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取扱説明書温翌言昇雲ば醤緊ば‘、円しく

保証書付空黙:ぞ

企使用上の注意
必ず、ご使用前に下記注意事項をよく読んでからご使用

ください。取扱いを誤るとケガや故障等思わぬ事故に

なる可能性があります。

●必ずアルカリ乾電池または専用充電式カー トリッジまたは

専用ACパワーパックをご使用ください。

●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでくださ

い。電圧の違いから、故障するおそれがあります。

●使用後は、乾電池を取外して保管してください。乾電池を

入れたまま放置すると液漏れ等をおこすおそれがあります。

●乾電池は＋、一極を間違えないで正しく入れてください。

間違って入れると液漏れをおこすおそれがあります。

●万が一電池のアルカリ液が目、皮膚、衣服に付着したときは、

失明やけがのおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い

流し、医師の治療を受けてください。

●連続点灯時間は、光量の調節頻度 や気温などの使用環

境により変動します。専用充電式カー トリッジをご使用の

場合 、更に電池の充電状態やお客様のご利用頻度によっ

ても大きく変動し、実際にお客様がご使用できる時間は場

合によっては半分以下になることがあります。

●ランタンを清掃する際は、固く絞った布で軽くふいてくださ

い。水をかけると故障するおそれがあります。

●火気に近づけないでください。

●分解、改造をしないでください。

●商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてく

ださい。

●落下 や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。

●ランタン本体は火気 の近くや直射日光（室内や車内の窓
際）の当たる場所 等、40℃以上になる場所に 放置しない

でください。熱で変形するおそれがあります。

●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

品 名 CP炉6 リバーシブルLEDランタンIlI

型 式 2000027302 

外形寸法 約ct,13X29.5 (h) cm

本 体重量 約775g

材 質 ABS樹脂、その他

使用バルブ LED

連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時：
約15時間 (High) 、約270時間 (Low)
CPX®6充電式カートリッジ使用時：
約4時間 (High) 、約27時間 (Low)
CPX®6充電式カートリッジハイパワー使用時：
約7.5時間 (High) 、約56時間 (Low)

防水性能 IPX4対応（水没以外の雨や水しぶき
等あらゆる天候で使用可能）

使 用電源 アルカリ単一形乾電池X4本（別売）
CPX®6充電式カー トリッジ（別売）
CPX1116充電式カートリッジハイパワー （別売）
CPX®6ACパワーパック（別売）

原 産 国 中国

※ IPX4: 全方向から の水しぶきに10分間耐える。

〈乾電池カ ー トリッジの販扱い方〉

①ランタンを逆さまにして ②ライトの電源をOFFに ③カートリッジの前面にあるタブを押してフタをあけて
ベ ー ス部分を矢印の してカートリッジの左右 ください。単一形乾電池4本を＋極、一極をカートリッジ
ように反時計回りに回し にあるタブを押して製品 内の表示通りに正しく入れてください。
て取り外してください。 から取り外してください。

〈フックの使用方法〉 〈CPX®BAC/(ワ ーバック（別売）の取扱い方〉
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吊るして使用する場合は製
品底面 のフックを立ち上げ
てください。

〈点灯方法〉

①カ ートリッジの前面にある夕 ②カ ートリッジの中から、ACア
ブを押してフタを開けます。 ダプタ ー ポディと、 プラグ

パーツを取り出します。

〈CPX®S充電式カ ー トリッジ（別売）の取扱い方〉
対象製品 ・CPX®6充電式カートリッジ

·CPX®6充電式カートリッジハイバワー

①カ ートリッジを正しい向きで対②カ ートリッジを取り外す場合
応製品に 押し込んでください。 は、電源をOFFにしてカ ート

スイッチを回して カートリッジの左右のタブがロッ リッジの両サイドのタブを押さ
HIGH/LOW/NIGHT クされます。ベース部分を回し えながら製品から取り外して
LIGHT/OFFの選択を行います。 てしっかり固定してください。 ください。

④カ ートリッジのフタを⑤ベ ー ス部分を矢印の
しっかり閉めて、正しい ように時計回りに回して
向きで製品に押U凶uで しっかりと固定してくだ
ください。カ ートリッジ さい。
の左右のタブ が ロ ック
されます。

③ ACアダブター ボディとプラ
グパーツを組み立てます。力
チッと音が嗚るまでしつかり
と組み立ててください。（プラ
グパーツを取り外す際は、 タ
ブを押してACアダプターボ
ディから外します）。
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④ ACアダブター のジャックを
本体ラ ン タン横のジャック
ホールに差し込みます。

※本製品をCPX®6ACバワーパックで
こ使用になる際は、カートリッジ本体
は使用しません。

A注意
●乾電池を入れる際は、必ず十極、一極を間違えないように

してください。液漏れ、発熱等の原因となります。
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しな いでくだ

さい。電圧の違いから故障の原因となります。
●使用後は乾電池を取外して保管してくだ さい。乾電池を

いれたまま放置すると液漏れ等をおこすおそれがあります。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体注意ラペル等の注意書きにしたがった正常な使用
状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または
当社が無料保証いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

（イ）本書のご提示がない場合。
（口）本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がな

い場合、または字句を書き換えられた場合。
（ハ） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
（二）お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
（ホ）火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、

外部に要因がある故障、損傷。
（へ）乾電池の液もれによる故障、損傷。
（卜）蛍光管、乾電池が損傷・消耗し、取り替えを要する場合。

3保証期間経過後の 有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げ
の販売店または当社にお問い合わせください。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

t: コールマンジャバン株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
商品のお問合わせについては、右記へご連絡ください。お問い合わせ先0120-111-957

コ ー ルマン製品保証書

Model 2000027302 

ぉ ごふり芳が
名な 様TEL （ ） 

客 〒

様 ご住所

店名•住所・電話番号

保

＇

ぉ買い上げ日

年 月 日より 1 年閾

本書は、 本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生し た場合は、製品に本書を添え、 お買い上げ
の販売店にご依頼ください。
お買い上げ年月 日、 販売店等記入もれがあ ります と 無効にな ります。
必ずご確認いただき、 記入のない場合は、 お買い上げの販売店にお申
し出ください。
ま た、 お買い上げいただいた時のレシ＿卜、領収書を下に添付して保
管ください。 ご転居、 ご贈答等でお買い上げの販売店に 修理依頼で き
ない場合は、最寄りのコ ー ルマン製品取扱店にご依頼ください。
本書は再発行いた し ません。大切に保管してください。

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）
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