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長時間、連続して充電用ハンドルを回さない

●眼を痛める恐れがあります。

LED発光部を直視しない

●連続して充電用ハンドルを回すと、本体表面の温度が高くなることが
　あります。温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温ヤケドの
　原因になります。

充電用ハンドルを持って、本体をぶら下げたり、
振り回したりしない
●ケガや破損の原因になります。

手回し充電ライト

型
番

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

絵表示の例

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけ

　るところに必ず保管してください。

●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや

　他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、

　危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする

　ことにより生じることが想定される内容を [ 危険 ][ 警告 ][ 注意 ] の３つに

　区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りく

　ださい。

危 険

警 告

注 意

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

人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ます。

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を
示します。

傷んだ充電用コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない

●火災や感電の原因になります。充電用コードが破損したときはただちに
　ご使用を中止し、ご使用の機器が推奨している充電用コードを使用して
　ください。

修理技術者以外の人は絶対に分解や修理・改造をしない
●発火したり、異常動作したりしてケガをする恐れがあります。

梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。

隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの販売店または
　当社サービスセンターにご相談ください。

②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、
　お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店に
　ご相談ください。

④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
　性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて
　株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な
　管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客
　様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

入力端子

出力端子 USB-A×１

USB Micro-B×１

本体定格入力 DC5V　1A

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

※あくまで目安であり、可動時間を保証するものではありません。

①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず
　保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

-10℃～55℃

製品寸法（約）

製品重量（約）

充電用コード長（約） 0.8ｍ

幅154×奥行38×高さ68mm

220g（付属品を含まない）

電源

約10時間

約25時間

使用温度範囲

0℃～55℃充電温度範囲

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの
販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

安全上のご注意

アフターサービス 仕　　　　様

DJL-H163

●ショート・感電・故障の恐れがあります。
●防滴性能を保つために、差込口カバーを完全に閉めてください。 
●強い水しぶきをかけないでください。
●浴室など水のかかるところで使用しないでください。
●雨水など大量に水がかかるところで使用しないでください。

本体に強い衝撃を与えない
●ケガや故障の原因になります。

●転倒、落下し、故障の原因になります。

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などの恐れがあります。

製品は定期的にお手入れをする

●本体内部が濡れた場合。
●本体が破損した場合。
●本体から煙、火花が出た場合。
●LED発光部が点滅、破損した場合。

以下の異常が発生した場合、使用を中止し、
当社サービスセンターにご相談ください

●故障の原因になります。

高温の環境に置かない

不安定な場所に置かない

真水・水道水以外の液体（洗剤や入浴剤の入った水、温泉水、
高温のお湯、プールの水、海水など）をかけたり、水の中に入れ
たり、丸洗いしたりしない

●イラストと実際の製品は異なる場合があります。

[ 受付時間 ] 10:00～12:00・13:00～17:00
（土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く）

サービスセンター（製品の使い方や修理などに関するお問合わせ）

充電時に水がかからないようにする
●差込口カバーが開いた状態では防滴仕様ではありません。

リチウムイオン充電池（内蔵）：DC３.7V　2200mAh

《電池持続時間》

ライト使用時

点滅灯使用時

FAX : 075-681-0886

住所 :〒601-8347　京都府京都市南区吉祥院観音堂南町 1番 57 号（電響社サービスセンター）

※フル充電時の連続最大持続時間

初めてご使用の場合は、フル充電後に、使用や保管を行ってください。
お願い

Ver.1.1



USB Micro-B
USB Type-C

B

各部の名称

LED発光部

★ネジ

★ネジ

★ネジ

点滅灯（赤色）

★ネジカバー
（外すとネジがあります）

ライト/点滅灯切替スイッチ

OUTポート（USB-A）

INポート（USB Micro-B）

IN/OUT スイッチ

充電残量ランプ

差込口カバー

ストラップ

充電用

ハンドル

ラ　イ　ト　を　使　う本　体　を　充　電　す　る ス マ ー ト フ ォ ン や 携 帯 電 話 を 充 電 す る（ 外 部 充 電 ）

充電用ハンドルで充電する

外部電源から充電する

ライトをつける / 消す

簡易ランタンとして使う

●ライト/ 点滅灯スイッチを押すと LED 発光部が点灯します。

　押すごとにライトの種類が変化します。

●図のように付属の充電用コードをご使用の機器に差し込みます。

※必要に応じて、ご使用の機器が推奨している充電用コードをご使用ください。

●IN/OUT スイッチを「IN」に切り替えます。

　※「IN」に設定されていないと本体に充電できません。

ライト点灯

消　灯

点滅灯点滅

本　体

A

B

《フル充電時間》

約３時間

《はじめに》

●IN/OUT スイッチを「OUT」に切り替えます。

　※「OUT」に設定されていないと外部に充電できません。

《はじめに》

使　い　方

お手入れと保管

●汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、

　乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

《お手入れについて》

●充電用コードにスマートフォンなどを２台以上接続しないでください。
　故障の原因になります。
●充電用ハンドルで直接外部機器に充電できません。
●機種により充電時間や充電量は異なります。
●1A以上の機種は充電できない場合があります。
●本体が過放電（完全に放電した状態）では外部機器（スマートフォン・
　携帯電話）に充電できません。
●万一、本製品の使用中にご使用の機器のメモリー内容が消去されても、
　当社では補償はいたしません。
●全ての機器への充電を保証するものではありません。

充電用ハンドルは早く回しすぎない
●早く回しすぎると故障する恐れがあります。
　（１秒間に２回転以上回しても充電速度は変わりません）

●充電用ハンドルをどちらか一方向に

　回してください。

●充電中は充電残量ランプが点滅します。

●左右どちらに回しても充電できます。

●充電用ハンドルは１秒間に２回転を

　目安に回してください。

●充電用ハンドルを回している間、

　充電残量ランプが点滅し、充電を開始します。

　（充電残量が無くてもライト、点滅灯は使用できます）

4 個目が点滅1 個目が点滅 ２個目が点滅

26 ～ 50%1 ～ 25%充電残量目安

３個目が点滅

51 ～ 75% 76 ～ 99%

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

付属品

収納袋 ×１

ストラップ ×１

充電用コード ×１

●長期間使用しない場合は、内蔵充電池に充電が半分以上（充電残量ランプ

　２個以上点灯）ある状態にし、保管してください。

●内蔵充電池を長持ちさせるため、約半年に１回充電、点検を行うことを

　推奨します。

●製品は異常な低温・高温下で保管しないでください。

《保管について》

内蔵充電池を長持ちさせるため、必要以上の過充電や過放電（完全に放電
した状態）で保管しない
●内蔵充電池の寿命が極端に短くなります。

を接続
A

A

を接続

B

●本製品は簡易ランタンとして使用することが

　できます。周辺を明るく照らしたいときに

　オススメです。

●ライト側に付属の収納袋やお手持ちの

　半透明の袋を右図のようにふんわり被せます。

を接続

スマートフォン

※本体に装着しています。

USB-AA

パソコン

●付属の充電用コードを、本体とパソコンなどの USB ポートや

　市販の AC-USB アダプターにつなぎます。

●充電残量ランプが点滅し、充電を開始します。

内蔵充電池は完全に使い切ってから分解してください。
お願い

取り外した内蔵充電池は、リサイクル協力店に設置している

「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

内蔵充電池は家庭ゴミとして捨てないでください。

①本体５箇所のネジ（各部の名称に

　★で記載）を外します。

②コネクターを外します。

③内蔵充電池カバーのネジを外します。

④内蔵充電池カバーを外し、充電池を

　取り出します。

《廃棄について》

●分解の際はケガに注意してください。
●配線は絶対にハサミなどで切らないでください。感電の原因になります。
●内蔵充電池は交換できません。

●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解しないでください。

本体内部

コネクター

内蔵充電池
カバー

充電残量

ランプ


