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The Outdoor Company™ 

QUAD® MULTI PANEL LANTERN 

取扱脱明書 I Instruction manual I 季I� 彗習Ai
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いの上、保証書とともに大切に保管してください。

△使用上の注意 I PRECAUTIONS I 卒2囚習

必ず、ご使用前に下記注意事項および、取扱説明書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。
Please carefully review the foll畑ing notes and the inst『uction manual before using this product. lnco『rect use of the product could lead to bodily injury, product malfunction, etc. 
世三人1 人怜吾を団I 01叫12.1 .,:,2.1人I習巽季li:l-溢国人1量•晉!,'�.:il人怜吾言怜払1.2..晉哭•季1己計巴与玲tOILfエ！召号OIiフ1大1哭•包人1コフI皆過望令毀合Lief.

●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●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、液漏れや本体の損傷等、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。●連続点灯時間は光量の調節頻度や分割式バネルライトの充電状態、気温などの使用環境により変動します。

●本製品を清掃する際は、固く絞った布で軽くふいてください。故障の原因となりますので、水をかけないでください。●乾電池は十、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や本体
の損傷などをおこすおそれがあります。●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。●本製品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。●取り外しできる分割式バネルライトは充電式電池を使用しており、本体にしっかりと差し込むことによって、本体の電源から充電されます。●使用しない場合でも半年に一度は本体に電池
を入れ、パネルライトに充電を行ってください。バネルライト内蔵の充電池の過放電によるダメージを防ぐことができます。バネルライトが十分に充電された状態で保管してください。 ●バネルライトは本体
に下向きにしっかりと羞し込んで使用してください。接続が不十分な場合はバネルライトが点灯せず、充電もされません。 ●本体を持つ際には必ず上部のハンドルを持ってください、パネルライト部分など
の側面を持つとパネルが分離して本体が落下し、ケガや故障等思わぬ事故になる可能性があります。●この製品は磁気式留具を使用しています。自動改札用の切符や定期券、キャッシュカード、携帯電
話などを留具に近づけると磁気の影響で使用不能になることがあります。

● Only use alkaline batte『les In the main unit. ● Do not mix new and old batteries. The difference In voltage could cause product malfunctlon or damage from battery 
leakage. ● When storing, remove all batteries. If batteries remain installed, it could cause battery leakage. ● Runtime may vary depending on use and the operating 
envi『onment, such as how often the b『ightness is adjusted, how much the rechargeable batteries inside the light panels a『e cha『ged, air tempe『ature, etc. ● To clean the 
P『oduct, use a well-w『ung cloth to wipe the su『face. Do not pou『 wate『 ove『 the product as it could cause malfunction. ● When installing batte『ies, make su『e the positive 
and negative electrodes are In the right di『ectlon. If the batteries are Installed Incorrectly, It could cause battery leakage or damage to the main unit. ● Do not 
disassemble or modify the product. ● If you detect any abnormality with the product, stop using it immediately. eae careful not to d『op or othe『wise cause a shock to 
the product as it could cause malfunction. ● Do not leave the product nea『 fire, in di『ect sunlight (by a window inside a house o『 ca『), 0『 any other place where the 
temperature could 『ise above 40°C. Doing so, could cause p『oduct deformation due to the heat. ● Store the product out of the 『each of child『en.● Removable light 
panels operate on rechargeable batte『les. When placed p『operly on the main unit, the llght panel batteries will automatlcally charge. ● To prevent damage by over 
discharge of the rechargeable batte『ies in the removable light panels, install batte『ies into the main unit and charge the light panels at least every six months. ● Make 
sure the removable light panels are slid down completely so the connectors engage the springs on the main unit. Otherwise, the removable light panels will not 
light or charge correctly. ● Always transport the lantern by the top handle. Carrying the lantern by g『ipping the removable light panel surfaces could lead to the main 
unit sllpplng off, causing product damage o『 Injury.● This product has a magnetic latch. If you b『Ing a magnetic transportation ticket or pass for automated gates, bank 
card, mobile phone, o『 othe『 magnetic items close to the latch, those items could become unusable. 
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(,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閻内に故
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. 保証期問内でも、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。

� コールマンジャパン株式会社
〒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、下記へご連絡ください。
お問い合わせ先0120-111-957
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。）

コ ールマン製品保証書 Modal 2000031270 

ご
ふり芳が

名な 様 TEL （ ） 
お
客 ご住所

〒

様

! 取店名•住所•電話番号

保

＇

お買い上げ日

年 月 日より 1 年間

JP 

〈電池の入れ方•交換方法〉A、このランタンは単一形アルカリ乾電池4本または8本で便用できます。必すアルカリ蒻電泄を使用してください。

①ランタンをオフにした状態で本体を ②8本の単 一 形乾電池をプラス極と ※このランタンは単一形乾電池4本でも ③底キャップを戻し、しっかり最後まで
ひっくり返し、底部のキャップを反時 マイナス極を本体の表示通りの向き 使用することができます。そ の際は 時計回りに回して閉じます。キャップ
計回りに回して取り外します。 で挿入します。必す全ての電池の向き 4本を「A」の電池ボックスにすべて が しっかり奥まで入 り、矢印の位置

が正しくなるよう注意して電池を入れ 入れるか、「B」の電池ポックスにすべて まで戻っていること芍鶴Bしてください。
てください。 入れるかどちらかにしてください。 パチッと音がするまで回してください。

〈ランタンのモ ー ド変更〉
①ランタンを 点灯するためには上部のON

スイッチを押してください。取り外しできる
4つの全てのエリアライトと本体のベー ス
ライトが点灯し、360度周囲を照らします。

※光量の切り換えの際、最後に押したスイッチ
から5秒以上間隠が開いた場合、次にスイッチ
を押すとOFFになるように設計されていま
す。OFFになっ た 場 合は再度スイッチを
押して好みの光塁に調節してください。

＆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。

②ベースライトは、取り外しできるエリ
アライトが本体からすべて外された
状態でも、独立したランタンとして
使用可能です。ベースライトを「ON 」
にするには、上部のスイッチを押して
ください。4つのベースライトが点灯
し、360度周囲を照らします。

※1つまたは2つのエリアライトが取り
外されたときは、残ったエリアライト
と本体のベースライトが同時に点灯
します。

③明るさのモ ー ドを「Low、Medium、
High、Off」と切り替えたいとき、また
はランタンをオフにしたいときは、
希望のモ ー ドになるまでスイッチを
繰り返し何回か押してください。

〈取り外しできるエリアライトの便用方法〉それぞれのエリアライトは、本体から取り外された後も独立した光源として使用できます。
本体に戻された時には、ランタンとして360度周囲を照らすと同時に、本体の電源から充電されます。

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。
保証期問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ート、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＜
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。

①エリアライトの両端をつかみ、本体に ②エリアライトを上方に持ち上げながら
固定、充電されている状態から引き 外します。
離します。 ※ランタンが点灯しているときは、残さ

れたエリアライトは点灯し続けます。

〈エリアライトの本体への戻し方〉

磁石の力を利用して 、取り外された ※エリアライト下部の接続部分が、本体の
エリアライトを本体に戻します。 取り付け位置下部にあるスプリング

にしつかりと嵌め込まれるように取り
付けてください。エリアライトがうま
く点灯しなかったり、充電が行われな
いおそれがあります。エリアライトが
しっかりと本体の所定の位置に戻る
と、エリアライトと本体のスイッチが
連動して働くようになります。

③エリアライト正面のスイッチを押す
ことで「Low、High、懐中電灯、OFF」
のモード切替ができます。

※エリアライトを本体に戻すと、本体
内部の乾電池から再度充電が行われ
ます。

〈他の機器を充電する〉

ランタンに乾電池が入っている状態では、
本体のUSBポートで携帯電話やMP3プレイ
ヤーなどの小型の雷子機器を充霜すること
ができます。
※出力は5V/1A以下の物に限られます。
すべての電子機器がUSBポートから充電
できるわけではありません。
※電子機を磁石に近づけすぎると磁気の
影響で使用不能になることがあります。

④それぞれのエリアライトは、ハンドルの
角度を変えることで懐中電灯モ ー ド
になったり、スタンドとして平面に置く
こともできるようにデザインされて
います。

△注意
●本製品のUSB出力は5V/1Aに

なります。お持ちの機器を本製品
から充電する際は、本製品の出力
が対応しているかご確認ください。

●充電可能量は、充電される機器や
本体の乾電池残量,::.tfJ変わります。

●製品の仕様上、製品が正しく作動
しなくなるため、ランタンを点灯中は、
USBから給電しないでください。
同様に、給電中はランタンを点灯し
ないでください。
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〈TO INSTALL OR REPLACE BATTERIES〉 〈IIHEi己1せ目・ユぇ�I習目〉

① With lantern off, tum upside down ② Install 8 batteries in the co『rect NOTE:You can also just use 4 batteries 
and remove the bottom cap by orientation as shown on the battery to light the lantem, but it requires to 
tuming counterclockwise. housing. Always be carefUI that all 8 install如4 batteri年 into''N'housings

batteries are installed comヰly. onlyo『''B''housings only. 

〈TO OPERATE IN LANTERN MODE〉
① To turn lantem "ON", press switch 

on top of lantern. All fcu『Removable
Area Lights and base lights will
turn on for 3602 of area lighting. 

※If the light has been on in any 
modefo『 more than 5 seconds, the 
next press will turn the light off. 

ロ �Caution 
● Always insert batteries in co『rect

di『ection. Otherwise it can cause 
leakage and/or heat. 

● Do not mix new batteries and used 
batte『ies. It can be cause of t『oubles.

①G『ip both sides of the Removable ② Lift out Removable A『ea Light. 
Area Light to rol匹oo from locked NOTE: If the Lantern Mode is "ON", 
/charging position. the remaining Removable Area 

Lights will remain lit. 

• 

口
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③ Replace the bottom cap by tuming 
clockwise until hand tight. Check 
that cap is securely installed in 
closed position. 

② Base Lights can be used as independent 
light sources when Removable Area Lights 
are removed from'、Doddng Station". To 
tum Base lights "ON", press switch on top 
of lantem. All three Base Lights will tum on 
for 360" of area恥hting.
NOTE:lfoneo『two Removable Area Lights 
are removed, the remaining Removable 
Area Ught(s) will work with Base Ught(s) 
together. 

③ To cycle between modes (low, medium, 
high, off) or to tum the lantem off, press 
switch until desired mode is reached. 

{TO OPERATE REMOVABLE AREA LIGHT(S)} 
One or more Removable Area Lights can be used as independent light sou『ces when removed f『om "Docking 
Station", and then be 『eturned to the lante『n "Docking Station" for full 360• area lighting and/or recharging. ― I I ■...lt. I I
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〈TO RETURN REMOVABLE AREA LIGHT(S)} 

Return Removable A『ea Light to 
"Docking Station" on lantern by the 
strength of the magnet. 

NOTE:Please make sure the connecto『s of 
the Removable Area Lights are slid down to 
engage the springs on the bottom of the 
、、Docki1g Station'', otherwise, the Removable 
Area Lights will not be lit and charged 
correctly. Once the Removable Area Light is 
in the "Docldng Station'', the Lantern Mode 
Switch over-rides the Removable Area Light 
Switch . 

③ Push switch on front of Removable
Area Light to turn "LOW", "HIGH", 
"SPOT" or "OFF". 
NOTE: When 『eattached to the lantern 
"Docking Station", the Removable
Area Lights will be recharged by the
batteries located in the lantern base.

〈TO CHARGE OTHER DEVICES〉

④ The Removable A『ea Lights are 
designed to be used as a flashlight 
by taking thei『 handle in spot
mode, or stood on a flat su『face by 
adjusting thei『 handle properly. 
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〈哺旨叫01巨暑邑えilOII qAI 1JI晉 IIfl〉

With batteries installed, this lantern 
has an additional USB Po『t for 
cha『ging small elect『onic devices 
like cell phones or MP3 players. 
NOTE:Output charge rate suppo『ts
up to SV /1A. Not all devices can be 
charged with this USB port. 

�Caution 
● This products USB output is 

5V/1A. When you charge your
devices confi『m output is
approp『iate for it.
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