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ライトニングブロック

スマートスタンド
本商品はアップルの純正「Lightning - USB ケーブル」と連携する
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPod touch ( 第 5 世代 ), iPod
nano ( 第 7 世代 ) 対応のデスクトップスタンドです
特徴その 1 片手で装着と脱着
粘着マットで固定するから片手で使えて便利
特徴その 2 レゴブロック対応
ライトニングブロックはレゴブロックと同サイズの穴と材質を採用
市販のレゴブロックで自由にカスタマイズ可能
特徴その 3 iPhone ケース対応
多くのケースで装着したまま使用可能（一部のケースでは使用不可）

対応機種
iPhone 5、5c、5s、6、6 Plus
iPod touch（第 5 世代）
iPod nano（第 7 世代）
※アップルの純正「Lightning - USB ケーブル」をご用意下さい。
純正ケーブル以外はご使用いただけません
※ケースの対応範囲は次の寸法と条件を目安にして下さい。
・Lightning 端子部分がふさがっていないで純正のケーブルが使
える
・iPhone 背面の部分のカバーの厚さが 5mm 以下
・iPhone 底面の部分のカバーの厚さが 5mm 以下
（この条件を満たしていても使えない場合もございます。ご了承下さい）

仕様
ライトニングブロック 型番 LBM-01：
高さ 33mm× 幅 11mm× 奥行き 31mm
約 1 グラム（リングブロック含む）
スマートスタンド本体 型番 Model-01：
高さ 100mm× 幅 40mm× 奥行き 72mm
約 21 グラム

詳しい商品情報はこちらから
https://smartstand.club/
スマートスタンド
株式会社PowerWave

品番：LBS-01

Caution 粘着マットのご注意
本粘着マットは、龍田化学株式会社より販売されている IB Dragon を利
用しています。この製品は財団法人建材試験センターによる品質性能試験
実施済みで日本製の確かな商品です。ご利用にあたっては、下記の点にご
注意してご利用ください
絨毯、カーペット、布製品、フッ素加工品、シリコン製品などにはご使用
できません
急激にはがすと設置物や設置場所などの表面加工をはがす恐れがあります
のでゆっくりはがして下さい
はがす際に、貼付面を傷めたり、のりが残ることがありますので、使用跡
が残ってもさしつかえない所を選んで下さい
時計や絵画などの壁画への設置、貴重品やこわれやすいもの、肌に貼るな
ど、用途以外での使用はさけてください
塗装されている接着面、はがれやすい接着面、壁紙などは貼付面を痛める
ことがありますので貼らないようにして下さい
利用する場合はハサミで４分割して下さい。粘着物がハサミに付着する事
があります。取る際は手などをケガしないようにして下さい
粘着マットはブロックの端部に適切に装着して下さい
開封する時や切る際は手などをけがしないように気を付けてカットしてく
ださい
幼児の手が届かず、直射日光の当たらない冷暗所に保管して下さい
交換目安は 5〜7 年ですが、定期的にご確認の上、形状の変化などがあれ
ば交換して下さい
気温 -15℃〜+50℃までの幅広い環境下でご使用になれますが、直射日光
の当たる場所には設置しないで下さい
屋外での使用は劣化が促進されますのでご使用になれません
溶解する可能性があるため灯油、ガソリンなどには接しないよう取り扱い
下さい
変質する可能性があるため塩化ビニールなどには接しないよう取り扱い下
さい
本製品は食べられません。
本製品は改良のため、予告なくその仕様を変更することがあります
本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブルに対しては
一切の責任を負いません
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Caution ご注意
本製品およびレゴブロックは食べ物ではありません。絶対に口の中に入れ
ないでください
「Lightning - USB ケーブル」は付属しません。本製品の使用には、
iPhone 5 や 6 などに付属するアップル純正の「Lightning - USB ケーブ
ル」が必要です
アップル純正の「Lightning - USB ケーブル」の仕様変更に伴いライトニ
ングブロック LBM-01 は使えなくなる事もございます
スマートスタンドは iPhone 等を装着した状態で粘着マットを利用しない
でも倒れない安定した状態にした上で、ご利用下さい
お子様の手の届かない所に保管して下さい
製品の仕様及び外観等は、商品改良の為予告無しに変更させて頂く場合が
ありますのでご了承下さい
高温に加熱すると溶け出す恐れがございます。絶対にやめて下さい
本製品及び組み立てたブロックおよび iPhone 等に過度な力や違う方向か
ら力を掛けると破損する事がございます。無理な力や接続方向以外からの
力はお掛けにならないでください
ライトニングブロックはレゴ社のライセンス商品ではありません。当社の
オリジナル商品です。
本製品の取扱説明書等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社
の商標又は登録商標です
万一、当社製品上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお
取り替え致します。それ以外の責任は負いかねます
本製品は食べられません。
本製品は改良のため、予告なくその仕様を変更することがあります
本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブルに対しては
一切の責任を負いません
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スマートスタンド（Model-01）の組み立て方
①

セット内容

②

※コードを
からませます

③

「Lightning - USB ケーブル」を底まで押し込み
コードを図のようにからめてセットして下さい
※アップルの純正ケーブルのみの対応です

ライトニング
ブロック
1個

リングブロック
1個

固定ペグ
4個

固定ペグ ロング
8個

リフトアーム
2 ポッチ 1 個

リフトアーム
3 ポッチ 2 個

リフトアーム
7 ポッチ 2 個

リフトアーム
9 ポッチ 2 個

※押し込める所
までで大丈夫です

リフトアーム
15 ポッチ 2 個

リングブロックをセットして下さい。
※少し斜めにして、爪部分を浮かして押し込みます

専用粘着マット 1 枚

④

（龍田化学株式会社

他にアップル純正「Lightning - USB ケーブル」が必須です

「固定ペグ ロング」を上図のように 3 つブ
ロックにセットして下さい

⑤

IB Dragon）

ブロック素材：ABS 樹脂
粘着マット：イソブチレン系樹脂
※本商品に同梱されているブロックはレゴ社のブロックです
ライトニングブロックおよびリングブロックはレゴ社の製品ではありません
当社オリジナル商品です

⑥

粘着マットの使用方法
①粘着マットを 4 等分にハサミで切って下さい
※ハサミを水で濡らすと付着がへります。濡らした場合はさびな
いように水分をとって下さい。またカットする時、水分をとる時

⑦

は手などをケガしないように気を付けて下さい

⑧

②粘着マットを貼る面のほこり、油、水分をよく拭き取ります
上図のように
パーツをセットして下さい

③はくり紙を剥がし、スタンド底面 4 箇所に接着します
※スタンドを安定させるために、粘着マットはなるべくブロック
の端に接着して下さい

⑨

④もう一面のはくり紙を剥がし、固定したい場所にしっかり

⑩

押さえて止めます

スマートスタンドの使い方
粘着マット
上図のように
パーツをセットして下さい

⑪

⑫
粘着マット

完成！！

※はずす時は iPhone 等の端子を抜く方向と必ず合わせて引き抜いて下さい

