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Thank you for purchasing the AUKEY LT-ST24 7W Beechwood Lamp. Please 
read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need 
any assistance, please contact our support team with your product model 
number and Amazon order number.

Package Contents
7W Beechwood Lamp
Two Hex Wrenches
User Manual
Warranty Card

Product Diagram 

LED Panel

Power Cable

On / Off and
Brightness Adjustment Button

Lamp Base

Specifications
Model
Luminous Flux
Color Temperature
Color Rendering Index
Input
Operating Voltage
Power Consumption
LED Type
LED Lifespan
Number of LEDs
Material
Dimensions
Weight

LT-ST24
450 lm (max)
4000-4500K
≥80Ra
AC 100-240V 50/60Hz 
DC 24V 0.5A
7W
SMD 2835
50000 hours
48
Beech wood
410 x 350 x 180mm / 16.14” x 13.78” x 7.09”
1.05kg / 2.31lb

Getting Started
The lamp is fully assembled, but screw tightness at the two joints should be 
checked, and adjusted if necessary, before first use. If joints are too stiff to 
change angle or too loose to keep position, use the two hex wrenches to 
adjust.

1.
2. 

Insert hex wrenches into the two sides of each screw assembly
Keep one wrench in place and turn the other slightly counter-clockwise to 
loosen or clockwise to tighten, so that joint angle is stable but comfortably 
adjustable

Plug the power adapter into a wall outlet. Short-press the on/off button 
to turn on/off

Using the Lamp 
● 
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Long-press the on/off button and release when desired brightness is reached. 
Brightness smoothly scales brighter or dimmer alternately with each long-press

Lighting Memory Function
This lamp switches on with the last-set brightness level, so you don’t need to 
repeat brightness adjustment to reach your preferred setting.

Product Care & Use
● Keep away from liquids and extreme heat
● Switch off the lamp and unplug the power cable before cleaning or when
    not in use for a long time
● Clean the lamp with a soft, dry cloth

Warranty & Customer Support 
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below 
that corresponds with your region. Please include your Amazon order number 
and product model number. 

Amazon US orders: support.us@aukey.com 
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com 
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com 
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com 

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly 
from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for 
service

Adjusting Brightness
● 
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はじめに
この度は、AUKEY LT-ST24 7W ビーチウッド ランプをご購入頂き、誠にありがと
うございます！ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお
使いください。何の問題・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記
入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容
7W ビーチウッド ランプ
二つ六角レンチ
ユーザーマニュアル
保証カード
 

各部の名称 LEDパネル

パワーケーブル

オン/オフと
輝度調整ボタン ランプ

ベース

製品仕様
品番 　　
光束
色温度
CRI
入力
動作電圧
消費電力
LEDのタイプ
LEDの寿命
LEDの数量
材料
寸法
重量

LT-ST24
450 lm (最大)
4000-4500K
≥80Ra
AC 100-240V 50/60Hz 
DC 24V 0.5A
7W
SMD 2835
50000 時間
48
ビーチウッド
410 x 350 x 180mm / 16.14” x 13.78” x 7.09”
1.05kg / 2.31lb

使用方法
使用の前に、2つのジョイントのねじ締めをチェックし、必要に応じて調整する必
要があります。もしジョイントは硬すぎて、2つの六角レンチを使用して調整して
ください。

1.
2.
六角レンチを各スクリューアセンブリの両側に差し込んでください。
1つのレンチの位置を保持し、もう1つを少し反時計回りに回して緩めたり、時
計回りに締め付けて、角度は調整可能です。

電源アダプタをコンセントに差し込んで、オン/オフボタンを短く押してオン/
オフを切り替えてください。

 オン/オフボタンを長押し、ご希望の明るさに達します。長時間押すごとに明る
さがスムーズに変えます。

ライティングメモリ機能について
このランプは最後に設 定された輝度レベルで点灯しますので、好みの設定になる
ように輝度調整を繰り返す必要はありません。

ご注意
●  液体や極端な熱を避けてください。
● クリーニングの前または長期間使用しないときに、ランプのスイッチを切って
    電源ケーブルを抜いてください。
● 柔らかく乾いた布でランプをきれいにしてください。

保証期間とお客様サポート
何かご問題・ご質問などがございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した
上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返
信を差し上げます。

Amazon JP注文: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、
アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返
品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。
中古品に対して、アフターサービスと製品保証を提供しておりません。あらかじめご了承のほど
お願い申し上げます。

 

ランプを使用する 
●

明るさを調整する
● 

Model: LT-ST24
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