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AYO をご購入いただいたお客様へ

ご購入ありがとうございます。これから AYO を使用していただき、
みなさまの生活向上に繋がることを心より願っております。

こちらのユーザーガイドでは、設定や使用方法について
説明しておりますので、ご使用前にお読みください。

製品や機能の向上を目指して今後も取り組んでまいりますので、
よろしくお願い致します。

AYO チーム



同梱品一覧

AYO ウェアラブル　1 個
AYO ケース　1 個
USB ケーブル　1 個
説明書 1 冊



1. 高品質なコンパクト折りたたみ式フレーム
2. 静電容量センサー
3.BLE
4. 光線療法センサー
5. 調整可能鼻パッド
6. 光センサーモジュール
7. 充電式長寿命バッテリー

AYO ウェアラブル各種名称
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AYO ハードケース

つかんで左右に引っ張る

ペアリング用 QR コード

ケースの開け方

PULL 

LED AYO ケースバッテリー表示 マイクロ USB 充電ソケット



インストラクション

1．
AYO アプリをダウンロードします

「goAYO」アプリをスマートフォンに
ダウンロードしてください。
iOS は App store から、
Andoroid は Google Play から
ダウンロードが可能です。



2．
AYO アカウントの作成

「goAYO」アプリのダウンロード後、
Bluetooth のオンついて聞かれますので、
許可してください。

その後サインアップを行います。
( すでにアカウントをお持ちの場合は、
ログインしてください。）

「SIGN UP」ボタンを押し、
各項目を入力して登録してください。



3．
AYO ウェアラブルとアプリのペアリング
ペアリングの前に安定したインターネット接続
または Wi-Fi 接続を確認してください。
なお、Android 端末の場合は、位置情報サービスの許可を求められますが、
それらの情報は Bluetooth をスムーズに使用していただくためのものであり、
製造側が使用することはありません。

準備が整ったら AYO ウェアラブルを広げて電源を入れ、
点滅回数を確認してください。
点滅が 3 回であればそのままペアリングを続け、
5 回であれば充電を行ってください。
( 充電については 22 ページを参照 )

つづいてシリアルナンバーを入力します。
入力方法は 2 通りです。QR コードをスキャンする、
もしくは手動でコードを入力しアプリの説明に沿って
進めていきます。
コードは AYO ケースかユーザーマニュアルの
最後のページを参照してください。

ペアリングが完了するとアプリに表示されます。



4．
初期設定の完了
ペアリングが完了したら、
本体を広げて装着します。
正しい装着位置については
14 ～ 15 ページを参照してください。
また度付きメガネやコンタクトレンズを
装着されている方は、
16 ～ 17 ページを参照してください。

プレイボタンを押して
デモセッションを始めてください。
ポーズボタンで停止ができます。

最後に「FINISH SETUP」
ボタンを押すと、初期設定完了となります。



5．
AYO の使用開始
デモセッションが終わったら、プログラムを
選んで AYO を使い始めることができます。
代表的なプログラムであるエネルギーモード、
スリープモード、トラベルモードのほか、
あなたの好みに合わせて設定が可能です。

プログラムや機能は改善に
向けて日々研究されています。



【重要】使用方法

装着位置
下図を参照して、本体を正しい位置に装着してください。

鼻パッドの調整が必要な場合は、
両端を指で押さえながら調整してください。

NG
位置が低すぎて AYO ウェアラブルが目にかかる



NG
位置が高すぎて光が目に届かない

OK
PERFECT



度入りメガネ、コンタクトレンズを装着しながら使用する
一般的なメガネフレームのほとんどが、併用可能となっています。
しかし、より高い効果を得るには、光拡散を妨げる可能性があるため、
メガネをはずした最適な状態での使用を推奨しています。
 

1．
下図を参照しながら、鼻パッドを水平状態に伸ばしてください。
※鼻パッドはフレキシブルで元通りに戻りますので心配要りません。



2．
AYO をメガネの上部に置いてください。
 

【注】AYO は度入りのコンタクトレンズ、
　　 カラーコンタクトとも併用が可能です。



AYO の光度
光度は低中高と 3 段階あり、
アプリ内の設定から望ましい光度を
選ぶことができます。

光度が強いほど効果を得るまでの
時間は短くなりますが、
一番心地よく感じる光度を選んでください。

光度はいつでも変更可能です。
セッション途中の場合は光度の
変更に伴って時間も調整されます。



プロファイル
プロファイルを設定すると
更に高い効果を得ることができます。
選択されたプログラムや利用状況によって、
あなたの睡眠習慣や光環境、関連情報が
アプリのプロファイルに記録されていきます。



電源オン／オフ

電源オン
1. ケースの青い部分をスライドしてケースを開けます。
2. 本体のヒンジ部分を持って優しく取り出します。
3. 本体のテンプル部分を広げると自動的に電源が入ります。
一般的な電源ボタンはありません。
4. 本体が 3 回点滅すれば、十分な充電がありそのまま使用が可能です。
5 回点滅した場合は充電してください。
( 充電方法については 22 ページを参照 )



電源オフ
1. ケースの青い部分をスライドしてケースを開けます。
2. 本体のテンプル部分を折り畳みます。

【注】左側のテンプルを外側にして折り畳んでください。( 下図参照 )
3. フレームが平らになるように、プリズム部分は
上向きでケースに入れます。充電位置があっているか、
本体がぴったりと収まり平らな状態であるかを確認してください。
4. ケースの青い部分をスライドしてケースを閉じます。



内蔵バッテリー
AYO には 2 つのバッテリーが内蔵されています。
1 つはウェアラブル本体に、もう一つはケースに内蔵されています。

バッテリー表示
ケースの外側にバッテリー表示があり、
4 本のラインでバッテリー状況を知らせます。
表示部分を優しくタップすると表示がオンになり、
バッテリー残量を確認できます。
本体のバッテリー状況はアプリで確認することができます。

ケースの充電
ケースはマイクロ USB で充電することができます。
バッテリー表示の隣にマイクロ USB ポートがあります。
ケーブルをそれぞれ AYO ケースと
パソコンや充電器に差し込んで充電してください。



本体の充電
本体がケースにぴったりと収まり、
充電位置があっているとケースのバッテリーから充電されます。
正しく充電位置に収めるには、テンプルを折り畳む際に充電ピンのある
左のテンプルが外側になるように畳んでください。
ケースに入れるときはプリズム部分を上向きにし、
フレームが平らになるように入れてください。
その際に充電ピンが所定の位置に
おさまっていることを確認してください。( 下図参照 ) 
正しい位置に入れると、本体はぴったりとおさまり、
完全にフラットな状態になります。



本体のバッテリーが満タンになると充電は完了します。
フル充電にかかる時間は約 2 時間半となっています。
ケースのフル充電にかかる時間は約 3 時間となっており、
一度のフル充電で本体を 3 回充電することができます。

初めて充電するとき
AYO を最初に使用する前に、
本体をケースの中にいれた状態で
約 6 時間充電することを推奨しています。



メインプログラム
ここでは、「エネルギーモード」「スリープモード」

「トラベルモード」について紹介していきます。

エネルギーモード
昼下がりや疲れを感じた時、
もっとエネルギーがほしいと
思うことはありませんか？
また会議の前や外出前に
すっきりしたいと思うことはありませんか？

AYO のエネルギーモードならその問題を
すぐに解決してくれます。
セッション時間は
20 分、30 分、40 分から選びます。
セッション後すぐにその効果を感じられます。
( 時間が長いほどより効果的です。)



スリープモード
スリープモードは自然な睡眠サイクルを調整する手助けをしてくれます。

たとえば、朝起きるのがつらくて、
もっとすっきり簡単に目覚めたいと思ったことはありませんか？
もしくは、まだ仕事ややりたいことがあるのに、
夕方に眠くなって困ったことはありませんか？

AYO なら、現在の起床時間、就寝時間と
希望の起床時間、就寝時間をアプリに入力するだけで、
睡眠サイクルを調整することができます。

時間の入力をすると、
スリープモードがスケジュールを立ててくれます。
1 ～ 2 時間以上の変更がある場合は、
調整完了まで数日から 1 ～ 2 週間かかることがあります。
スケジュールはいつでもアプリで確認することができます。

さらにスリープモードについて知りたい方は
support.goayo.com をご覧ください。
(MOBILE APP > Sleep program)



トラベルモード
長距離の海外渡航では、時差に適応するのに苦労することがあります。
トラベルモードは旅行日程を入力するとその日程とプロファイルを
元に計算し、AYO を使用する最適な時間とガイダンスを用意してくれます。
AYO を使う時間になると、アプリはお知らせを通知します。
その際には使用の開始、遅らせる、スキップを選ぶことができます。

「遅らせる」を選ぶと、AYO は全体のスケジュールを調整し
新たに最適な使用時間をお知らせします。

「スキップ」を選ぶと、スキップ分を
補えるようにその後の時間を自動的に調整します。

渡航の方向やいくつの
タイムゾーンを超えるかによって、
期間は異なります。
スケジュールはいつでもアプリで確認することができます。

さらにトラベルモードについて知りたい方は
support.goayo.com のをご覧ください。 
(MOBILE APP > Travel program)



ブルーライトの効果
光は視覚だけでなく健康状態にも重要な役目を担っています。
たとえば睡眠、覚醒や身体全体の生物学的なリズムに影響を与えます。
たとえば朝には「起きる」、夜には「眠る」という指令を出したり、
多くの人が明るく晴れた日に、より高いエネルギーを発揮し、
その後良質な睡眠をとっています。
昨今の現代人の生活スタイルは体内時計を乱し、
それに伴い日常的な疲労感や生産性、
集中力の低下を引き起こしています。

過去 15 年以上の多数の臨床試験でブルーライトが
体内時計の調整に欠かせない要素であることが分かってきました。
そして変化の著しいライフスタイルや、
不規則な睡眠と日に当たらないオフィスでの
仕事が多い現代人にも役立つことが分かってきました。

AYO があれば、いつでも夏の晴天時に
日に当たったような効果を得ることができます。



その他の機能
AYO アプリの機能は日々研究されアップデートされていきます。
さらに AYO アプリについて知りたい方は
support.goayo.com をご覧ください。
(MOBILE APP 内 )

トラブルシューティング
最新の FAQ は support.goayo.com をご覧ください。



安全上の注意

本製品をお使いになる前に、安全上の注意、警告、注意の各項目を
よく読んで使用してください。

AYO は先進的なウェアラブル技術で構成されており、
AYO アプリはパーソナライズされた光体験を提供しています。
AYO は医療機器ではありません。
病気や健康状態の治療、診断をするものではありません。
AYO の技術による効果は個々の適用性や使用期間により異なります。
製品情報に提示されている警告と注意は医師の診断ではなく、
医師の診断に代わるものではありません。
もしも薬や健康状態、病気への影響が心配される場合は、
AYO を使用する前に医師への相談を推奨いたします。

製品やアプリの中に入っている
説明書、警告、注意を厳守して使用してください。
そうでない場合、怪我や損傷につながる恐れがあります。



警告

4 歳以下のお子様が手を触れないように気を付けてください。
下記に当てはまる方の使用は推奨いたしません。
・18 歳以下のお子様
・白内障、緑内障、黄斑変性、網膜障害などの目の病気、
　既往歴のある方、または手術経験のある方
・光に敏感な方、てんかん発作やその他発作の経験がある方
・身体的、感覚的または精神的能力が低下した方、
　またはそのような装置を操作するための
　十分な経験および知識を持たない方

使用前に医師に相談してください
・双極性障害、季節性情動障害の方、
　ご家族の中に目の疾患の既往歴のある方
・感光性の薬を服用されている方
( 影響が出る可能性があるため )

( 例 : 抗生物質、抗ヒスタミン剤、
化学療法剤、心臓病、糖尿病、皮膚用の薬など）



頭痛や口渇、眼精疲労、吐き気、活動亢進などの不調が
あった場合は、AYO の使用を中止してください。
利用を開始する際は 2 ～ 3 日あけ、低い光度で使用を開始してください。

どの光度レベルであっても、光源を直視しないでください。
一日あたりの推奨時間を超える使用や、かかりつけの医師や
AYO アプリの推奨時間以上の使用をしないでください。
こういった使用が頭痛や吐き気、眼精疲労、運動亢進、
入眠困難につながる可能性があります。

同梱の充電ケーブル以外を使用しないでください。
また、損傷や摩耗のあるコード、プラグを使用しないでください。
こういった使用が感電や燃焼、火事につながる可能性があります。

本端末や筐体になんらかの損傷が生じた場合や正常に
動かなくなった場合は使用を中止し、購入店へ相談してください。

本端末を高温や直射日光にさらさないでください。
発熱源や発熱機器の近くで使用しないでください。
また直火の近くでは決して使用しないでください。
本端末には充電バッテリーが内蔵されており、
バッテリーの過熱は火事や爆発の原因となります。



本端末を濡らさないでください。
水気のない乾燥している場所で保管をしてください。
水に浸したり、湿気にさらさないでください。
たとえば、シャワー、風呂、プール等で
使用しないでください。

本端末を開けたり、改造したりしないでください。
元の設計（機械学、電子工学、ソフトウェアなど）の
特性を変更すると、誤作動、機能の低下、
プロダクトの安全性に影響を与える可能性があります。
 AYO デバイスを改造すると、
製造元の保証および責任は完全に無効となります。



注意

本体を寒い環境から暖かい環境へ移動させた場合は、
1 時間以上本体を休ませてください。
端末内に結露が生じる可能性があります。

本体の曲げ伸ばしやその他の機械的な
ストレスを与えないようにしてください。

口のまわりや胸部、首に向けて使用しないでください。

調光レンズや色つきレンズの眼鏡をかけた状態で使用しないでください。
本体とヘアスプレーなどの化学製品を接触させないようにしてください。
掃除する際は、光を避けて乾いた布で拭いてください。

本製品は 1 台を 1 人のユーザーが
使用することを想定しています。
もし共有で使用する場合は、
テンプル部分などの衛生面に気を付けてください。



製造業者は商品性、特定の目的への適合性、製品の有効性、
効率性、パフォーマンス、向上性などの保証を含む、
AYO の技術とデバイスに関して、明示的または黙示的、
口頭または書面による、または法律上のすべての保証を否認し、放棄します。
該当する法律で許容される最大限の範囲内で、直接的、間接的、
偶発的ないかなる責任も負いません。法的な理論の下での
AYO 技術およびデバイスの販売、濫用、または不正使用に起因または
それに関連して生じた、懲罰的または必然的な損害

（損害または利益の損失を含む）そのような損失または損害が
合理的に予想されたかどうかにかかわらず、
いかなる場合においても責任は当初の購入を超えないものとします。

無効とされた期間の意味を反映し、残りの条項の適法性または
強制力は影響を受けたり損なわれたりしてはならないものとします。

一部の管轄区域では、黙示的な保証の除外または制限、
または機密または必然的な損害に対する責任の制限が
認められていないため、上記の制限または除外は該当する
管轄区域には適用されない場合があります。



保証とサービス

なんらかの原因により
以下のような破損を受けた場合は修理が必要です。
・端末が雨や湿気にさらされる
・説明書の通りに操作しているが正常に動かない
・端末の落下または筐体の破損

製造側は以下の条件における
操作性や、安全性、信頼性のみを保証します。
・設置や増設、再調整、修正、修理は製造者または
　認可された者によって実施されること
・操作方法を守った使用がされること



安全性と適合性

EOUROPE 
CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYO は国際規格 IEC62471 に準拠する、目に安全な端末です。

Directive 2014/30/EU (EMC)
EN 55014-1:2006 + A2:2011
EN 55014-2:2015

Directive 2011/65/EU (RoHS)
IEC 62321:2008
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013



Radio-Equipment Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 300328:2015
EN 301489-1:2011
EN 301489-17:2012
The products described above comply with the RoHS Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and the Council 
from 08/06/2011 on restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic appliances.
US
FCC Title 47, Chapter 1, Part 15, Class B
FCC VOC:
47 CFR PART 15 OCT, 2016, Class B
ANSI C 63.4:2014
CANADA
Industry Canada (IC):
ICES-003 Issue 6, January 2016, Class B
ANSI C63.4:2014

その他の地域については、www.goayo.com を参照してください。



Radio-Equipment Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010
EN 300328:2015
EN 301489-1:2011
EN 301489-17:2012
The products described above comply with the RoHS Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and the Council 
from 08/06/2011 on restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic appliances.
US
FCC Title 47, Chapter 1, Part 15, Class B
FCC VOC:
47 CFR PART 15 OCT, 2016, Class B
ANSI C 63.4:2014
CANADA
Industry Canada (IC):
ICES-003 Issue 6, January 2016, Class B
ANSI C63.4:2014

その他の地域については、www.goayo.com を参照してください。

リサイクル

この端末は 2012/19/EU WEEE に準じています。
家庭廃棄物と一緒に捨てることは禁止されています。
適切な収集場所において電子、電気機器として
リサイクルしてください。
詳しくはお住まいの地域の規定に応じ、適切に処理してください。



技術仕様

サイズ　
AYO ウェアラブル：(155 x 65 x 23 mm)、フリーサイズ
AYYO ケース：(173 x 80 x 65 mm)

重量
AYO ウェアラブル：(35 grams)
AYO ケース：(180 grams)

光ソリューション技術
発光ダイオード (LEDs)4 個、光拡散技術

光特性
主波長
約 470nm ±2nm
UV/IR フリーライト
半値幅 22nm
照度 (100％強度 )
約 (10,000 時間 )



光パルス
1,000Hz( デューティ周期、D=25-100％)

耐用年数
10,000 時間

バッテリー
AYO ウェアラブル：
蔵充電式リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7V、100ｍAh

AYO ケース：
充電式リチウム伊 p ンポリマーバッテリー、3.7V、500ｍAh

バッテリー寿命
AYO ウェアラブル：最大 3 時間／ 6 セッション
AYO ケース：最大 10 時間／ 20 セッション
充電時間 (0％から 100％へ充電 )：約 3 時間

外気温
0 ～ 40℃



シリアルナンバー

AYO の固有シリアルナンバーです。
失くさないように保管してください。
このシリアルナンバーはペアリング、
登録時に必要となります。



法律上の注意事項

@Copyright 2016, 2016 Novalogy Inc.
AYO は Novalogy 社の商標です。
www.goayo.com は Novalogy 社の所有となります。

Novalogy Inc.
340 S LEMON AVE #8535
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES
info@goayo.com

Bluetooth は商標であり、承認の元、
Novalogy Inc. により使用されています。
ここに記載される情報は予告なしに変更される可能性があります。
製品やサービスに付随する保証については、
明示的保証に定められています。本書のいかなる記述も、
追加の保証となるものではありません。
本保証規定に含まれている技術的または編集上の誤り、
もしくは欠落について 、Novalogy 社は責任を負いません。


