はじめに

同梱物

多機能LEDミニライト “CUBE (キューブ）
”をご購入頂き
誠にありがとうございます。
本製品はは様々なライフス
タイルに合った使い方で
お楽し み頂けます。

デフューザー
LED ベース
単四乾電池3本
吊り下げフック

電池カバーの外し方

CUBE 外観
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安全に正しくCUBE (キューブ）
をお使いいただくため
に、
ご使用前に必ずこの取扱説明書を良くお読みくだ
さい。

4
5

不慮の怪我や破損を避けるため、
安全上の注意を良く
お読みの上、
本製品を正しくお使いください。
購入者以外の方が使用する場合もこの取扱説明書を
良くお読み の上ご使用いただくよう、
よろしくお願いい
たします。

c 2014 Phyneos Ltd. All Rights Reserved. enevu is a registered
trademark of Phyneos Ltd.

2 フックの足を広げ、もう一方のスロットへ差込ます

Phyneos Ltd.および販売者はCUBEのご使用による直
接的、
間接的に生じたいかなる損害について一切の責
任を負いません。

小さなお子様への注意

モード切替／電源ボタンを押す事によって
様々な機能を選択 できます。

1

もし電池が液漏れした場合、
液が目や手などの粘膜に
触れるのを避けてください。万一触れてしまった場合
は、
水でよく洗い流し、
直ちに医師の診断を受けて下さ
い。

万一誤って電池を飲み込んでしまった場合、
直ちに
医 師の診断を受けて下さい。

乾電池を充電や分解しないでください。
また、
乾電池をショートさせたり火に近づけると危険で
す。
絶対にお止めください。

おもちゃではありません。小さい部品を含みます。
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2

カバーを正しく合わせます

ロックを矢印の方向へ押し込んだまま

*初めてお使いになる時は、
電池絶縁シートを引き抜いてください

本製品を分解・改造しないで下さい。
パーツの個別販売はしておりません。

ボタンを１回押す:
ボタンを２回押す:

5 「カチッ」と音がするまで、カバーを押して

電池の極性を確認し、
正しい方向に装着して下さい。
誤った方向に電池を装着すると、
化学反応を起こす原
因と なり本体にダメージを及ぼす恐れがあります。

本製品と電池は高温を避けて下さい。

パッケージおよび本体の廃棄

電池の廃棄

テクニカルデータ

パッケージは分解して処分して下さい。

製品の使用者は、電池の回収、
リサイクルが法律で義
務 づけられています。

本体を処分す際は、
廃棄する前に必ず本体から電池を
取り除いて下さい。

家庭ゴミと一緒に捨てないで下さい。

製品名：CUBE LED Light (キューブLED照明）
製品番号：CB.01
LED：3 x ホワイト、1 x RGB
使用環境：0 °C 〜 50 °C
保管環境：-10 °C 〜 50 °C
使用乾電池：単四型乾電池 3本

異なるメーカーの電池と使用しないで下さい。
使用済の電池やCUBE
（キューブ）
を長期間使用しない
場合は、
電池を取り除いて保管して下さい。
液漏れによるダメージを防ぐ事が出来ます。
必要に応じて電池の接触する部分を拭くなどしてク
リーニン グすることで長くお使いいただけます。
過熱による危険性

次のモードへ進みます
ひとつ前のモードへ戻ります

しっかりと閉じてください

ご注意ください

CUBE
（キューブ）
のお手入れには研磨剤や腐食剤は
使わないで下さい。
プラスチック部分を傷めたり、
電気
部品にダメージを及ぼ す原因となります。

4 カラー切替モード（ムードライト）

6 電源オフ
1

CUBEはIPX4防沫仕様であり、
防水機能はありませんの
で、
水中に入れてご使用されたり 、
食器洗浄機に入れ
るなどのご使用はお避け下さい。

3 ホワイトライト 強

7 非常照明モード（アイコンなし）

4 カバーを閉める時は、LEDベースの穴と

お手入れには、
柔らかい布等をご使用下さい。
発熱や発火、感電する恐れがありますので、濡れた手
で電池を触らないでください。
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1 ペンなど先の硬いものを使い、電池カバー
2 電池カバーの端をつまみ、取り外してください

電池を誤って飲むと大変危険です。
また、
本製品が含む小さな部品等は、
お子様が飲み込
んだり遊んだりすると危険です。
CUBE
（キューブ）
と
電池はお子様の手の届かない所 に保管して下さい。

2

2 ホワイトライト 中

5 カラーロック（その時のカラーにロック）

2

4 モードアイコン

警告

1 ホワイトライト 弱

1

3 モード切替/電源ボタン

6

安全にご使用いただくために

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.

CUBEを様々な場所で吊り下げるために使います

モード選択方法

3

1 デフューザー

6 電池カバーロック

この取扱説明書は大切に保管してください。

urbanislander.co.jp/enevu

1 フックの片側の足をスロットへ差し込みます

5 吊り下げフック取付スロット

enevu@urbanislander.co.jp

DESIGN

吊り下げフック取付方法

2 LED ベース

製品に関するお問合せは
下記メールアドレスご連絡くださ い。

SWISS

3 乾電池を差し込みます*

新しい電池を使用下さい。
スポットライトモードの時、CUBE（キューブ）の光を直
視しないで下さい。

本製品の廃棄方法、
リサイクルに関する情報はお近く
の代 理店へお問合せ下さい。

使用済みの電池は各販売店等の回収ボックスに出し
て下 さい。
環境保護の為、
リサイクルにご協力をお願いします。

CUBEが正しく動作しない場合は最寄りの販売店
もしくはEメールにてご連絡願います。
お問合せ：enevu@urbanislander.co.jp

CB.01.M.00.EN.002

ホワイトライトの明るさ*
100 20 1 l ルーメン(強・中・弱）
80 16 1 ルーメン（デフューザー）
*全てのルーメン値には±10%の測定誤差があります。
カラーモードの明るさは使用中の色により異なります。

連続使用時間**
３時間 11時間 100時間

ホワイトライト
（強・中・弱）

カラーモード11時間 / 非常照明モード48時間 (3ms/秒 点灯時)

**使用時間：ANSI FL-1規格に基づく、
電池残量10%ま での測定時間。

仕様及び外見は改良の為、
予告無く変更する事がありま す。

ボタンを6秒以上長押ししてください
ライトを点滅させる非常照明モードに
入ります

