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このたびは、Technogel®  ピローをお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

Technogel®  ピローは、最高級素材を使用したイタリア製枕です。
Technogel® は、世界でただ一つの決定的なやわらかさとフィット感を持つ素材です。

体圧分散性能に優れ、首や頭部への負荷を軽減できるのが特長です。

Thank you very much for your purchase of a
Technogel® pillow.

Technogel® pillows are made in Italy
using only the highest quality materials.

Technogel® is a unique material, which provides you

Technogel® evenly distributes over the entire contact surface, generating a 
substantial reduction in pressure and give support to your neck and head.
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absolute softness and fitness.

The original
gel technology



Attention
• Leave the pillow out of its packaging in a dry, ventilated place for at least 12 hour

before using it for the first time. 
• Preferably store and use at ambient temperature (18 °C - 25 °C).
• Do not expose to sunlight, UV rays or sources of heat above 43 °C. Do not use dryer.
• Since pillow is made from Polyurethane and Gel, it has superior support on human bodies. 

Please do not use on prone position.  Not suitable for children under the age of 36 months.
• Do not remove the internal protective cover. It is not intended to be detached from the 

product at any time; the guarantee is void if the protective cover is opened or broken.
• Avoid contact with sharp objects or edges that could tear or cut the pillow.
• Do not fold or double to avoid damage and crack. Do not use product for purposes 

other than those intended.
• Since Technogel pillow has unique heat dispersions properties, you may feel cool 

especially in winter. In case, please use an extra cover to adjust.
• Internal protective cover is cotton material and not bleached.
 That’s the reason why there are some spot on it. It is no problem for use.
• To avoid dirt and scratch, we recommend to use a pillowcase.

Caring instruction
• The pillow comes with a second protective cover that can be washed.
 Please follow washing instruction.

お取扱い上の注意
• 初めてお使いになる際は、本製品をビニール包装から出した後、12時間ほど直射日光のあ
たらない風通しのよい場所に置いてからご使用ください。

• 本製品は室温18℃ ～ 25℃でのご使用（保管）をおすすめします。
• 枕本体を直射日光、紫外線、43度以上の熱にあてないでください。また乾燥機のご使用も
避けてください。製品の劣化や破損の恐れがあります。

• 枕本体はフィット性の高いウレタンフォーム及びジェル素材を使用しているため、顔を真
下にした状態でのご使用は避けてください。また、乳幼児へのご使用も避けてください。

• 枕本体を包む側地は取り外さないでください。側地を取り外したり破いた場合は保証の対
象になりません。

• 本製品を鋭利な刃物・先端のとがったものに近づけないでください。
• 本製品を折りたたんだり引っ張らないでください。また枕以外の用途でご使用にならない
でください。

• 枕本体のジェル素材は、熱伝導率が高いため、冷たさを感じる事があります。特に冬場、冷
たすぎる場合は、タオルなどで調節してご使用ください。

• 枕本体を包む側地は、自然な風合いを保たせるため、若干の綿かす（黒い斑点）が残った
状態になっていますが、ご使用に問題はありません。

• 枕本体の汚れやキズを防ぐため、枕カバーのご使用をおすすめします。

お手入れ方法
• 枕本体に付属の枕カバーは取り外して洗濯できます。枕カバーに付属の品質表示に従って

• Do not wash with water / No dry cleaning. If it gets dirty, please wipe with cloth.
• Store in a dry, ventilated place and avoid direct sunlight.

Guarantee
• D-Breath Co., Ltd. guarantees its products for a period of three years after the date 

of purchase. The guarantee does not cover pillowcase.
• If any defect due to faulty materials (over 3 cm concave/dent) and workmanship occurs 

within this three year guarantee period, we will replace the product as our expense.
• If a model has been discontinued, Technogel may in its sole discretion replace it 

with a pillow of equal or better value at its option. The replacement product may
have a different design. 

• Replacement of the Product or of any of its components, pursuant to this Guarantee, 
does not extend the duration of the Guarantee.

• In case of guarantee request, please contact us with this guarantee sheet and your 
receipt.

• The warranty does not cover faults caused by improper use, lack of care or damage 
that is not directly the fault of the manufacturer.

• The color of pillow can be changed, due to material characteristics. Quality and 
capability are stable. The guarantee is not applicable in this case.

• Air holes can be found on Polyurethane part due to characteristics in processing. 
Quality and capability are stable. The guarantee is not applicable in this case.

お取扱いください。
• 枕本体は水洗いもドライクリーニングも出来ません。枕本体が汚れた場合は布などで汚れ
を拭き取ってください。

• 本製品を保管する際は、直射日光のあたらない乾燥した風通しのよい場所に保管してくだ
さい。

製品の保証
• 本製品にはご購入日から3年間の保証が付いています（付属の枕カバーを除く）。
• 保証期間内に、製造過程で生じた不具合や構造的欠陥による不具合が本製品に生じたと
弊社が認めた場合、また素材の劣化により3cm以上の凹みが生じた場合、製品を無償にて
交換いたします。

• 保証期間内にモデルチェンジなどがあり同じ製品に交換できない場合は、同等の製品に
交換いたします。その際、デザインなどが多少異なる場合もございますので、予めご了承く
ださい。

• 製品の交換により、最初の保証期間が延長されることはありません。
• 保証を請求される場合は、ご購入を証明する領収書などをご用意の上、お問い合わせ先ま
でご連絡ください。

• 不適当な使用や不注意により生じた破損については保証の対象になりません。
• 素材の特性上、経年変化により枕本体の素材が変色する場合がありますが、保証の対象に
はなりません。

• 製法の特性上、枕本体のウレタンフォーム部分に気泡（穴）が残る場合がありますが、保証
の対象にはなりません。


