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品番： 2000031275
品名： BATTERYLOCK® PACK-AWAY® LANTERN (NATURAL WOOD)
サイズ： 210 x 297 mm
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〈乾電池の華填方法〉△スイッチを必'f\OFFIこし、本体上部を収糖し、ロック状態にしてから行ってください。

Model 2000031275
The Outdoor Company™

BATTERYLOCK®
PACK-AWAY® LAN TERN
(NATURAL WOOD)
取扱説明書 I Instruction manual I 季IB笛習人1

①ポトムリッドがロック状態（赤のサイン）になっている
か確認してください。ロック状態になっていない場

PRECAUTIONS

I

●乾電池を入れる際は、必ず十極、
原因となります。

ないでください。電圧の違いから故障の原因

〒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

となります。
●電池を入れたまま保管する際は、ポトムリッドを
左に最後まで回しロック（赤のサインが完全に
現れた状態）してください。電池を抜いて保管
する場合は、ロックをする必要はありません。
● ロックを解除する際、 またはロック状態でス
ィッチを押した際、本製品（バッテリ ー ロック）
④ポトムリッドの三角マ ー クを本体の三角マ ー クの
位置に合わせてください。

⑤ボトムリッドを本体に押し込み な がらボトムリッドの
ツメを外側に移動して本体にしっかりと固定してくだ
さい。

の仕様上

一

瞬点滅することがありますが、製品

には不具合はありませんので問題なくご使用
いただけます。

〈点灯方法〉

Model 2000031275
様
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①ポトムリッドがロック解除（赤のサインの箇所が黒）に
なっているか確認してください。ロック状態になって

②本体底部をにぎり、片方の手でゆっくりと本体上部を
スライ怜団さて臨豆します。

いる場合は、ボトムリッドを90度しつかりとひねり、

諏店名•住所•電話番号

ロック解除してください。

③スイッチを押してLow/Medium/High/点滅／

OFFの選択を行います。

※光塁の切り換えの際、最後に押した スイッチから5 秒
以上間隔が開いた場合、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量に調節してください。

保 お買い上げ日
＇

年

月

日より

1 年閾

〈阪鯖方法〉

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＜
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。
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コ ー ルマン製品保証書
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極を間違

●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用し

●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。●電池を入れたまま保管する際
は必ず確実にロックをかけた状態で保管してください。●バッテリーロック竺システムは電池を電極から離すことにより放電を防ぐシステムです。電池自体の自然劣化を防いだり、電池の使用期限を延ばすこと
はありません。●乾電池の液漏れは過放電だけでなく、高温多湿な場所や落下等の衝撃でも発生します。バッテリーロック®システムは過放電による液漏れを防ぐ仕様になっています。本製品は過放電以外の
原因による液漏れを防ぐ仕様にはなっていません。●電池を入れたままの場合、長期間使用しなくても半年に 一 度は電池の液漏れ等異常がないか確認してください。 ●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。●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＋、一極を閻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。●過度の落下や衝撃は
故障の原因となりますのでご注意ください。 ●本体1むK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。
● Only use alkaline batte『ies in the main unit●● Do not mix new and old batteries. The difference in voltage could cause product malfunction or damage from battery
leakage.●When storing the p『oduct with the batteries inside, secu『ely engage the The BatteryLock" system beforehand.●The BatteryLock" system is a mechanism
that p『events electric discharge by disconnecting the batte『ies from the elect『odes. Howeve『, it is not capable of preventing the batte『ies from natu『ally deterio『ating
0『 extending battery life.● Batte『y leakage could be caused not only by excessive elect『ic discha『ge, but also by keeping the batteries in a hot and humid place or
from a sudden impact due to being dropped, etc. The BatteryLock" system is designed to p『event battery leakage due to excessive electric discharge. However, the
product is not equipped with any built-in function to prevent batte『y leakage due to othe『 『easons●●When you leave the batteries in the product, check them at least
every six months to make sure there Is no Issue, such as batte『y leakage, even If you have not used the p『oduct for an extended period.● Runtime may vary
depending on use and the operating environment, such as how often the brightness is adjusted, air tempe『atu『e, etc.●To clean the product, use a well-w『ung cloth to
wipe the surface. Do not pou『 water over the p『oduct as it could cause malfunction.●When installing batteries, make sure the positive and negative electrodes a『e in
the right direction. If the batteries a『e Installed Incorrectly, It could cause battery leakage or damage to the main unit●● Do not dlsassemble or modify the product. •
If you detect any abnormality with the p『oduct, stop using it immediately.● Be careful not to drop or otherwise 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『 car), o『 any othe『 place where the temperature could rise above
40 °C. Doing so, could cause product deformation due to the heat.●Store the p『oduct out of the 『each of chlldren.
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極を本体の表示通りに

△注意

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 following notes and the instruction manual before using this p『oduct. lnco『『ect use of the product could lead to bodily injury, p『oduct
malfunction, etc.

〈無料修理規定〉

一

合は、ポトムリッドを90度しつかりとひねり、ロックの

手斗人固習

1. 取扱説明書、本体注意ラベ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. 保証期閻内でも、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。
（＝）お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
（＊）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。

③単1形乾電池4本を＋極、
正しく入れてください。

状態にしてください。

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。

A 使用上の注意 I

②ボトムリッドのツメを本体中心に移動してボトムリッ
ドを取り外してください。

△注意
●本体上部はゆっくりと取り扱って
ください。ひっぱる際、収納するた
めに押し込む際、力強くひっばっ
たり、押し込んだりすると本体の
損傷につながります。

お買い上げレシート添付場所
（お買い上げ年月且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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●収納する際は本体 上部を中にゆっくりスラ イドさせて収納してください。

品番： 2000031275
品名： BATTERYLOCK®PACK-AWAY®LANTERN (NATURAL WOOD)
サイズ： 210 x 297 mm
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〈TO INSTALL BATTERIES〉

us

L'.h Turn off lantern and engage battery lock first.
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① Check bottom lid shows 『ed sign of②Slide tub toward center of bottom lid and③ Insert 4D batteries in cor 『ect direction as
shown on p『oduct.
batte 『ylock. If bate 『ylock 1s disengaged
remove lid.
turn the lid in 90 deg 『ee.

心Caution
● Always insert batteries in correct
di 『ection. Othe 『 wise it can cause
leakage and/o 『 heat.
● Do not mix new batte 『ies and used
batteries. It can be cause of troubles.
●Make SU 『e baterylock is engaged (red
sign is completely shown on bottom
lid) when stored. No need to engage
batterylock when batteries are not
installed.
● When unlocked o 『 P 『essing switch
while locked, it flashes once. This is
normal and not defect.
④Join triangle markings on lid and main⑤Push lid into main body and slide tubs I
body.
oute『ward to fix the lid.

④叫卦手詞四習丑人I琶邑え1121せ叶習丑人IOII⑤1:1閂辛碑四IOII 7JI�!QI 1:1閂平姻畔1:1濯琴2呈
国姻四IOIIせ匹Iユ習細碑斐紐碑．

〈HOW TO OPERATE LIGHT〉

〈習号皆甘〉

①Check bottom lid shows black sign of unlock.②Grab bottom of light, and pull一up upper hold③ Press switch and change light modes.
If baterylock is engaged, turn the lid in 90
of lantern until it is fixed.
(Low/Medium/High/Flash/OFF). If the light
has been on in any mode fo 『 mo『e than 5
degree.
seconds, the next press will turn the light
off.
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〈HOW TO FOLD〉

〈今甘皆甘〉
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企Caution
● Do not mishandle uppe 『
half of product. When
pulling it out on pushing
it into main body, too
much powe 『 may cause
damages on product.

●邑対I�早暑王俎iii q早凶人1.2.
晉Of'E,1-717-lLf 国q 遥呈IIH
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●キ廿哲叫セ邑対1せせ晉吾習J}fXI咎租さい合叫DIEさf():jキ甘司怜」人12.

● When folding lantern, move upper pa 『t slowly down to main body.

