し、Bluetooth 機能で 快眠支援枕に
接続します。

6   接続が成立したらNitelink2 アプリ
ケーションは、快眠支援枕が送信した
睡眠データを受信します。

7   Nitelink2 アプリケーションの「比較」
画面を表示して快眠支援枕の傾け動作
による効果を確認します。

iOS 版 Android 版
iOS 版 Android 版

Nitelink2 アプリケーションに
関するご注意
快眠支援枕が 2～ 3日間電源オフの状態
が続くと「使用時間設定」が初期化され
ます。従って、Nitelink2 アプリケーショ
ンで「使用時間設定」を再設定する必要
があります。
Nitelink2 アプリケーションは常にアップ
デートされます。その際、画面表示や機能、
手順などが変わることがあるのでご了承
ください。Nitelink2 アプリケーションの
最新版に関する情報などは以下のホーム
ページにアクセスしてください。
www.nitetronic.com
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2 に」トーデプッアアェウムーァフ「   
「アップデート（押してアップデート）」
が表示されるのでタップします。
※  ファームウェアのアップデートが
自動的に行われます。



3   ファームウェアのアップデートが完了
したら制御ユニットの電源スイッチを
一旦OFF にし、ONにし直します。

4  快眠支援枕とNitelink2 アプリケー
ションを再び接続します。

本機は乾燥した環境で保管してください。
保管の際は、本機を分解したり、折り曲
げたりしないでください。また、本機の
上に重いものを置かないでください。
本機を持ち運びする際は入っていた箱を
お使いください。

側カバーは外して洗濯することができま
す。ファスナーを開けてセンサーシート
カバーとインナークッションを取り外し、
カバー内側の洗濯表示タグに従って洗濯
してください。
センサーシートカバーの埃や汚れを落と
すには、電源プラグを抜いた状態で、水
に濡らした布を固く絞って軽く拭いてく
ださい。このときセンサーシートカバー
のファスナーを開けないでください。
お手入れの際は保証タグなどを剥がした
り破ったりしないようご注意ください。

・AC アダプター
入力：AC 100V (100-240V),

50Hz / 60Hz
出力：DC 5V, 2A

・枕の寸法
幅 70cm×奥行 45cm

・使用環境
温度：5～ 45 度
相対湿度：30%～ 65%

快眠支援枕は安全な低電圧を使用し、日
本国内の電波法で定める技術基準に適合
した製品です。

製造元：Nitetronic 社
販売元：フランスベッド株式会社

・保証ステッカー
制御ユニットの裏面に貼られています。

・製品ラベル
制御ユニットの底面に貼られています。

・保証タグ
枕とエアケーブルの接続部に貼られてい
ます。
これらを剥がしたり、外したりしないで
ください。製品の保証が受けられなくな
る可能性があります。
保証について詳しくは、「保証書」を参照
してください。

保管に関するご注意

保証タグと製品ラベル

お手入れ方法

製品仕様
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3   ファームウェアのアップデートが完了
したら制御ユニットの電源スイッチを
一旦OFF にし、ONにし直します。

4  快眠支援枕とNitelink2 アプリケー
ションを再び接続します。

保証ステッカー

保証タグ

製品ラベル

Model: 
GN3.0

SMART

Goodnite

nitetronic
000-000000R



修理、お取扱い、お手入れなどのご相談は、まず、
お買い上げの販売店へお申し付け下さい。

弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げの販売店又は弊社相談室にお問合せ下さい。
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0120 - 39 - 2824
フリーダイヤル：月～金　9時 ～ 12 時、13 時 ～ 17 時

土、日、祝祭日、年休、年始は除く

保証書

お客様相談室

法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無償修理をお約束するものです。従ってこの保障によって
お客様の法律上の権限を規制するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上
げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

保証の対象
本体のみ行います。

保証の態様
（1）保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の

注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償
修理致します。

（2）ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡
下さい。

（3）離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に
要する実費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件
保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又
は領収書を提示して下さい。

※ご注意　本保証書にお届け日、販売店名の記入の無き場合は、
納品書又は領収書を併せて保管願います。

保証の適用除外
（1）本保証書及び納品書又は領収書のご提示が無い場合。
（2）誤った使用あるいはお取扱上の不注意や紛失によって故障が生

じた場合。
（3）本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。
（4）ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障

及び損傷が生じた場合。
（5）火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、

ガス害による故障又は損傷が生じた場合。
（6）本製品の製造上に起因した欠陥であることを確認できない場合。
（7）本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。

※上記項目については有償修理になります。

®

フランスベッド株式会社
TEL　042 (543) 3111（代表）

〒196-002 2 東京都昭島市中神町114 8番地5


