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Breathe Healthy

MEOTM is the world’s most innovative 
anti-pollution mask, bringing together the 
most advanced materials and the brightest 
designers – so not only do you breathe 
cleaner air, you look great too.

For support visit www.meoair.com

作为最创新的防雾霾口罩，MEOTM 带给您最 
优良的技术与原料，最卓越的设计。您不仅 
可以呼吸到纯净空气，更可以展示靓丽风采。

更多资讯，请前往我们的网站 
www.meoair.com 咨询

MEOTM は、最も進歩的なマテリアルと聡明なデ
ザイナーが作り出した、世界一革新的な汚染防止
マスクです。きれいな空気と見た目の美しさを同
時に実現。

お問い合わせはこちらまで。 
www.meoair.com 

Welcome to MEOTM
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WEARING INSTRUCTIONS
1. Face the mask outward. Hold the straps.

2. Put on the mask. Your chin should be in the 
mask and straps should be under your ears.

3. Pull the straps backward and secure them  
by using the clip.

4. Adjust the mask to make it fit your face.

RECOMMENDED FILTER LIFE
The filter should be replaced every three weeks. 
Where pollution is more extreme, filters may 
need to be replaced more frequently.

STORAGE 
1. Storage Environment: store in a well 
ventilated, cool, dark environment. Keep  
away from fire and contaminated areas.

2. Storage Temperature: -20o C~40o C,  
less than 80% humidity.

CARE INSTRUCTIONS 
保养须知
お手入れ方法

The filter is not washable.

The mask facing can be hand 
washed gently in warm water.

The mask can filter some  
pollutants, however, it cannot 
completely eliminate the risk of  
illness and infections. 

佩戴说明

1. 确保面层向外并且支架鼻梁处向上。

2. 戴上口罩，确保口罩和脸部紧密贴合， 
绑带从两耳下穿过。

3. 向后拉伸绑带，并使用卡扣固定。

4. 调整口罩贴合脸部，并至舒适位置。

建议滤芯使用周期

建议每3周更换一次滤芯，如果污染十分严重，
滤芯需要更频繁地更换。

储存 

1. 储存环境： 放置在通风､阴凉､避光处储存， 
远离火源和污染。

2. 储存温度：-20℃~40℃， 湿度小于80%。 

滤芯不可水洗。

口罩面层可以用温水温柔手洗。

口罩面层可以过滤某些污染物， 
但不能彻底消除疾病或感染风险。
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使用方法
1. フェイスマスクを外側に向け、ストラップを持ち
ます。

2. あごがフェイスマスクの内側に収まり、ストラップ
が耳の下にくるようにマスクを顔にあてます。

3. ストラップを後方に引き、クリップでとめます。

4. 顔にぴったりフィットするよう、マスクを調整して
ください。

フィルターの推奨耐用期間
フィルターは3週間ごとにお取替えください。汚染が
ひどい場合は、さらに頻繁にお取替えすることをお
勧めします。

保管方法 
1. 保管環境: 換気された冷暗所にて、火気や汚染を
避けて保管してください。

2. 保管温度: 気温-20°C~40°C 、湿度80％未満。

フィルターは洗浄できません。

マスクアウターはお湯で優しく手洗
いしてください。

このマスクはある程度の汚染物質を
ろ過しますが、病気や感染症の危険
をなくすものではありません。
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Slide the left strap through the slot in the left side of 
the mask facing. 

将左边绑带穿过面层的左边开槽。

マスクアウターの左側にあるスロットに、左ストラップをス
ライドさせます。

Slide the mask facing down the strap until the slot is 
positioned over the end of the strap where it 
attaches to the frame.

将面层沿着绑带拉下，直到绑带的末端。

スロットがストラップのフレーム接続部分の終点に
かかるよう、スキンをストラップまでスライドさせます。

2

3

MASK STRAPS AND FACINGS
口罩绑带和面层安装
マスクストラップとアウターの取り付け方法

Please ensure the pointed part of the mask facing is 
pointing up. This is the part that touches your nose. 
Make sure the inside of the mask facing is facing you 
as you prepare to install the left strap.

请确认口罩支架鼻梁处向上。将面层内部面对您，准备
安装口罩的左边绑带。

マスクアウターの鼻梁部分が上向きになっていることを確
認し、内ライナーは、左ストラップの取り付け時、顔のほうに
向けてください。
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Take the right strap and feed it through the remaining 
slot in the mask facing.

将右边的绑带穿过另外一个面层开槽。

右ストラップをとり、マスクスキンの残りのスロットに
通します。
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Slide the mask facing down the strap. Pull the mask 
facing over the frame edge, all the way across the entire 
frame, so that the seam of the mask facing sits along 
the edge of the frame.

沿绑带向下拉动外层，将面罩外层拉至框架的边缘。

カバーをストラップにスライドしてかぶせます。フレームの
端からライナーを引っ張り、フレーム全体にかぶせます。マ
スクの端にあるマスクスキンの継目部分をふち部分全体に
かかるようにします。 
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Pull the mask facing along the strap until the slot is positioned 
over the end of the strap where it meets the frame. Some 
adjustment and manipulation of the mask facing may be 
necessary to get it into position correctly.

将面层向下拉动直至完全覆盖住露出的支架和绑带。 

スロットがストラップのフレーム接続部分の終点にくるま
で、カバーをストラップに沿って引っ張ります。アウターがこ
の位置に来るように調整してください。
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NOTE: The fi lter should be able to be replaced without pulling the mask 
facing off , however we recommend washing the mask facing at the time 
of fi lter replacement.

FILTER FITTING
滤芯安装
フィルターの取り付け方法
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Push the fi lter into the mask cavity.

将滤芯鼻梁部的接缝推入支架。

マスクのくぼみに沿わせてフィルターを押します。

Ensure the seam is at the front of the fi lter towards
the top.

确保滤芯鼻梁部在支架的凹槽内。

フィルター前部にある継目部分が上向きであることを
確認します。

Carefully position the edge of the fi lter into the sealing 
cavity that surrounds the frame.

将滤芯的其他边缘小心的推入支架的框架凹槽中。

フィルターの端をフレームを取り囲んでいる取り付け用窪
みに丁寧に入れ込みます。
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MASK FITTING
口罩佩戴
マスクの取り付け方法

Firmly place the mask against your face, holding 
onto either side.

双手握住口罩绑带的底部，使口罩紧密贴合在脸上。

ストラップの根元を手で押さえ、マスクをしっかりと顔
に当てます。
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Keep the tension of the mask against your face while 
sliding your fi ngers towards the back of your neck.

向后拉动口罩绑带至脖后。

指を首の後ろに向けてスライドさせる間、顔に対してマスク
がぴんと張った状態に保ってください。

Slide the loop over the clip. Adjust the strap so that there
is suffi  cient tension on the straps to keep the mask on 
your face.

将绑带固定在卡扣上并调整至舒适和贴合位置。

輪の部分をクリップにかけます。マスクが顔にフィット
するよう、ストラップを動かして張り具合を調整します。
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CLIP ADJUSTMENT
卡扣调整
クリップの調整

Take the adjustment strap in your hands with the MEOTM 
logo facing up.

在安装前调整卡扣，MEOTM  标志朝上。

MEOTM のロゴが上を向くようにして、調整ストラップを手
に取ります。

Pull the clip out of the strap. Try the mask on without the 
clip and overlay the straps to determine where the clip 
needs to go.

从绑带中取出卡扣。尝试在没有卡扣的情况下调整绑带
来确认挂扣的最佳位置。

ストラップからクリップを引き抜きます。クリップなしでマ
スクをあててみて、ストラップをかぶせてクリップの位置を
決めます。

Push the clip into the strap at the desired position.

将卡扣推入合适的位置。

クリップをストラップに戻し、適切な位置まで押してください。
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Healthy Breath Limited

4D Pacific Rise
Mt Wellington
Auckland 1060
New Zealand

Phone  
+64 9 930 6688

PO Box 62004
Sylvia Park
Auckland 1644
New Zealand

Email   
info@meoair.com
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