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このたびは、お買い上げいただきまことにありが
とうございます。この取扱説明書をよくお読みに
なり、正しくお使いください。ご使用前に「安全に
お使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に
保管してください。

https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/kolt009
製品の最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。

商品紹介やキャンペーンなど最新情報を
お届けします！

OUTDOOR MAN LINE
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正 面

背 面

USB（Type-C）充電ケーブル カラビナ

安全にお使いいただくために セット内容・各部名称
ご使用の前に必ずお読みください。
この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への
危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載して
います。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解
いただきますようお願いいたします。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
　弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
※製品内部のLEDは、交換することができません。
　ご了承ください。

●屋外での使用中に雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所に避難
　してください。
●不安定な場所や状態で使用しないでください。
●ストーブなどの火気の近くで使用・設置・保管しないでください。
●本体の充電は必ず付属のUSB充電ケーブルをご使用ください。　
　正常に充電できないおそれがあります。
●USB充電ケーブルを束ねて使用したり、上にものを載せたり
　しないでください。
●濡れた手で操作したり使用しないでください。
●本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
●目に直接光を当てないでください。　※体調不良の原因になります。
●直接日光の当たる場所や日の元に近い場所に放置しないでください。
●絶対に分解や改造をしないでください。
●本製品のポートやコネクターに金属などの異物を差し込まないでください。
●水中に落下させたり、水に浸けたり、長時間雨中に放置しないでください。
●本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
　※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭き取ってください。
●使用中及び保管時に異臭、発熱、変色、変形など、異常が発生した
　場合は使用しないでください。
●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
●長時間ご使用にならない場合はUSB充電ケーブルを抜いてください。
●本体に油などが付着した状態で使用・保管しないでください。
●破棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

注 意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

①表示パネル
②ソーラーパネル（裏面：サブライト）
③　ボタン
④アンテナ
⑤メインライト
⑥SOSランプ
⑦スピーカー
⑧　ボタン
　・電源ON（長押し）/OFF（長押し）
　・消音
⑨ーボタン
　・音量ダウン（長押し）
　・周波数半自動検索（2回押し）
　・ラジオの周波数を下げる
⑩　ボタン
　・周波数自動検索/自動保存（長押し）
　・自動保存周波数切り替え

③③
④④

⑥⑥

⑤⑤

⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨ ⑩⑩
⑪⑪⑫⑫

⑬⑬
⑭⑭

⑮⑮ ⑲⑲

⑰⑰

⑱⑱
⑯⑯

②②

⑪＋ボタン
　・音量アップ（長押し）
　・周波数半自動検索（2回押し）
　・ラジオの周波数を上げる
⑫Mボタン
　・FM/AM切り替え
⑬方位磁石
⑭ストラップフープ
⑮ポートカバー
⑯ハンドル
⑰SOSボタン（底面）
　・警報音（長押し）
⑱固定ネジ穴（底面）
⑲低音振動膜

①

DC 5V
USB

USB出力
ポート Type-C

入力ポート

SOS
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充電・発電方法表示パネルの説明

2.ポートカバーを開く
3.入力ポートに付属のUSB（Type-C）充電ケーブルを差し込む

4.USB充電ケーブルを抜いてポートカバーを閉める

電源が入っている状態で充電をおこなわないでください。

USB（Type-C）充電ケーブル使用時の充電方法

1.　ボタンを長押しして電源をOFF

ハンドル使用時の充電・発電方法

注 
意

充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
初めて本機を使用するときは、完全に充電をおこなってください。
USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないこ
とがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートな
ど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本機のUSBポートに付属のUSB充電
ケーブルを接続し、もう片方を本体の入力ポートに差し込みます。充電中は
表示パネルの充電ランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると充電ランプが赤と緑に点滅します。　

・
・
・

2.ハンドルを引き出す

4.ハンドルを収納

初めはゆっくり回し、徐々に早く回してください。
ハンドルを回している間は、充電ランプが
赤色に点灯します。
1分間に130回～150回ハンドルを回転させて
発電します。
充電がない状態から約10時間回し続けると
満充電となります。

本体
入力ポートへ

電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約4.5時間かかります。
充電ランプが赤と緑に点滅したら、USB充電ケーブルを取り外してください。 

充電中の使用について
本機を充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進
させたり、電池破損の原因になります。

水回りで使用する際は、ポートカバーがしっかり閉まっていること
を確認してから使用してください。

電源が入っている状態で充電・発電をおこなわないでください。
1.　ボタンを長押しして電源をOFF

入力ポート入力ポート

③③ ④④②②①
①周波数表示
　・現在の周波数もしくは音量やチャンネル保存番号を表示します。
②充電ランプ
　・充電をしている際に、赤く点灯します。
③充電表示
　・現在の充電容量を表示します。
④FM/AM表示
　・Mボタンを押すとFM/AMの切り替えができます。
　 FMの場合はFMの文字が点灯します。

しっかりと電源を
供給できるUSBポートへ

ハンドルによる充電・発電は予備用充電機能です。
緊急時の使用をお勧めします。

3.時計回りにハンドルを回し充電・発電
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出力ポートに充電用のUSBケーブルを差し
込み、外部機器と接続します。
※充電用のケーブルは付属していません。外部機
　器に付属しているケーブルをご使用ください。

本製品の出力は1.5Aです。充電対象機器が1.5Aの入力に対応していない
場合は使用しないでください。
非対応の機器に使用して生じた本製品・充電対象機器の破損や事故は一
切保証できません。
対応しているかは充電対象機器のメーカーにご確認ください。
充電対象機器の仕様によっては、対象機器内の充電池の寿命が縮む可能
性があります。
本製品はすべての外部機器の充電を保証するものではありません。
充電対象機器やケーブルの仕様によって、充電速度が非常に遅い場合や稀
に充電できない場合があります。
充電対象機器やケーブルの仕様によって90～99%しか充電できない場合
があります。
本体を充電しながら外部機器を充電しないでください。

・

・

・

・

・

・

1.　ボタンを長押しして電源をOFF サブライトの使用方法

2.開けるとソーラーパネル裏側のサブライトが自動で点灯
1.ソーラーパネルを上に開く

閉めると自動で消灯します。

ソーラーパネル使用時の充電方法

1.ソーラーパネルで充電
充電中は充電ランプが赤く点灯します。

外部機器を充電する方法

2.ポートカバーを開く
3.出力ポートに充電用のUSBケーブルを差し込む

電源が入っている状態で充電をおこなわないでください。

メインライトの使用方法

SOSボタンの使用方法

もう一度押すと消灯します。
1.　ボタンを押すとメインライトが点灯

DC 5V
USB

USB出力
ポート
USB出力
ポート

ご使用方法

ソーラーパネルによる充電は予備用充電機能です。
緊急時の使用をお勧めします。

2.もう一度SOSボタンを長押しすると警報音が止まる

1.本体の底面にあるSOSボタンを長押し
警報音が鳴り、SOSランプが赤く点滅します。

・大きな音が鳴るので注意してください。

カラビナの使用方法

2.カラビナのネジ部分を締めてロック
1.ストラップフープにカラビナを取り付ける

充電・発電方法（つづき）
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ご使用方法（つづき）

音量はV-00～V-27の間で調節できます。
V-00の場合は消音になります。

もう一度押すと、消音は解除されます。

　ボタンを長押しすると低い数値から周波数の検索が始まり、自動選択に
よってチャンネル登録されていきます。
カウントアップする周波数の数値が一度止まって「P01」と表示され登録。
また周波数の数値に切り替わり止まったところで「P02」と表示され登録。
これを自動で繰り返し登録されていきます。

※使用場所の電波の状況によって登録できるチャンネル数が異なります。
※自分で選んで保存はできません。

自動保存はされません。

●ーボタンを長押しすると、上図のような表記になり、音量がダウン
●＋ボタンを長押しすると、上図のような表記になり、音量がアップ

●　ボタンを押すと、消音になります。

●+ボタンを押すと、ラジオの周波数が1つずつ上がる

●Mボタンを押すと、ラジオのFM/AMが切り替わる　

●+ボタン・ーボタンを2回押すと、周波数半自動検索

●　ボタンを長押しで、ラジオの周波数を登録

アンテナを伸ばし、最も良く聞こえる
方向にアンテナを調節してください。

●FM放送の場合

最も良く聞こえる方向に本体を向けてください。
●AM放送の場合

音量の調節方法

ラジオの使用方法

受信状態を良くするには

周波数切り替え方法

FM/AMの切り替え

周波数をチャンネル登録する方法

登録したチャンネルの選択方法

●ーボタンを押すと、ラジオの周波数が1つずつ下がる

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

　ボタンを押すと『表示パネル』は周波数の数値から「P00（00には登録さ
れたチャンネルの数字）」に切り替わり、次のチャンネルに変わります。
『表示パネル』が「P00（00には登録されたチャンネルの数字）」の時、+
ボタンを押しても次のチャンネルに変わります。

●次のチャンネルに進めたい時

『表示パネル』が「P00（00には登録されたチャンネルの数字）」の時、ー
ボタンを押すと前のチャンネルに変わります。

●前のチャンネルに戻したい時

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
FM AM

100%

60%

30%
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製品仕様

製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムポリマーバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の
廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

お手入れ方法

●2～3カ月に１度は充電してください。
　※充電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、充電できなくなることが
　　あります。
●電源を切って保管してください。
　※電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
●湿気の多い場所に保管しないでください。
　※金属部分にサビが出たりすることがあります。

●本体が濡れた場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
●本体が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で
　拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
●本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。

長時間使用しない場合

お客様サービスセンターお客様サービスセンター

〈 キリトリ 〉〈 キリトリ 〉

〈 キリトリ 〉

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

※

※

製品コード

お　客　様

販　売　店

お名前

ご住所 〒

電話番号

電話番号

住所・店名

お買い上げ日 保証期間年　　月　　日

製品名

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※印欄は必ず記入（もしくは押印 ）してください。

保証規定
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、
弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービス
センター」にご依頼ください。
保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
②お客様の過失・不注意（  使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与える
　など ）による故障及び損傷
③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに
　起因して故障が発生した場合
④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
⑤本書の掲示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き
　換えられた場合
⑦他人へ譲渡した場合
⑧正規販売ルート以外で購入した場合
レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生
した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
本書は日本国内においてのみ有効となります。
本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

1.

2.

3.

4.

5.
6.

保証書

EMERGENCY LIGHTKOLT-009

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

お買い上げ日より : 半年

販売店さまへ

発売元

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
ライソン株式会社

〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕
TEL  ０６－６７８９－１１９９

電　　　 源

使 用 光 源

明　る　さ

充 電 時 間

連続使用時間

U S B 出 力
定格消費電力
端　　　 子

受信周波数

防塵・防水規格
サ イ ズ
質 　 　 量
付  属  品
材　　 質

充電式（DC3.7V リチウムポリマー電池 5000mAh)
メインライト：LED（昼光色）1W
サブライト：LED（昼光色）0.2W
メインライト：95ルーメン　
サブライト：20ルーメン
約 4.5 時間 （USB充電の場合）
ラ　ジ　オ：約 35 時間
メインライト：約 60 時間
サブライト：約 280 時間
DC 5V 1.5A
10 W
入力：USB（Type-C）　出力：USB（Type-A）
FM : 76～108 MHz （ワイドFM対応）
AM : 522～1629 KHz
IP45
約 W165 × D55 × H 80 ｍｍ
約 420 g
USB（Type-C）充電ケーブル、カラビナ
ABS、TPU


