
明るい暗い

ゆるめる
（反時計回り）

警
告

ストラップなどを取り付けて使用する場合

電池ポジションと電池残量表示の関係について

電池の使用本数と明るさについて

スイッチ

防水パッキン

下記の点をお調べください。故障かな？と思ったら

原因 処置

お手入れ

本製品の特徴 製品仕様

各部の名前と使い方

【単4形電池をBの場所に入れた場合】

【電池1本使用時】

【前方の照射イメージ】

【電池使用事例】

（全て新品電池の場合）

【電池2本使用時】 【電池3本使用時】 【電池4本使用時】

【電池4本で使用中、Dの電池寿命が無くなった場合】

電池Bの外側
部分が点灯
します

光っていた電池D
の外側部分が
消灯します

点灯中

※単3乾電池1本の場合 ※単3乾電池1本、
　単4乾電池1本の場合

※単3乾電池2本、
　単4乾電池1本の場合

消灯時にスイッチを押すごとに点灯
モードが次の順番で切り替わります。
①Highモードで点灯
②Lowモードで点灯
③消灯

■光源寿命は設計寿命であり、保証値ではありません。
■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

LEDをのぞき込んだり、光を
直接目に当てないでください。
視力低下や目に悪影響を及ぼす
場合があります。

電池フタをしっかりと締めてください。
ご使用中に電池フタから本体が外れてケガや故障の原因となります。
取り付けたストラップを持って振り回したり、無理
に引っ張らないでください。
他人にケガを負わせたり、器物を破損する恐れがあります。

①電池フタを反時計回りに回して取り外してください。
②電池を全て　 極を上にして入れてください。電池は単3乾電池2本、単4乾電池2本、
　計4本までセットできます。お好みに応じてご使用ください。
③電池フタをしっかりと締めてください。

電池フタにストラップなどを通して使用する場合は、必ず下記のこと
を守ってご使用ください。

電池フタを締めるときは防水パッキン
が外れていないことを確認し、フタを
しっかりと締めてください。
防水パッキンが外れていたり、フタの締め方が
緩いと、水漏れ及び電池接触不良などにより、
故障の原因となります。

電池をセットする時は、極性表示の(＋）
(ー)に従って正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障したり、
電池破裂、液漏れの原因となります。

症状

スイッチを押しても点灯しない

スイッチを押しても短時間で消灯する

冬場になると点灯時間が短くなる

電池をセットしてください。
電池の極性を合わせてください。
電池フタをしっかりと締めてください。
新しい電池に交換してください。

新しい電池に交換してください。

新しい電池に交換してください。

電池がセットされていますか？
電池の極性は合っていますか？
電池フタがしっかりと締まっていますか？
電池の寿命が無くなりました。

電池の寿命が無くなりました。
※リモコンや時計など別の機器で
　使用した電池を転用しても、電池
　の消耗状態により､点灯しない
　場合があります。

電池の特性上、低温で使用すると電池
の容量が低下し、寿命が短くなります。

お手入れの際はシンナー・ベンジン・ガソリン・
クレンザーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

■柔らかい布等でからぶきしてください。
■本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性
　洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 
●お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保存してください。

（保証期間）お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

■レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。
　お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証書
通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの
保証書を添えてお申し出くだされば無料にて修理・調整いたします。ただし次の
場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)
1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
2) 不適当な修理や改造による故障
3) 火災または天災よる故障
4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 
　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。
●修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
●保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」にご連絡ください。
●お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合が
　ございますのでご了承ください。   

〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室

販売元 株式会社 良品計画
　   フリーダイヤル 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土･日･祝 10:00～18:00
 

製造管理元 株式会社ジーコム

保証について

IB(TBL)J-1

取扱説明書

使 用 電 池

点灯モード
サ イ ズ
質 量
光 源
全 光 束
照 度
光 源 寿 命
動 作 温 度
主 な 材 質

電 池 寿 命

防 水 性 能

【使用済み電池の処理について】

ご使用上のお知らせ

■交換した電池は、お住まい地域の自治体の指定に従って廃棄してください。
■電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、(＋)極と(ー)極を絶縁テープで絶縁して
　から廃棄してください。

■ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
　雑音が入る時は、本製品を1m以上離してご使用ください。
■赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯しますと、機器が
　誤作動することがあります。
■光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。
■白色LEDの特性上、光の色にはばらつきがあります。　

【LED照明について】

ＬＥＤが暗くなり、消灯したり点灯
したりする
別の機器ではまだ使える電池なのに
本製品で点灯しない

ストラップは付属品ではありません。

明るさは電池寿命と共に
徐々に低下します。

電池の使用本数と組み合
わせはご自由に選べます。

LED懐中電灯・大（単3･単4乾電池対応）　型番：MJ-TBL61

単3形・単4形乾電池×各2本 (別売り)
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池いずれも使用可
2段階調光(High/Low)
直径83㎜×189㎜
約115g(電池含まず）
LED：約0.9W(4個合計)／5,000K(昼白色)
約58ルーメン（電池初期値）
約80ルクス（測定距離：1m前方、電池初期値） 
約40,000時間(初期の70％の明るさ)
5℃～35℃
(本体)ポリカーボネート樹脂
High点灯：単３/約8時間　単４/約８時間
Low点灯：単３/約24時間　単４/約18時間
※アルカリ電池使用時(使用温度 約20℃)
IPX3(防水保護等級3)準拠
※製品上部から両側に60度までの角度で噴霧した
　水によっても有害な影響を受けません。

電池を挿入してスイッチを押すと、電池
がセットされている位置を残量がある場合に
光って知らせます。
＊右図は点灯しているイメージです。

電池のアルカリ液が目に入った時はこすらずにすぐに水道水などの多量の
きれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
失明など障害の恐れがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込
んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

修理や分解･改造を行わないでください。
異常動作したり、故障の原因になります。

誤飲の恐れがあるので、幼児の手の届くところに置かないでください。
電池、電池フタなどを口に含んだり誤飲する恐れがあります。
万一飲み込んでしまった場合は､すぐに医師の治療を受けてください。
火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。
調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所で使用しないでください。
火災や故障の原因になります。

器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。
本体が変形したり、故障の原因となります。また火災･感電の原因となります。

電池をセットする時は、極性表示の(＋）(ー)に従って正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談して
ください。
電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに大量の水で
洗い流してください。
皮膚に障害を起こす恐れがあります。

安全上のご注意 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。
記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。注意
強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや故障の原因になります。
振動のある場所や不安定な場所に設置しないでください。
落下や転倒により､ケガをしたり器物を破損する恐れがあります。 
照明用途以外には使用しないでください。 
故障の原因になります。

電池取り扱いの警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。警告

電池の「液漏れ」「発熱」「破裂」を防ぐために守ってください。
■使い切った電池はすぐに器具から取り外してください。
■長期間､本製品を使用しない場合には、電池を取りだしてください。
■取り外した電池は速やかに処分、または幼児の手が届かない場所に保管してください。
■電池を火の中に入れたり、加熱･分解･改造しないでください。 
■電池を充電しないでください。
■電池の(＋)と（ー)を針金で接続したり､金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち
　運んだり保管しないでください。

間違って使用すると故障の原因になります。
■電池は直射日光の強い所や炎天下の車内など高温･高湿の場所を避けて使用、保管してください。
■電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。 
■電池を変形させないでください。
■電池に直接はんだ付けをしないでください。
■電池を水などで濡らさないでください。電池が発熱する恐れがあります。
■電池の使用、保管時に発熱・変形・外装ラベルの破損など今までと異なることに気づ
　いたときは、使用しないでください。

電池を保管する場合および廃棄する場合、テ－プなどで端子部を絶縁してください。
他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショ－トして漏液、発熱、破裂、発火
する恐れがあります。

電池取り扱いの注意

防水に関する注意

電池を落下させたり､投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
電池の液漏れや発熱、破裂させる恐れがあります。

本製品は防雨構造になっていますが、次の点に十分ご注意の上お使い下さい。
■完全防水ではありませんので、水中では使えません。水中に落としたり、水がかかった場合には、
　すぐに水をふき取ってください。
■電池フタはしっかりと締めてください。
■電池フタを閉じる時は、ゴム部分に砂や髪の毛やほこりなど異物を挟み込まないように注意
　してください。
■濡れた手で電池交換は行わないでください。
■雨中での継続したご使用など大量に水のかかるところでは使用しないでください。
■湿気の多い浴室などで長時間放置しないでください。
■真水、水道水のみ対応しています。(海水/洗剤・入浴剤を含んだ水/プールの水/温泉/熱湯は不可)

下記のような場所での使用･保管･放置はしないでください。
故障や発火、誤動作、変形、変質、劣化の原因となるだけでなく、製品及び電池の寿命
が短くなる恐れがあります。
■直接日光が長時間当たる場所や自動車車内。
■サウナ、岩盤浴など､長時間高温多湿になる場所。
■調理場など多くの油を使用する場所。
■温泉でのご使用。ガスの発生する場所。
■暖房器具等の熱風や火気に近い所。
■大型テレビやオーディオ、OA機器など強い磁器を発生させる機器のそば。
お手入れの際はシンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

※イラストは使用の一例です。

お買い上げ日

製品名
型　番

LED 懐中電灯･大
MJ-TBL61

お名前

ご住所

様

電話　  　（　　　　）

お客様

販売店

 年 　   　　    月　      　　 日

保証書貼付用レシート貼付欄

しめる
（時計回り）

■半透明のシェードを採用した、衝撃に強いポリカーボネート樹脂製のLED懐中電灯です。
■単3乾電池・単4乾電池のいずれか1本でも使用できます。
■LEDの明るさを2段階(High／Low)で切り替えて使えます。
■屋外でも安心して使える防雨形のLED懐中電灯です。

電池残量表示
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A
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A
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