製品取扱説明書

リチウム蓄電池は高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、
ご使用や保管方法には十分ご注意ください。
バッテリー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）の状態で保存しないようご注意ください。
（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

使用上のご注意
●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働時間を保証す
るものではありません。
●本製品のバッテリーは、給電用のバッテリーと共有となっております。
●外部機器に給電しすぎると本製品の稼働時間が少なくなってし
まいますのでご注意ください。
●本製品の付属コネクタで外部機器に接続できない場合は、外部
機器に付属のUSBケーブルにて給電を行ってください。

●本製品に防水機能はありません。本体を水や液体で濡らすと故
障や感電の原因になりますのでご注意ください。
●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。
●ベンジンやシンナー等では拭かないでください。
●分解や改造をしないでください。
●本製品を使用中、異臭や異音、異常な発熱などを感じたら直ちに
使用を中止してください。

保証書付

FMラジオ付

持込修理

マルチソーラーライト
型番：OS-031
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⑤

【付属品】

●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、
一
切の責任を負いません。
●スマートフォンやデジタルカメラ等に電力の供給ができますがフル給
電を保証するものではありません。
●付属品のコネクタは全ての携帯電話、スマートフォン機種に対応して
いるものではありません。
●また、すべての機種への給電を保証するものではありません。

❶

【ＦＭラジオについて】
山間部・ビルの谷間など電波の微弱な場所では受信できない事もございます。
ＦＭ電波の受信はご使用場所によって大きく変化しますので予めご了承ください。

⑥
❷

製品の不具合等、
不明点があった場合は、
【製品サポート窓口】
へご連絡ください。
お電話でお問合せの際は、まず購入店名をお知らせください。
製品サポート窓口

support2@onsquare.jp

048-242-3220 (代)
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●本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。
●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場
合の損害については、一切責任を負いません。
●製品の設置（取り外し）などにより生じた費用および建物等への
損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。
●地震、雷、風水害および火災並びに第三者による行為、その他の
事故並びにお客様の故意または過失、
誤用、
その他の異常な条件
下での使用により生じた損害に関して、
一切の責任を負いません。

②

❶ USB充電ケーブル
❷ マルチUSB給電ケーブル（5Pin）

OUT 5V

免責事項
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⑮

【各部名称】
※土・日・祝祭日を除く平日の
午前10：00 〜 午後5：00まで受付

① ソーラーパネル

⑨ ダイナモハンドル

② デスクライト

⑩ ボリュームボタン

③ デスクライトボタン

⑪ ラジオチューニングボタン

④ スピーカー

⑫ ラジオ電源ボタン

⑤ フラッシュライト

⑬ USB入力端子（micro-B）

⑥ ラジオランプ

⑭ USB出力端子（Type-A）

⑦ バッテリー残量表示

⑮ 懐中電灯

⑧ ファンクションボタン

⑯ 台座

台座の中に充電ケーブルを
収納することができます。

はじめにお読みください
●この度は弊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。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をご一読い
ただき、
正しく安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。
●保証書欄は「お買い上げ日、
販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

●本製品のご使用前に必ず動作確認を実施してください。
本製品は持込修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応は致しかねます。また、
保証範囲は当社製品のみ
となりますので、工事費用などの別途費用が発生した場合の補償は致しかねます。予めご了承ください。

ver.1.0.0

■操作方法

窓際など日当たりのよい場所に、ソーラー
パネルが日差しにあたるよう設置して充電
します。
※ソーラー充電は日差しの強弱／本体パネ
ル角度によって充電時間が異なります。
（※バッテリー残量0％状態より）
【フル充電の目安】
晴天時の日差し：約18時間
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※実用点灯時間：約30時間（フル充電時）

ファンクションボタンを押すと
懐中電灯が点灯します。
再度ファンクションボタンを押
すと懐中電灯が消灯します。

IN 5V

（※バッテリー残量0％状態より）
【フル充電の目安】
1秒間に2回転の速度：約5時間
※手回し充電は、緊急時などの電池が無い場合の充電
方法として大変有効です。

充電中はバッテリー残量表示のランプが
点滅・点灯し充電状態をお知らせします。
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■バッテリー残量表示
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■緊急サイレン機能
ファンクションボタンを長押し
するとフラッシュライトが点滅
し大音量のサイレンが鳴り響
き、緊急時に場所を知らせた
り、防犯ブザーとして使用でき
ます。
再度ファンクションボタンを
押すと止まります。

長押し

製品仕様

■デジタル機器への充電
付属のマルチUSBケーブルの片方
をUSB出力端子に接続し、もう片
方をスマートフォンおよび携帯電
話等のデジタル機器に適切なコネ
クタを使用し充電します。
※本製品の付属コネクタで接続
できない場合は、外部機器に
付属のUSBケーブルにて充電を
行ってください。

デスクライト部を開きデスク
ライトボタンをタッチすると、
ライトが点灯します。
デスクライトボタンを長押し
することで明るさの調整がで
きます。
再度、デスクライトボタンを
タッチすると、デスクライトが
消灯します。

VOL -

■懐中電灯

ダイナモハンドルを開き、
ハンドルをまわして発 電
（充電）を行います。
回転方向に関係なく発電
（充電）できます。

【フル充電の目安】
（※バッテリー残量0％状態より）
バスパワー接続：約５時間
ACアダプター接続：約2.5〜5時間

本体の充電中または懐中電灯
やラジオとして使用する際、
同時にバッテリー残量表示が
点灯します。
（残量表示は４目
盛表示）
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■ダイナモハンドルによる充電（手回し）
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ラジオランプ
Radio
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本体のUSB入力端子に付属のUSB充電ケーブル
を接 続し、パソコンなどのUSB 端 子（バスパ
ワー）、もしくはACアダプター（別売）と接続して
充電を行います。

※実用点灯時間：約7時間（フル充電時）

OUT 5V

■ソーラーパネルによる充電

■デスクライト（調光機能付）

※ラジオ稼働時間：約5時間（フル充電時）

①ラジオ電源ボタンを押すとラジオ
ランプが点灯しラジオが起動します。
②ラジオチューニングボタン（＞＞は
アップ、＜＜はダウン）を押すと、
放送局の自動捜索を開始します。
（※オートスキャン）放送局を検出
後、自動的にラジオが流れます。
③ボリュームボタン（VOL+、VOL-）を
押して音量を調整します。
④再度ラジオ電源ボタンを押すとラ
ジオランプが消灯し電源がオフに
なります。
※ボリュームボタンで音量を最小に
しても無音にはなりません。

■充電方法 ※本製品をご使用にあたり、必ず初めに本体の充電を行ってください。
■USB電源による充電

■ラジオ機能（FM）

IN 5V

この度は、
弊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。
はじめに本取扱説明書をご一読のうえ、
正しく安全にご使用ください。

OUT 5V

製品取扱説明書

■１つ点灯：残量 約 25％未満（充電が必要です）
■２つ点灯：残量 約 50％未満
■３つ点灯：残量 約 75％未満
■４つ点灯：フル充電（残量75％以上）

型番

OS-031

本体サイズ

約318×69×91mm

重量

約357g

太陽電池

5V 90mA 128×31mm（放射照度：100mW/cm2）

内蔵電池

3.7V 1500mAh（リチウムポリマー電池）

ラジオ周波数

FM 76.0 〜108.0MHz

スピーカー出力

8Ω 0.5W

実用点灯時間（フル充電時）

デスクライト 約7時間 ／ 懐中電灯 約30時間

ラジオ稼働時間（フル充電時）

約5時間

明るさ

200ルーメン

光源寿命

約10000時間以下

USB出力電圧・電流

DC 5.0V 500mA

USB入力電圧・電流

DC 5.0V 1000mA

生産国

中国

セット内容

マルチUSB給電ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書(本書)

※音量や受信状況により変動します。

●LEDランプの交換はできません。
●製品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
●万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
●仕様および外観・外装は予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。
■ 輸入発売元

オンスクエア株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル6F
TEL : 048-242-3220(代)
URL : www.onsquare.jp

