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１. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には､本保証書に
　 記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し､消耗品は除きます。
２. 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
３. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 ●本保証書の紛失､あるいは提示がないとき。
 ●本保証書の所定事項への未記入､改ざんが認められるとき。
 ●販売店による､販売店の表示､印､購入年月日の記入がないとき。
 ●お買い上げ後の運送､移動､落下などによる故障や損傷のとき。
 ●火災､地震､水害､公害､その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 ●改造､使用方法､使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 ●注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 ●PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
４. 修理依頼の場合は､お買い上げの販売店､取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
５. 送付による修理依頼の場合､お客様にて往復送料のご負担となります。
６. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 7 . 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は､お買上票などご購入日が明確に判る

　 ものを一緒に保管し､修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

販売店名・取扱店名／印

商 品 名 ︓Bonfire（ボンファイア） 
ご購入日 ︓ 　　　　　　年　　　月　　　日
お 名 前 ︓
ご 住 所 ︓
お 電 話 ︓  Eメール︓

輸入販売元

エレス株式会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
 Tel:03-6809-0320  www.elaice.jp  support@elaice.jp

保証期間
ご購入日より

1年間

ボンファイアをお買
い上げ頂き誠にあり
がとうございます。
ご使用の前に必ずこ
の説明書をお読みく
ださい。この説明書
は保証書も兼ねてい
ますので､お読みにな
った後も大切に保管
してください。
※製品の仕様は､改良
のため予告なく変更す
ることがあります。

取扱説明書

保証書付

ボンファイア
Wireless speaker lantern with powerbank 

LN-SP22



警 告

■ 万一､異常な発熱､煙が出る､異臭や異音など異常に気が付いた場合は直
ちに使用を中止し､電源を切って､充電中の場合は充電 用USB ケーブル
を外し､すぐに弊社までご連絡ください。   異常な状態のまま使用すると
火災・感電の原因となります。

■ お客様自身による修理･改造はしないでください。   火災･感電の原因と
なります。内部の点検･調整･修理は販売店または弊社にご依頼ください｡

■ 落としたり､強い衝撃や振動を与えたりしないでください。  故障･破損
の原因となります。   また、落として破損した場合は保証規定の対象外
となります。   故障や破損､異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社
までご連絡ください｡

■ USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている
ものを使用してください。   市販品には粗悪な製品もありますので注意し
てください。本製品にPSE認証を受けていない製品を使用した場合､思
わぬ事故の原因となり大変危険です。    また、保証規定の対象外になりま
すので注意してください。

■ 防水機能はありません。本体を水につけたり､水を 掛けたりしないでく
ださい。 また､濡れた手で触らないでください。  感電や故障､破損の原因
となります。

■ 子供だけで使用しないでください。   ケガ､思わぬ事故の原因となります。

取り扱いを誤ると､死亡や重傷に結びつく可能性がある内容
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安全上の注意

■ 次のような場所での使用や保管はしないでください。   火災や感電など
の原因となります。

 □ストーブなどの暖房機器や火気の近く
    □直射日光の強い場所､炎天下の車内など高温になる場所
 □有機溶剤（シンナー､塗料など）､ガスを使用している近く
 □加湿器や､洗濯機の近く､風呂場､台所などの水場や高湿になる場所
　 □乳幼児やペットの近く

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。
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注 意

取り扱いを誤ると､軽傷を負う可能性や、
家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

■ USBプラグ､Type-Cプラグ､Type-Cポート､USBポートにゴミやホコリ
金属片などが付着しないようにしてください。   発熱や発火の原因とな
ります。

■ 充電中に､充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災
や故障､破損の原因となります。

■ 充電が完了したら充電用USBケーブルを本体から外してください。充電
用USBケーブルを本体に差した状態で放置しないでください。

■ 充電用USBケーブルを抜き差しするときは､必ずプラグの先端部分を持っ
て抜き差ししてください 。   また､ケーブルを加工したり､無理に曲げたり
ねじったり､引っ張ったりしないでください｡   ケガや事故、故障の原因
となります｡

■ お手入れをする場合は､ベンジンやシンナー､アルコールなどの揮発性有
機溶剤が含まれているものは使用しないでください 。   変色や変形､故障
の原因となります。

■ 本来の用途以外には、使用しないでください。    事故やトラブルの原因となり
ます。

■ ライトを直視しないでください。目を傷める原因となります。
■ライトカバーはガラスを使用しているので、取り扱いにはご注意ください 。衝
　撃を与えたり、落下させると破損する恐れがあります。

製品の廃棄について

Li-ion

危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで､リサイクルにご協力ください。
詳しくは弊社HP(www.elaice.jp/information/recycle)にてご確認く
ださい。



充電方法

　１. 付属の充電用USBケーブルのUSBプラグを、パソコンなどUSBポートや予めコン
         セントへ差し込んだUSB-ACアダプター（別売り）のUSBポートへ接続します。

　2. USBポートカバーを開け、充電用USBケーブルのType-CプラグをType-Cポー
       トに差し込みます。　

　3. 充電中は充電ランプが緑色に点灯し、充電が完了すると充電ランプが消灯し
　　 ます。

   4. 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。

開封後の組み立て方

※ライト・スピーカーをOFFにしてから充電してください。
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②①

Input　5V1A

Type-C ポート

Type-C

USB

USB

USB

■パソコンなどのUSBポート

■USBｰAC アダプタ（別売）

■モバイルバッテリー（別売）
充電ランプ

各部名称

■本体

USBポートカバー

スピーカースイッチ

取っ手

ライトスイッチ

ライトカバー（ガラス）

LED光源

[ 正面 ]

[ 背面 ]
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スピーカーランプ

■充電用USBケーブル

Type-C
プラグ

USB プラグ

＜USB ポート＞

充電ランプ

Type-C ポート（入力）
Type-A ポート（出力）

Input　5V1A

Output　5V1A



充電方法

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について
■  充放電可能回数は約300回です。   繰り返し充電すると満充電時に使用
　 できる時間が少しずつ短くなります。
■  充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテ
　リーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと､バッテリーの寿命が
　 短くなります。
■  バッテリーが空の状態で長期間放置すると､バッテリーの寿命を縮めてしま
　 います。最低でも3ヶ月に1度､3 ～ 4時間程度の充電を行ってください。
■  バッテリーの交換は出来ません。

使用方法

使用方法

ワイヤレススピーカーの使い方

　  1. スピーカースイッチを長押しすると起動音がなり、ス
        ピーカーランプが速く点滅し、ペアリングスタンバイ状態
　　　になります。

　　2. スマートフォン等音楽再生端末のBluetooth設定画面で
　　　 「Bonfire」を選択します。

　　3. スピーカーランプが速い点滅から点灯に変わり通知音
　　　が鳴ったら、ペアリングが完了します。

　　4. もう一度スピーカースイッチを長押しするとスピーカ
　　　 ーの電源がOFFになります。

長押し（1 秒間）

＜ペアリング方法＞

　＜基本操作＞
　・ライトスイッチを長押しするとライトが点灯します。

LEDランタンの使い方
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・付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
・ 専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんの
　で、市販品（出力５V１A以上）をお買い求めください。
・USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているもの
　を使用してください。
・充電は０～ 40℃の環境で行ってください。
・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
・充電状態を長く継続しないでください。   充放電を繰り返し､バッテリーの
  寿命が短くなる原因となります｡
・充電用USBケーブルをデータ通信のために使用することはできません。

注意

※ハンズフリー通話機能はありません。

※初めて使用する場合は必ず充電してください。

長押し

一回押し

　・ライト点灯中ライトスイッチを1回押すごとに点灯モード
　　を切り替えることができます。

　・もう一度ライトスイッチを長押しするとライトの電源
　　がOFFになります。

　＜３つの点灯モード＞
① 通常点灯
② ゆらめき点灯（ライトが揺らめくように点灯します。）
③ フェード点灯（ライトの明るさがゆっくり強くなったり
　　　　　　　　弱くなったりします。）
※フェード点灯では明るさの調節はできません。

通常点灯 ゆらめき点灯 フェード点灯

本製品には LED ランタン、ワイヤレススピーカー、バッテリー
チャージャーの3つの機能があります。

・ライトスイッチを時計回りで回すと明るさが強くなり　　
　反時計回りで回すと弱くなります。



使用方法

バッテリーチャージャーの使い方

　 ・各接続機器とそれに対応するケーブルを接続します。

　 ・ケーブルのUSBプラグを本体のTypeAポートに接続すると充電ランプが赤
に点灯し本体から接続機器への充電が開始されます。充電が完了するか、本
製品のバッテリー残量が無くなると充電ランプが消灯します。充電が完了し
たらケーブルを外してください。

■使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の
　製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線用（免許を要す
　る無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されます。

＜ノイズや音切れが発生する場合＞
■2.4GHz 帯の周波数を使用する無線、無線 LAN、他の Bluetooth オーディ
　オ機器または電子レンジ等、電磁波を発生する機器は Bluetooth 接続に障
　害を起こす場合があります。   接続した Bluetooth 機器を、上記の機器から
　離れた場所でお試しください。
■また、本製品と接続した Bluetooth 機器の間に障害物（金属、人体、壁など）
　があると、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があるので、障害物を取り除
　いてから、再度お試しください。

電波に関する注意
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■万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して、電波干渉の事例が　
　発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を
　停止した上、混信回避のための処置等(パーテーションの設置等】をお願い　
　します。
■その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事
　例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社までお問
　合せください。

■ご使用前に移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、並びにアマ
　チュア無線局が運用されていないことを確認してください。

使用方法

　   2台の本体をご用意頂くとスピーカー同士をペアリングし、音楽再生端末
　　で2台のスピーカーをステレオで音楽を再生することができます。

　　1. それぞれの本体のスピーカースイッチを長押しし、ペアリングスタンバ
　　　 イ状態にします。

＜2台同時ペアリング方法＞

　   2. 片方のスピーカースイッチを連続で2回押します。通知音が鳴り、もう
         一方のスピーカーとペアリングが行われます。ペアリングが成功する
         と一方のスピーカーランプが早い点滅から点灯に変わります。この時
         最初のスピーカーがステレオの右チャンネルとなります。

　　3. 通常のペアリング方法と同様に音楽再生端末のBluetooth設定画面で
　　　 「Bonfire」を選択するとペアリングが完了し、2台のスピーカーからス

　 テレオで音楽を再生することができます。

8

　   ご使用のスマートフォン等音楽再生端末で操作を行うかスピーカースイッチ
　　を押すとスピーカーランプが遅く点滅し音楽が再生されます。音楽を再生中

にスピーカースイッチを押すと一時停止してスピーカーランプが点灯し
も う 一度押すと再び再生します。   

　　※バッテリー残量が少なくなるとアナウンスが流れたあと、スピーカーの電源がOFF
　　　になります。

＜音楽再生 / 一時停止方法＞

　   音量の調節はご使用のスマートフォン等音楽再生端末で操作を行うか、本体の
　　スピーカースイッチで行ってください。  スピーカースイッチを時計回りで回す
　　と音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。音量が最大
　　になると通知音がなります。

＜音量の調節方法＞

注意
・ペアリングを解除する場合はスマートフォン等音楽再生端末で操作してく
　ださい。
・ペアリングスタンバイ状態が5分以上続くと省電力の為、自動的にスピーカー
　の電源がOFFになります。



型番　　　　　︓LN-SP22
全光束　　　　︓5~200lm
色温度　　　　︓2200K
充電入力　　　︓DC5V1000mA Max.（USB 充電式）
充電出力　　　︓DC5V1000mA Max.
連続使用時間　 :＜LED ランタン＞約 8 時間
　　　　　　　  ＜ワイヤレススピーカー＞約 10 時間
　　　　　　　 ＜LED ランタン + ワイヤレススピーカー＞約 6 時間
充電時間　　　︓約 8 時間
充電環境温度　︓0 ～ 40℃
サイズ　　　　︓W106×D106×H272mm
重量　　　　　︓約 460g
内蔵電池　　　︓リチウムイオン蓄電池 3.7V 5200mAh 19.24wh
材質　　　　　︓PC/ 竹集素材 / ガラス
付属品　　　　︓充電用 USB ケーブル
製造国　　　　︓中国
＜ワイヤレススピーカー＞
無線規格　　　︓BluetoothV5.1
　　　　　　　　（iOS/Android）
スピーカー出力︓3W
通信距離　　　︓10m 以内

故障かな︖と思ったら

仕様

現象 原因 対処方法

充電時間が長い
充電電池が劣化した可能性 電池、製品の寿命

使用する USB ポートの電源
供給能力が低い

PCから充電する場合は他の
USB機器を同時に接続しない
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注意

1. 電源がOFFになっていることを確認してください 。   充電中や使用中にメン
 テナンスはしないでください。

2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取っ
 てください。水分を拭き取った後は日陰で良く乾かしてください。

・ベンジンやシンナー､アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれている
  ものは使用しないでください。  変色や変形､故障の原因となります。
・本体を水につけたり､水を掛けたりしないでください。 また､濡れた手で
  触らないでください。  故障､破損の原因となります。

注意

メンテナンス方法

 ・本体から接続機器への充電中に、本体の充電はできません。
・機器によっては充電できない場合があります
・本体のバッテリー充電残量が少なくなると、充電ランプが赤く点滅し、充電
　残量がなくなると消灯します。
・充電出力は最大5V1000mAです。
・各接続機器への充電用USBケーブルは別途ご用意ください。
・USBポートへの水やほこり等の侵入防止の為、ケーブルを接続していない時
   はUSBカバーを必ず閉じてください。

故障かな︖と思ったら

使用方法

現象 原因 対処方法

充電されていない

充電電池が劣化した可能性

充電方法に従って充電してく
ださい
電池、製品の寿命

スピーカーとのペア
リングができない

ぺアリングスタンバイ状態に
なっていない

スピーカースイッチを長押し
してペアリングスタンバイ状
態にしてください

他の端末とペアリングされて
いる

他の端末との接続を解除し再
度ペアリング操作を行ってく
ださい

ライトが点灯しない
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