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取扱説明書／保証書

保証書

製造元 : 株式会社アンビエンテック
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1
パークタワー横濱ポートサイド2F
Tel : 045-441-0083
受付時間︓月～金　10︓00～17︓00（土・日・祝日はお休み）

Ambientec Corporation
Parktower Yokohama Portside 2F, 2-1 Kinko-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama, Kanagawa, 221-0056 Japan
Tel : +81-45-441-0083

お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体表示などの注意書き
に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無償
修理いたします。製品と本保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修
理をご依頼ください。
※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。
この保証書は、本書に明示した期間および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ので、保証期間が経過した後の修理についてご不
明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。

　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

お名前

ご住所

電話　（　　　　）　　　　　　-

住所 ・ 店名

電話　（　　　　）　　　　　　-

※ お買い上げ日

※ お客様

※ 販売店

品名／品番

保証期間

□   ボトルド　マットシルバー／BL001-03S

□   ボトルド　グロッシーホワイト／BL001-02WHT

お買い上げ日より 1年間

本体

充電台

USB AC アダプター
　品番︓AMB-AC02

ボトルド用
USB接続ケーブル
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目次

ボトルド　マットシルバー
BL001-03S

ボトルド　グロッシーホワイト
BL001-02WHT

この度は、アンビエンテック・ボトルドをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に、この取扱説明書
をよくお読みください。また、本書には保証書も付いていますので
大切に保管してください。

＜部品の交換について＞
ガラスシェード及び内蔵電池（充電式リチウムイオンバッテリー）の交換に
関しては、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。有償で
交換させていただきます。

＜保証内容及び修理に関して＞
１　保証書の「お買い上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよ

くお読みいただき、大切に保管してください。
２　保証期間はお買上げ日より1年間です。
３　修理をお申しつけされる場合

●保証期間中︓製品に保証書（本書）を添えて、お買い上げの販売店
にご持参ください。 保証書に記載された内容に基づ
き修理いたします。

●保証期間外︓修理が可能な場合は、ご要望により有料で修理いたし
ます。

４　その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問などがございましたら、
弊社までご連絡ください。

品名

品番

ボトルド　グロッシーホワイト

BL001-02WHT

ボトルド　マットシルバー

BL001-03S

1　保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。 
[1]ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷 
[2]お買い上げ後の不適切な取扱い（例えば落下）、あるいは輸送、移動

などによる故障および損傷 
[3]火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・

ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧、周波数）
・その他の外部要因による故障および損傷 

[4]本書のご提示がない場合 
[5]本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、

あるいは字句を書き換えられた場合 
[6]設定の調整、変更、消耗部品の交換

2　本書に記入されているお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合
には、弊社にお問い合わせください。

3　本書は日本国内においてのみ有効です。 
This warranty is effective only in Japan.

4　本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5　ガラスシェードの破損については、保証対象外となります。
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内容物一覧1

アフターサービス2 保証規約4

製品仕様3

本製品の仕様は告知なく変更する場合があります。

本体

光源

調光 （無段階）

 （4段階）

消費電力

色温度

連続点灯時間

充電方式・時間

電源

充電回数

防水性能

大きさ

重さ

主な材質

使用温度

充電台

大きさ

重さ

主な材質
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EX-HIGH

EX-HIGH

3.5W

4時間

HIGH

2W

8時間

MID

0.6W

24時間

LOW

LOW

0.15W

100時間

ガラスシェード

アルミベース

LED
発光モジュール
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ボトルド　マットシルバー

BL001-03S

ボトルド　グロッシーホワイト

BL001-02WHT

この度は、アンビエンテック・ボトルドをお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に、この取扱説明書

をよくお読みください。また、本書には保証書も付いていますので

大切に保管してください。

LED

2500K

USB充電・約5時間

充電式リチウムイオンバッテリー　3.7V / 5200mAh

約500回

※充電回数とは、目安として電池性能が50％以下になることを示しています。

LED発光モジュール　防水保護等級IPX6相当

※外装のガラスシェード及びアルミベースは防水仕様ではありません。

※IPX6とは、「あらゆる方向からの強い噴流水による影響がない」保護の程度

を示します。

外径︓Φ約100mm　高さ︓約250mm

約1200g

特殊塗装ガラス

 アルミニウム＋焼付塗装 アルミニウム＋白色塗装後UVコーティング

ポリカーボネート、シリコンゴム、ABS等

0℃～40℃

外径︓Φ約98mm　高さ︓約20mm

195g

 アルミニウム＋焼付塗装 アルミニウム＋白色塗装後UVコーティング

ABS、ウレタンゴム

見本
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●この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載されていま
すので、必ず守ってください。

●以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をした場合に
生じる危害や損害の程度を説明しています。

次に示す内容を守らず誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、液漏
れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

●分解・改造をしないでください。●火の中に入れたり、
オーブンで加熱しないでください。●高温の場所で使用や
放置をしないでください。●落下や衝撃を加えると、
ガラスシェードが割れたり部品が破損することがあり
ケガの原因になります。●乳幼児の手の届く場所に置か
ないでください。

●本体及び充電台の充電端子を、金属のピン等でショー
トさせないでください。●ACアダプター(AMB-AC02)を
使用する場合は、定格電圧（AC100V～240V)で使用して
ください。●ACアダプターや充電台を液体で濡らしたり、
濡れたままで使用しないでください。●ACアダプターや
家庭用電源、充電端子内にほこりがたまってないかを定期
的に点検してください。●ボトルド用USB接続ケーブルの
コードが傷んだら使用しないでください。●家庭用電源
やACアダプターは、プラグを根元まで確実に差し込んで
ください。●本体を振り回したり投げたりしないでくだ
さい。●ガラスシェードと、アルミベースの嵌合が緩ん
でくると持ち上げたときにアルミベースが落下することが
あります。

●不安定な場所、傾いたところでは使用しないでください。
本体が倒れ、破損やケガの原因となります。●長期間使用
しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて
ください。●周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してくだ
さい。●屋外や直射日光が当たり高温になる場所では充電
をしないでください。

＜ 本体の充電 ＞
●USB接続ケーブルの丸型コネクターを充電台に取り付けます。
●USB接続ケーブルの大きいコネクター（USB側）をACアダプターに接続します。
●ACアダプターをコンセントに差し込みます。
●本体を充電台にのせて、表示ランプが点灯したら充電開始です。充電が

完了すると、表示ランプは消灯します。
●製品仕様に記載されております充電時間（約5時間）は消灯時の充電時間

の目安となります。点灯しながら充電を行いますと、点灯する光量によって
消灯時の充電時間より長くなります。

※特にEX-HIGHにて点灯しながら充電した場合に充電効率が著しく悪くなります。
充電時は消灯/LOW/MID/HIGHの状態で充電することをお勧めします。

※屋外や直射日光が当たり高温になる場所では充電をしないでください。

＜ 本体の操作方法 ＞
●メインボタン （本体横）
●　　　　 ON/OFF調光ボタン（本体底面）

1回押すごとにLOW→MID→HIGH→
EX-HIGH→OFFを繰り返します。
押し続けると無段階の調光がはじまり、
指を離したところで光量が決まります。

※ バッテリーの残量が少なくなると、使
用中あるいはメインボタンやON/OFF調
光ボタンの操作時に光がゆらいでから、
光量がLOWに固定されます。(この時、
ボタン操作をしても光量は変えられませ
ん)その後、バッテリーの残量がなくな
ると消灯します。

●　　　　   バッテリー残量確認ボタン（本体底面）
バッテリー残量表示ランプの点滅方法により、バッテリー残量を3段階
で表示します。

●　　　　　   メモリーON/OFFボタン（本体底面）
点灯している光量を記憶してON/OFFを行うボタンです。ご使用の光量
が決まっている場合、このボタンを使用することで毎回光量調整をする
必要がなくなります。メインボタンやON/OFF調光ボタンを押すことで
解除されます。

＜ その他 ＞
ガラスシェードとアルミベースは、
ガラスを回すことで取外しができま
すので、内側が汚れた場合にクリー
ニングをしたり、万が一落として部
品が破損した場合、部品の交換（有
料）が出来るようになっています。
また、ガラスシェードとアルミベー
スの嵌合が緩んでいると、アルミ
ベースが落下して危険ですので、嵌
合が緩んだ場合はガラスシェードを
時計回りに回してしっかり締め直し
てください。
※ガラスシェード内側のクリーニン

グについては、　お手入れをご参
照ください。

100%～65％
65％～20％
20％～1％
0％

10秒間の点灯
2秒間隔の点滅を10秒間繰り返します
1秒間隔の点滅を10秒間繰り返します
消灯

（明）（暗）
LOW

OFF

MID HIGH EX-HIGH

100時間 24時間 8時間 4時間連続点灯時間

調光（4段階）

本製品を良好な状態でご使用いただくために、下記のガイドラインに従っ
てお手入れをしてください。

＜ クリーニング ＞
●ガラスシェード

ガラスシェードの内側が汚れ
た場合は、シェードを反時計
回りに回して取外し、水で少
し湿らせた柔らかく毛羽立た
ない布で拭いてください。

 

アルコールは使用しないでく
ださい。ガラスシェードの内
側には特殊な塗装が施されて
おり、アルコール等が付着す
ると剥がれます。

●アルミベース
底面の端子やシリコンシート
（端子周辺の黒いシート）が
汚れた場合は、少量の水で湿
らせた柔らかく毛羽立たない
布で拭いてください。

●充電台
端子部にゴミやホコリがある
場合は、綿棒等で取り除いて
ください。金属製のピンセッ
ト等は使用しないでください。

※クリーニングの前に製品の電
源を切り、接続されている
ケーブルやコネクターを全て
取り外してください。

※スプレー式の液体クリーナーや
ベンジン、アルコール、シンナー
等の溶剤、研磨剤等は使用しな
いでください。

＜ 修理 ＞
ご自身で内蔵LED発光モジュールを分解、修理、改造しないでください。
修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。

内蔵のLED発光モジュールは防水仕
様（IPX6*相当）となっておりますが、
外装部品（ガラスシェード、アルミ
ベース）は防水仕様ではありません
ので、水がかかった際には外装部と
の間に水が溜まることがあります。
その場合は、ガラスシェードを反時
計回りに回してアルミベースから取
外し、自然乾燥させてからご使用く
ださい。また、水中では使用出来ませ
んので、浴槽や水の中には入れない
でください。

*IPX6とは、「あらゆる方向からの
強い噴流水による影響がない」保護
の程度を示します。

充電台及びACアダプターは防水仕様ではありませんので、水に濡らさない
ようにご注意ください。本体が濡れた後は、水分を拭き取り完全に乾燥さ
せてから充電してください。

あけるしめる

メモリーON/OFFボタン

ON/OFF調光ボタン
バッテリー残量確認ボタン
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防水性能について9

本体

充電台

ガラスシェード

アルミベース

メインボタン

表示ランプ

充電端子

＜本体底面＞

バッテリー残量確認ボタン

メモリーON/OFFボタン

ON/OFF調光ボタン

充電端子

バッテリー残量表示ランプ

8

点滅の仕方でバッテリー残量を
表します。

充電台との接点になります。

防水仕様

注意

注意

警告

危険

注意

警告

危険

死亡または重傷を負う危険性が大きいと想定される内容です。

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

損害を負うことや、物的損害発生が想定される内容です。

＜本体底面＞

メインボタン


