
この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

※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修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を
　制限するものではありません。

保証期間

１．取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
２．修理の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
３．保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
　⑴　本保証書のご提示がない場合。
　⑵　本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がさ
　　　れていた場合。
　⑶　取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
　⑷　表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
　⑸　接続している他の危機に起因した故障および損傷。
　⑹　火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
　⑺　お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
　⑻　ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
　⑼　消耗部品の交換。
　⑽　ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
　⑾　本製品の故障による保管物等への損害。

４．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　　This warranty is valid only in Japan
５。本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

保証規定

修理について
保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしておりません。

■梱包について
梱包は製品ご購入時の箱をご利用ください。
※箱、内部梱包材を処分してしまっている場合は、誠に恐れ入りますがお客様にて別途箱をご用意いただき、内部梱包材は新聞紙などを丸めたもの
などをご使用ください。また、運送中の衝撃を吸収できるようにできる限り厚めに梱包くださいますようお願い申し上げます。
※運送時に梱包が原因で破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について
センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願
い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。

1 年

当社は、製品の故障に関して一定の条件下で保証しておりますが、接続さ
れた機器のデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。
必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意
事項に反したご使用の場合やバックアップの作成を怠ったために、データ
を消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。
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・本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用し
   ないでください。
・ライト点灯時、目を守るために近距離でライトを直接見ないでください。
・ 不安定な場所で使用しないでください。倒れると、火災・ケガの恐れがあります。
・ 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電、火災等
   の原因になります。
・ アームの間、可動部のすき間に指を入れないでください。ケガになる恐れがあり
   ます。
・ 布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしない
   でください。
・ 高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多い所、酸、アルカリ、油を使う場
   所では使用しないでください。（感電、火災等の原因になります。）
・ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
・ お子様には本製品を触れさせないでください。

安全にお使いいただくために
お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくた
めに守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読み
になり内容をよく理解された上で、お使いください。接続された機器の故障、トラ
ブル、いかなるデータ消失、破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故
障、トラブルは当社は保証対象に含まれません。あらかじめご了承ください。

注　意

警　告

注　意

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示
の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。
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USB 出力ポートへスマートフォンやタブレット等を接続し充電
が可能です。

※本製品には外部機器充電用のUSB ケーブルは付属しておりません。
　ご使用になる機器に対応したUSB ケーブルを別途ご用意ください。

ワイヤレス充電台

USB Type-C 本体充電用

USB Type-A 出力ポート

本製品付属のUSB 充電ケーブル Type-C 側を本体に接続し
Type-A 側を USB 充電器等に接続します。
ワイヤレス充電に対応したお手持ちのスマートフォンを充電台
の上に置くと充電が開始されます。

ワイヤレス充電・USB 充電の使用方法

本製品はワイヤレス充電機能が搭載されており、ワイヤレス充
電に対応したお手持ちのスマートフォンを本機の充電台に置く
だけで簡単に充電することができます。

※ワイヤレス充電機能やUSB 出力ポートからの充電機能は、本製品
    が USB 充電器等に接続されている必要があります。
※すべてのワイヤレス充電機器との互換性を保証するものではあり
    ません。

※USB 充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。
※本製品は高速充電には対応しておりません。
※本製品は Apple Watch には対応しておりません。
※スマートフォンケース着用時は非金属性のもので厚み 5mm以内
　まで使用可能です。ケース内に IC カードやクレジットカードが入
　っている場合は取り出して下さい。

6



組み立て方法

ベースとアーム部の接続端子を差し込みます。
差し込み後ネジで固定します。

ハンディライト部分を本体の突起部分に差し
込んでください。
ハンディライト部分可動角度は約 120 度です。
可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。

点灯スイッチを一瞬触ると点灯します。点灯後、再度スイッチに
触れ続けると、しだいに暗くなります。
もう一度触れると消灯します。

バッテリー使用可能時間
LEDランプ（明るさ最大時）：約 1時間
フラッシュライト：約 15 時間      

LED ランプ

点灯スイッチ

フラッシュライト

① ②

充電時間：5V-2A 入力　約 1.5 時間 
　　　　　5V-1A 入力　約 2.5 時間

ハンディライトを取り外しフラッシュライトとして使用
できます。

USB Type-C 本体充電用

　

　

可動角度約 120 度

デスクライト・ハンディライト使用方法

充電が少なくなると LEDランプが 5回点滅したのち消灯します。
その場合は、ハンディライトを本体へ接続しUSB ケーブルを接続
して充電してください。

点灯スイッチを押すと LEDランプが点灯します。
再度押すと LEDランプが消灯し、フラッシュライトが点灯します。
再び押すとフラッシュライトが消灯します。点灯スイッチ

LEDランプ

フラッシュライト

点灯スイッチ

本体充電方法

本製品付属のUSB 充電ケーブル Type-C 側を本体に接続し
Type-A 側を USB 充電器等に接続します。
※USB 充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。

5

警　告

・本製品のUSB ポートを水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れ
   た手で触らないでください。
・IC カード、磁気カードや磁気記録メディアなどを本製品に近づけると、磁気の影
   響により大切なデータが消えることがあります。
・スマートフォンケースを着用したままワイヤレス充電をご使用になる場合は、ケー
   スの材質が非金属性で厚みが 5mm以内まで使用可能です。金属製のケースや厚
   みが 6mm以上のケースは対応しておりません。

・心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたっては医師とよく
   ご相談ください。
　電磁波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。本製
　品をペースメーカーの装着部から十分離して使用してください。
・USB ケーブルを傷つけたり、加熱したりしないでください。火災の原因になりま
   す。
　壁や棚などの間にはさみ込んだり、重いものを上にのせたりしないでください。
　USB ケーブルを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。
　USB ケーブルをを接続したまま、機器を移動しないでください。
　万一、USB ケーブルが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い求めの販売
　店にご相談ください。
・小さなお子様が本製品を使用する場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大人
   の監視、指導のもとで行うようにしてください。
・風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製
   品を使用しないでください。
・液体の異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音が
   したら、すぐにケーブルを外して本製品を使用中止してください。
　そのまま使用を続けると、火災や故障の原因になります。当社サポートセンター
　またはお買い求めの販売店にご相談ください。
・本製品と機器の間に異物 ( 特に金属など ) を置かないでください。
　発熱、発火ややけどの原因になります。
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【アーム部】 【ハンディライト】 【ベース】 【USBケーブル】 【六角レンチ】
【ネジ1本】

・次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
　・結露する場所
　・ほこりの多い場所
・振動する場所、平らでない場所では使用しないでください。
　故障や破損の原因になります。また、落下して、ケガの原因になります。
・直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くで充電しないでくだ
   さい。
・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
　本製品の故障の原因になります。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱って
　ください。
・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
・IC カード、磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけないでくださ
   い。磁気の影響により大切なデータが消えることがあります。
・本製品の接続端子には手を触れないでください。周辺のチリやほこりなどは取り
   除いてください。
   故障の原因になります。

　

警　告 保管方法

注　意

・USB ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
   差し込みが不完全な場合、破損、発熱などの原因になります。
・本製品の上にワイヤレス充電対応機器以外のものを置かないでください。
   特に金属製のものは発熱する場合があり、やけどや火災の原因になります。

製品仕様
製品寸法 約  W15.9 × D15.9 × H47.2cm（折りたたみ時）
製品重量 約 850g

700lux （明るさ最大時）照度
本体材質 ABS 樹脂 / ポリカーボネート

電源
充電時間

USB 電源
1.5 ～ 2.5 時間

入力電圧 5V＝ 2A
USB 出力 5V＝ 2A

デスクライト 約 10W / ワイヤレス充電器 約 10W消費電力

・清掃する際は必ずUSB ケーブルを抜き、ライトが冷えたことを確認してから
   行ってください。
・照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで掃除をしないでください。内部
   に残った場合に、発火や火災の原因になります。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない
   でください。破損、変色の原因になります。

　

※組立作業を行う前に下記の部品が揃っているかご確認ください。
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部品一覧


