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品名

品番

演色性

付属品

充電方式・時間

電源

防水性能

調光モード

消費電力(w)

色温度(k)

連続点灯時間(h)

主な材質 本体/
充電台

その他

大きさ(mm)

表面処理

光源

重さ(g) (本体のみ)

ターン
アルミニウムブラック

TN001-01AB

ターン
ブラス

TN001-01BS

ターン
ステンレス

TN001-01SS

USB ACアダプター
品番：AMB-AC02

充電用USBケーブル(Type-C)
品番：AMB-CAB03

充電台（本体と同色）
※TURN＋と共用可

外径：Φ約130　高さ：約275(本体のみ)  約285(充電台含む)

USB充電・約6時間

充電式リチウムイオンバッテリー　3.7V/5200mAh

IP66※相当 (充電台、ACアダプターは防水仕様ではありません)

ポリカーボネート、ABS、シリコンゴムなど

Ra95以上

LOW

1800

150

MID

2300

38

HIGH

2400

12

EX-HIGH

0.1 0.5 1.2 3.5

2500

5

アルミニウム真鍮ステンレス

価格 (税込) 53,900円 53,900円 36,300円

クリアコート アルマイト処理なし

約530約1240約1190

LED

10069-8003Cover photo by Hiroshi Iwasaki 

株式会社アンビエンテック
www. ambientec. co. jp

本製品の仕様は告知なく変更する場合があります。

※IP66：粉塵が内部に侵入しない、あらゆる方向からの強い噴流水による
影響がない保護レベルを示します。



Photo : danielkaihirao

〝モノとしての本質、灯りの質を求めて〟

長く愛着を持って使ってもらえるようなモノ、

デザインを活かすための素材、加工方法、仕上に

こだわって TURN (ターン) はつくられています。

灯りの質にもこだわり、4段階の調光はろうそく色と

電球色の2色の異なるLED光源を調色することで、

それぞれの明るさに対して最適な光色をつくり出し、

自然でエモーショナルな上質な灯りを灯します。

A carefully detailed artisanal craftsmanship 
; the true nature of material and light

TURN is made from materials, processing methods, 
and finishes that make the most of the design and 
objects that can be used for a long time with 
a�ection.
We are also particular about the quality of the 
light, and four level dimming creates the optimal 
light color at each level by adjusting two di�erent 
temperature LED light sources. It is natural, 
emotional, and high-quality light.  
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シェードの天面にやさしく触れると灯りの表情が変わります。
キャンドルのようなほのかな光から、食事を楽しむ光、テーブルの上を照らす光、部屋に明るさを足す光へと4段階に調整。
こころ落ち着く光が夜をつくる。金属の姿勢を正した姿と、やわらかな光のコントラストもTURNの魅力。

The expression of the light changes when you gently touch the top of the shade.
The light can be adjusted in four stages, from a faint candle-like light, to a light for enjoying meals, to a light that illuminates the table 
top, and to a light that adds brightness to the room. The contrast between the metal and the soft light is another attraction of TURN.

金属のかたまりから削り出した端正な姿、
手に馴染む硬質なテクスチャー。
真っすぐに立ち上がる姿から、
やわらかな光を照らすポータブルランプ。

専用充電台に乗せるだけで自動消灯して充電開始、取り外すと
自動点灯など、操作は極めてシンプルに。
明るさを記憶してから消灯するラストモードメモリー機能付き。
あらゆる方向からの強い水流にも耐えられるIP66相当の防水
性能を備えているので、バスルームや屋外でも安心してお使い
いただけます。TURNを好みの明るさに調整して、夜の時間を
ゆったりと味わってください。
※専用充電台は防水ではありません。

The neat shape carved out of a chunk of 
metal, the hard texture that fits 
comfortably in your hand.
A portable lamp that stands up straight 
and emits a soft light.

The operation is simple : put the lamp on the charger stand to 
automatically go out the light and start charging, and lit on 
automatically when you remove it. With a last mode memory function 
that remembers the dimming level before turning o� the light.
The IP66 water resistance rating allows it to withstand strong 
water currents from all directions. You can take it out, or place it in 
the bathroom. Adjust the dimming level of TURN to your favorite 
and enjoy a night time relaxation.

Photo : Hiroshi Iwasaki
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