
取扱説明書

小型空気入れ　DL8071



本製品をご利用いただきありがとうございます。
ご使用する前に、使用説明をよく読んで十分に理解してくださ
い。

1 製品用途
　本製品は小型空気入れです。主に自動車タイヤ40PSI(非フルサイズス
ペアタイヤには適用できません。)と自転車タイヤ120PSIの空気/圧力測定
に応用されています。
　同様にバイク、電気自動車、各種救命ブイ、インフレータ式浮き輪、エア
入りベッド、各種ボール類などの製品の空気注入や測圧に適用します。

2 製品の特徴
1.本品はコードレス充電を採用し、コンセントトラブルを減少さ
せます。
2.2000mAhの大容量リチウム電池を搭載しています。
3.モーターの高速回転により迅速に空気を入れることができま
す。
4.コードレスで場所を選ばずに空気入れや圧力測定ができます。
５.騒音低減設計で作業時の騒音を効果的に減少させます。
6.LEDスクリーン画面は、電池残量、気圧、単位が表示され見や
すくなっています。
7.LEDライト付きで夜間や暗い場所の作業の補助ライトに使用
できます。
8.1２Vシガーソケットを接続することで緊急時の充電も可能で
す。
9.ハンドルをお好みの位置に回転させて、自立させたり、吊り下
げて使うことができます。
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アタッチメント

micro
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3 各部説明



1.起動/電池残量確認

     製品を取り出し、電源ボタンを長押しして起動します。電池の残量を確認してくださ

い。電力が不足している場合は充電するか、車を起動してシガーソケット給電してくださ

い。本体をOFFにするときも電源ボタンを長押しします。

2.エアホース・アタッチメントの取り付け

　エアホースは本体のエアホース接続口に装着し、アタッチメントをロックマークに向か

って反時計回りに回すとロックします。時計回りに回すとロック解除します。

3.気圧設定

     設定（UNIT)ボタンを押すと気圧単位を切り替えができます。単位はPsi、Bar、Kpa、

kg/cm2の４種類が選択できます。

4.空気圧の設定

     空気圧を設定する際は、「＋」または「ー」ボタンを押して数値を調整して圧力を設定

します。画面が3秒点滅して設定完了します。（圧力設定しなくても空気注入はできます）

５.アタッチメントの取り付け

      エアホースのアタッチメントを対象物にあったバルブに取り付けます。エアホースセッ

トの空気入れ先端に奥まで入れて、コックを下ろします。タイヤから「シュー」という音が

聞こえたときはアタッチメントがしっかり挟まれていないため、コックを上げて再度取り

付け直してください。

6.ハンドルの位置

  ハンドルはお好みの位置に回転させ、自立さ

せたり、吊り下げて使うことができます。ハン

ドルを回しすぎると段階式ロックが甘くなりま

す。

7.空気注入の方法

  電源を押すと空気注入を開始します。設定した圧力に達すると自動停止します。停

止するときはもう一度電源ボタンを押します。

　別のタイヤなどに空気を入れる際は電源をOFFにしてステップ3-7を繰り返す必要が

あります。使用終了後は電源ボタンを長押ししてください。４分間動作がないときは電源

がオートOFFします。
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4 使用方法

コック
アタッチメント



8.LEDライト/緊急ライト（警示）
    本品は簡易照明と緊急ライト機能があります。LEDライト/緊急ライトが点灯中
は電源OFF、オートOFF機能は適用されません。
照明マーク１回・・・点灯
照明マーク2回・・・警告灯（赤いランプ）
照明マーク3回・・・消灯

車のタイヤなどで空気が全くない状態でのご使用はしないでください。

5 付属品
本体,     エアホースセット，       1.5V充電アダプター(microUSB)，
12V車両用シガーソケットプラグ，     各種アタッチメント４種、  
交換用ヒューズ1個

6 製品仕様

リチウムイオンバッテリー容量
2000mAh 電圧5V

入力：AC100V 50/60Hz
　出力：DC12.6V 500mA

約10分間（満充電時）

約85dB

約9時間

255ｍｍ×75ｍｍ×45ｍｍ

120psi

20℃～50℃

電　源

電　池

連続運転時間

運転音

充電時間

外形寸法

最大排気圧力

使用温度範囲

質　　量

コードの長さ

気圧単位

気圧計ゲージ

定格電力

最大負荷電

メーター精度

公称流量

600g

約3.5m
（シガーソケット充電プラグ）

psi、bar、kpa、kg/cm2

5-150psi

50W流

4.5A

±2%

約18L/分

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

４

スペック

注意！取り付け直す際は、安全のため電源を切ってください。
             空気注入中はエアホースを触らないでください

10分以上の連続使用はしないでください。 
加熱による変形や劣化につながる故障、発火の原因になります。



7 圧力単位対照表
1psi=0.0689476bar=0.7kg/cm =6.894757kPa

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。
故障かな？と思ったら

2

PSI

26

28

30

32

34

36

38

40

bar

1.76

1.91

2.06

2.20

2.35

2.45

2.60

2.74

kg/cm

1.80

1.95

2.10

2.24

2.40

2.50

2.65

2.79

kPa

176

191

206

220

235

245

260

274
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こんなときは

電源ボタンを押しても
　「ON」にならない

原因・調べるところ
気圧がメーターを超えています

バッテリーの残量が不足している

バッテリーの寿命

対   策

充電を行ってください

本品はバッテリー交換ができません。安全と快
適にお使いいただくためには新しい製品の買
い替えをおすすめします。

充電できない
（充電ランプが点灯しない）

バッテリーの安全装置

　がはたらいている

本体の充電口に充電プラグが接続さ

れていない

間違った充電プラグを使用している

充電ケーブルをはずし、1時間程度放置

（冷却）してから充電する

充電プラグを確実に接続して充電をする

付属のACアダプターを使用して充電する

５



空気を注入できない

エアホースが正しく取り付けられ

ていない

アタッチメントが正しく取り付けられ

ていない

対象物と異なったアタッチメントを取

り付けている

エアホースを正しく取り付ける

アタッチメントを正しく取り付ける

対象物に合ったバルブアタッチメントを取り付
ける

運転中に止まってしまう

安全装置がはたらいている

バッテリーが熱くなっている

長時間使用した

電源をOFFにして、1時間程度放置

（冷却）してから充電する

車載電源供給時に、「パチン」
という音がなり動作が停止した

エアホースを踏んでいる、重いもの

が置かれている

ヒューズが切れた シガーソケット内のヒューズを交換します

踏まない位置に戻す、ホースの上に

乗ったものを避ける

空気圧の測定値が
誤差の範囲を超えている

異常な音がする

・自動車：主に運転席ドア開口部に記載されています。
※メーカー指定タイヤサイズ以外の場合は、タイヤ購入
店に空気圧をご確認ください。

・ボール：主に空気注入口の周囲に記載されています。

・自転車：主にタイヤの側面に記載されています。

注意！
     本製品の数値はあくまで目安です。設定空気圧と充填後の空気
圧の差異がでる場合があります。空気を入れ終わったら適正空気
圧になっているか車の場合は市販の空気圧ゲージ等で必ず確認
してください。

エアホースが曲がっている

バッテリー残量低下 充電を行ってください 

エアホースがまっすぐになるよう形を確保する

６



9 注意事項
安全にお使い頂くために・・・
     本品は正しいご理解のもとご使用していただくことが必要です。ご使用前にはこの取

扱説明書を良くお読みいただき正しいご理解でご使用していただくようお願いいたしま

す。また、お読みになった後もすぐに取り出せる所に保管してください。

本説明書の注意事項に従わなかった場合や、お客様の不注意により発生した故障や事

故につきまして、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

      製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

      注意事項等は、製品を安全に正しくお使いいただく為に、誤った扱いをすると生じる

ことが想定される事を危険・警告・注意に区分した安全に関する重要な内容ですので必

ず守ってください。

【危険！】取扱いを誤った時に使用者が、死亡もしくは重傷を負うおそれがあります。
・本製品は日本国内専用に製造、販売されています。日本国外ではご使用できません。

・以下の行為は感電、液漏れ、異常発熱、破裂、破損の原因となりますので絶対に行わな

いでください。
×火中に入れたり・加熱する
×落としたり、衝撃を与える
×分解・改造する
×端子部を金属などで接触させる
×破損した製品を使用する
×他の機種や他の用途に使用する
×付属以外のシガーソケットアダプターを使用する
×ACアダプターのケース・ケーブル・プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいと
き 

・使用中は、空気の入れすぎに注意してください。使用中は絶対に、本製品から離れない

でください。対象物が破裂する危険があります。

【警告！】取扱いを誤った時に使用者が、死亡もしくは重傷を負うおそれがあります。
・バッテリーパックを閉め切った倉庫や自動車内など、高温になる場所に保管したり長期

間放置したりしないでください。
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・湿気の多いところや屋外で雨にぬれるところなどでは、充電しないでください。感電、異

常発熱、破裂の原因となります。

・換気のよくない場所や屋外で充電しないでください。充電中バッテリーパックを布など

で覆わないでください。発火、異常発熱、破裂の原因となります。

・発電機や変圧器で充電用ACアダプターを使用しないでください。感電、異常発熱、発火

のおそれがあります。

・延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線はしない。感電、異常発熱、火災の原

因となります。

・幼児の手の届くところで充電しないでください。感電やケガの原因となります。

・アダプター・ケーブルはぬれた手で抜き差ししないでください。感電するのおそれがあり

ます。

・使用時以外は、ACアダプターの本体を持ちコンセントから抜いてください。絶縁劣化に

よる感電や漏電火災の原因となります。

・アダプター・ケーブルを破損や加工、配線を引っ張ったりねじったりしないでください。感

電、異常発熱、火災の原因となります。

・本体の充電バッテリーから電池の液が漏れた時は、素手でさわらないでください。液が

目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐきれいな水で洗ったあ

とに医師にご相談ください。液漏れしたバッテリーは使用を中止し、火気には近づけない

でください。

・充電中に本体から異音や異常な発熱、異臭をかんじたらすぐにコンセントからアダプタ

ー・ケーブルを抜き、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。そのまま使用し続け

ると発煙、発火、破裂のおそれがあります。

・空気を入れるときは、付属のアタッチメントを必ずご使用ください。けがをするおそれが

あります。

・使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。けがをするおそれがあり

ます。
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・本体から発煙したときは、煙を吸い込まないでください。吸い込んでしまった場合は、医

師にご相談ください。

・可燃性の液体やガスのある場所では、使用・充電はしないでください。発熱、発煙、発火

、破裂のおそれがあります。

【注意】取扱いを誤った時に使用者が、障害を負う危険が想定されるとき及び、物的障害

のみの発生するおそれがあります。

・本機は精密機械ではありません、空気注入後は必ずエアーゲージ等で規定の空気圧に

なっているか確認してください。また、本機は空気圧の補充用としてご使用ください。

・車のタイヤなどで空気が全くない状態でのご使用はしないでください。

・アダプター・ケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜く。感

電、ショート、発火の原因となります。

・電源プラグにゴミや土、油が付着しないよう注意してください。感電や火災のおそれが

あります。

・本製品は家庭用ですので、業務用として使用しないでください。本製品の使用の際は、

必ず適正空気圧を確認してから使用してください。大型車両では使用しないでください。

・指定された用途以外には使用しないでください。

・子供の手の届くところに置かないでください。事故やトラブルのおそれがあります。

・LEDライトの光を直接目に当てないでください。

・本製品を50度以上になる場所で保管しないでください。車中や高温、直射日光があた

る場所は動作異常、異常発熱、火災の原因となります。

・取扱いや作業の方法、周りに注意し作業をおこなってください。事故やけがのおそれが

あります。

・バッテリーが膨張した時はただちに使用を中止してください。
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【使用上の注意とメンテナンス】

・充電は注入力が弱くなるまで使用してから行なってください。バッテリーの特性により使

用時間が短くなる原因になります。

・microUSBを挿すときは形状の向きを確認し、無理やり入れたり勢いよく抜かないでく

ださい。

・充電の方法は本書の内容を絶対に守ってください。充電中に異常が起きた場合は、直ち

に充電を中止してください。

・使用しない場合でも3ヶ月以内で定期的に充電を行ってください。

・バッテリーは消耗します。充電しても初期の半分程度の作動しか できないときは製品寿

命です。

・エアホースは曲げないでください。正常に空気注入ができなくなります。

・動作中の計測はリアルタイム表示です。スタート時は0が標準です。

・空気注入中は本体から離れないでください。

・車種、タイヤなどの大きさに応じて適切なアタッチメントを使用してください。トラック、

    1２V電圧以外の車種は適用しません。

・充電中は本品を使用できません。

・使用中エアーホースの金属部は熱くなります、金属部にはさわらないように注意してくだ

さい。

・柔らかい布でふいてください。ぬれた布やシンナー、ベンジン、 アルコールなどは使用し

ないでください。
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11

保証品

本体

6ヶ月間

6ヶ月間

バッテリー

保証期間

保証について
・本製品はご購入日より6ヶ月間の製品保証となっております。

・保証期間中に、正しく使用されていたにも関わらず、故障
が発生した場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせ
ください。

・初期不良の場合につきましても、一度弊社にお送りいただ
き、確認できた場合に交換等の対応をさせていただきます。

・本製品の保証範囲は日本国内に限り、有効です。

注意事項
    保証期間内であっても、下記の状態を確認した場合、保証はいたしか
ねます。

1. 注文番号が不明など、ご購入者様の証明ができない場合。

2. 製品への改造などが加えられている場合。

3. 使用方法の誤りなど、お客様ご自身の原因による故障の場合。

4. 製品のお手入れ・清掃など取扱い説明書に記載されているメンテナン

スを行っていないと判断される場合。

5. 落下など、外部からの衝撃による故障の場合。

6. 水没など、水分が原因とされる故障の場合。

7. 天災(地震・風水害・落雷など)が原因の故障の場合。

8. 本書の説明書は通知なく変更される場合があります。



Take-One 小型空気入れ保証書

お　

客　

様

お名前

ご住所

電話番号

ご購入日

〒

年　　　月　　　日

保証期間：ご購入日より３ヶ月

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中央
区北1条
西7丁目1-15あおいビル

お問い合わせ先：
customer@take1tech.com
公式LINE：
＠547dyshh（お問合せ可能）
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