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製品図
1. ライトヘッド
2. ライトアーム
3. 色温度ボタン
4. 電源ボタン
5. 明るさボタン
6. 土台
7. 電源アダプターポート
8. USB充電出力ポート
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セット内容
· 1 x TaoTronicsデスクライト(型番: TT-DL13)
· 1 x ACアダブター
· 1 x クリーニングクロス
· 1 x 取扱説明書
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型番
光源
動作電圧
電力
ルーメン
色温度
運転温度
使用寿命
重量

TT-DL13
LED
DC 10V    1.2A

12W
510 lm
3000-6500K
-10°C - 40°C
50,000時間
912g

製品仕様

明るさ調整
タップまたはスライドのどちらでも明るさの調整ができます。

色温度
ボタンをタップすると色温度が切り替わります。

メモリー機能
電源ボタンを長押しすると電源のオフが出来ます。
ランプは、電源を切った直前の明るさと色温度設定を記憶。
次回電源オン時にはその設定で再開します。

USB ポート
USBポートは、スマートフォン、タブレット、電子リーダー、また
は他のUSB充電機器を充電することができます。

注意
· 修理や分解はどんな場合でもしないようにしてください。
· 直射日光の当たる場所など極端に暑い場所では使わないよ
  うにしてください。
· 平らな安全な場所で使ってください。
· 必ず付属のACアダプターをお使いください。
· ダメージがあるケーブルなどを使わず安全な電源でお使い
  ください。
· 濡れた手で電源部分を使わないようにしましょう。
· ライトの清潔を乾燥を保つようにしてください。
· 使っていない時はプラグを抜きましょう。
· 柔らかい清潔な布で清掃してください。きつい洗剤などを使
  わないように。
· 負荷が強い電圧で使うのは感電や火災の原因になるのでお
  やめください。

使い方

電源オン/オフ
· コンセントにライトの電源アダ
  プターを差し込みます。
· タッチパネルで電源ボタンを
  タップすると電源がつきます。
  消す時はタッチパネルを2秒
  長押ししてください。
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www.taotronics.com
FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device 
must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

WEEE Compliance
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic 
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the 
product and its electronic accessories should not be disposed of with 
other household waste at the end of their working life. To prevent 
possible harm to the environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, please separate these items from other types of waste 
and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. Household users should contact either the retailer 
where they purchased this product, or their local government o�ce, for 
details of where and how they can take these items for environmentally 
safe recycling. Business users should contact their supplier and check 
the terms and conditions of the purchase contract. This product and its 
electronic accessories should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.

www.taotronics.com

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.taotronics.com/pages/user-manual

E-mail: 
support@taotronics.com

MANUFACTURER

MADE IN CHINA Rev_1.6

Model: TT-DL13
TaoTronics LED Desk Lamp
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