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このたびはオカムラ製品〈シェアードスペースシリーズ〉をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で

ご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にこの説明書をお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
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月曜〜金曜（祝祭日を除く）9：00AM〜17：20PM 2015-11

目次

安全にお使いいただくために（必ずお守りください） 2～3

設置の際のお願い 3

適切な換気の励行に関するお願い 3

各部の名称 4

部品明細（組立前に必ずご確認ください。） 4

組立方法 5

スイッチの操作方法／点灯・調光・消灯のしかた 5

末永くお使いいただくためのお願い 6

「故障かな？」と思う前にご確認ください 6

製品仕様 6

主な材質と表面仕上げ 6

製品コードラベル 7

保証の明細 7

製品の廃棄について 7



2 7

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。

注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

注意

安全にお使いいただくために　（必ずお守りください）

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

● 点灯中または消灯直後は、器具が高熱になっているので触れな

いでください。火傷の原因となります。

● 製品は定期的に工事店、専門家による点検を受けられることを

お勧めします。

● 安全上、LED光源を直視することはおやめください。

● 強い衝撃、振動を与えないでください。短寿命、破損の原因とな

ることがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらに
ご注意ください。

● ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してく

ださい。

● 部品が外れたまま使用しないでください。

本製品は周囲温度5℃～35℃の範囲で使用するよう
設計してあります。高温で使用しますとLED短寿命の
原因となります。

スキマには手や指を入れないでください。
ケガをする恐れがあります。

本製品は調光器との併用はできません。
誤って使用しますと火災の原因となります。

警告

製品の取扱いに関しては下記事項をお守りください。誤った取扱いをすると火災や感電の恐れがあります。

● 製品を衣服や布、紙などで覆ったり、被せたり、燃えやすいもの

を近づけないでください。火災の原因となります。

● 長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてくださ

い。

● 定格電圧以外の電源で使用しないでください。火災・感電・故障

の原因となります。

● 煙が出たり、変な臭いがした場合は、すぐにスイッチを切り、電

源プラグをコンセントから抜いてください。

● 電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜

いてください。電源コードを無理に引っ張ると、電源コードが損傷

し、火災・感電の恐れがあります。

● 電源プラグやコンセント周りのゴミやホコリは、乾いた柔らかい布

でよく拭いて取り除いてください。発火や火災の原因となることが

あります。

● 電源コードを無理に曲げたり、引っ

張ったりしないでください。コードが破

損し、火災・感電の恐れがあります。

● 水をかけたり、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ

い。（水は電気を通し易いので感電の恐れがあります。また、足

元が濡れている場合は、一層感電し易くなりますのでご注意くだ

さい）

● 器具のスキマに金属類（ヘアピンや針金など）を絶対に挿入しな

いでください。火災や感電の原因となります。

● 点灯時は、LED光源部を必ず物

から15cm以上はなしてご使用くだ

さい。

近づけ過ぎると火災の原因になり

ます。

定格入力電圧

定格出力電圧

出力電流

定格周波数

定格消費電力

AC100～240V

5V

1A

50/60Hz

4.8W

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。

お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

製品コードラベル

１）保証項目

 保証期間は、ご購入の日から１年とさせていただきます。

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

 （保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

 ●火災、天災による損傷の場合。

 ●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。

 ●通常より過酷な使われ方をされた場合。（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたし

ます。ご不明な点はご相談ください。

保証の明細

製品の廃棄について

〇〇○○〇〇 〇〇〇〇

入力電圧：〇〇〇V

消費電力：〇〇〇W

MADE IN JAPAN

株式会社岡村製作所

〇〇年製

〇〇〇〇〇〇

製品コード

ロット№
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●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。

●室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28°C、相対湿度 50％超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

適切な換気の励行に関するお願い

注意

安全にお使いいただくために　（必ずお守りください）

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、
変形や変色の原因になりますので避けてください。

本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や
他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合が
ごくまれにあります。

● トラブルが発生した場合は、リモコンが作動する距離まで離して

ご使用ください。

分解・修理はしないでください。

● お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口

までご連絡ください。

● ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケ

ガをする恐れがあります。

改造はしないでください。
故障や事故の原因となります。

● お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の

責任は弊社として負いかねます。

● 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡くださ

い。

水平を保つように設置してください。

● 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。

水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪みの原因にな

ります。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色
の原因になりますので避けてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビ
の原因になりますので避けてください。

取り付け・取り外しの際には、必ず電源プラグを抜いて
ください。感電の原因になります。

● 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直

射日光を遮るようにしてください。

● 本製品は屋内専用です。屋外、軒下、湿気の多い場所及び腐食

性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感

電の原因となります。

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

設置の際のお願い

電源プラグは、刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合
は、拭き取ってください。
（火災の原因となります）

下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

著しく汚れた場合のお手入れ

ご使用上の注意とメンテナンスについて

お手入れについて

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず

早めの増締めをしてください。

●この説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

修理をお申し付けになる前に下記の点についてご確認ください。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。

日常のお手入れ

●日常のお手入れは、乾いた柔らかい布か、水で浸してよく絞った

布をお使いください。製品の水洗いは感電、故障の原因となりま

す。

お手入れの際のご注意

●製品は洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

器具の破損、感電の原因となります。

●こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ち

させる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有料）を

弊社にご用命ください。

●柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1～3％）に濡らし、堅く絞っ

てよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように

乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※木部については…
●必ず木目に沿って拭いてください。

●堅く絞らず濡れたままの布で拭きますと、目割れや膨張の原

因となりますのでおやめください。

末永くお使いいただくためのお願い

主な材質と表面仕上げ

「故障かな？」と思う前にご確認ください

部位

シェード

ベース

アーム

クランプ

電源コード

電源プラグ

ポリプロピレンPP、ポリカーボネートPC

天然木（オーク、ビーチ、ウォルナット）

スチール

ABS樹脂、スチール

塩ビ　ＰＶＣ

ABS樹脂

－

オイル仕上げ

メラミン焼付塗装

－

－

主な材質 表面仕上げ

不具合内容

センサーをさわっても

LEDが点灯しない。

UBSコネクタは確実に接続されていますか？

電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？

UBSコネクタを確実に接続してください。

電源プラグを確実に差し込んでください。

確認事項 対処方法

製品仕様

光源

全光束

LEDモジュール

200 lm

お手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてくださ
い。感電の原因となります。

警告！
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スタンドタイプ ① ベースに本体支柱を取り付けます。
 ベースの表裏を確認して、表面側から支柱を差し込み、

裏面側から付属のネジでドライバーを使ってしっかり取付
けます。

ベースは凹んでいる方がおもて面です。
裏面にはネジ用の切欠きがあります。

② USBコネクタを電源アダプターのUSBポー
トに接続してください。

③ 本体支柱とシェードの開口部を合わせて
置きます。

④ 電源アダプターをコンセントに差し込んで
ください。

各部の名称

部品明細 （組立前に必ずご確認ください。）

◆本体 ◆電源アダプター

スイッチの操作方法／点灯・調光・消灯のしかた

【点灯・調光】

センサーに触ると下記の順番で調光を繰り返します。

点灯10% 点灯50% 点灯100% 消灯

組立方法

組み立てに必要な工具

ドライバー 3番

◆ 取扱説明書 ×1

◆ ベース ×1◆ 本体支柱 ×1

◆ 電源アダプター ×1

◆ 取付ネジ
　 （M6-L20） ×1

◆シェード ×1

表面

タッチセンサー タッチ

タッチセンサー

シェード

本体支柱

ベース

電源コード
（約1.5m）

USBポート

電源プラグ

USBポート

USBコネクタ

電源アダプター

切欠き（裏面）

USBコネクタ


