
HL-EL610RC
CATEYE SINGLE SHOT PLUS

オン↔オフ ：長く押す
ハイ↔ロー ：一回押す
点滅 ：素早く二回押す

ハイ : 約 3 時間
ロー : 約 9 時間
点滅 : 約 36 時間

スイッチ 標準連続点灯時間

標準充電時間

赤点滅 ：充電中
緑点灯 ：充電完了 約4時間

充電インジケータ点灯状態
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 安全にご使用いただくために
幼児の手の触れるところに放置しないでください。
不意のバッテリー切れに備え、乾電池式ライトの携行をおすすめします。
ライトや付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いた
後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しな
いでください。
ライトは無線式メーターから10 cm以上離して取付けてください。近すぎると送受
信に影響を与えます。
本製品は雨中での使用に耐える程度の防水能力です。水に浸けた状態で使用しないで
ください。

 初めてお使いになる前に
工場出荷時は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に使用方法「充
電方法」に従って必ず充電を行ってください。
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はじめに
 ご使用の前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱について」を最後まで
よくお読みください。お読みになった後はいつでも見れるように大切に保管して
ください。

このたびはキャットアイ「SINGLE SHOT PLUS（シングルショットプラス）HL-
EL610RC」をご購入いただきありがとうございます。本製品はハイパワーLEDとニッ
ケル水素充電池を一体化し、コンパクトなボディに納めたハイパワー充電ライトです。

製品仕様
使用光源 ハイパワー白色 LED2灯
バッテリー NiMH 4.8v 2700mAH
バッテリーチャージャー
 CHR-2700mAH 4.8v NiMH
連続点灯時間 ハイ：約3時間
 ロー：約9時間

点滅：約36時間
標準充電時間 約 4時間
使用温度範囲 充電時：0℃～40℃

点灯時：-15℃～45℃
繰返し充放電回数
 標準300回（定格容量の50％の容量低

下まで）
寸法・重量 104 x 74 x 43 mm / 270 g
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあ
ります。
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3  充電方法
ライト裏面の充電ジャックカバー
を開き、バッテリーチャージャー
のプラグを接続します。
バッテリーチャージャーを家庭用
コンセントに接続します。
充電後はプラグを外し、充電
ジャックカバーを閉じます。
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自転車への取付

バッテリーの交換方法

使用方法
1  点灯（点灯パターン切替）
スイッチで点灯パターンを切り替えます。

必ず専用のバッテリーチャージャー
を使用してください。
標準充電時間および点灯時間は目安
であり、使用時の環境により変化す
る場合があります。
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2  バッテリー残量について
バッテリーインジケータが赤く点灯するとバッテ
リー残量が残りわずかです。できるだけ早くバッ
テリーを充電してください。

構成品一覧

ライト H34ブラケット
バッテリー
チャージャー

ブラケットバンドをハンドルバー
に巻き付け、ダイヤルに差し込み
ます。
ダイヤルをまわして、しっかりと
締め付けます。
ダイヤルから伸びた余分なブラ
ケットバンドを切り落とします。
ライトをブラケットにカチッと音
がするまで差し込みます。
取り外すときはレバーを押しなが
ら引き抜いてください。

注意

ダイヤルは必ず手で締め付けてくだ
さい。工具で強く締め付けるとネジ
山をつぶすおそれがあります。
左右の角度調整がゆるんだ場合は、
ネジ（*1）を締め付けます。
ブラケットバンドの切り口はケガ
をしないように処理してください。

照射角度の調整
ブラケットのダイヤルを少しゆる
めます。
対向車に直接光があたらないよう
にライトの角度を調整します。
ダイヤルをゆるめる時、ダイヤルが
堅くてまわせない場合は、軽く水洗
いしてまわしてください。
ダイヤルをゆるめ過ぎるとブラケッ
トバンドが外れます。ダイヤルはブ
ラケットが少し動く程度にゆるめ、
調整後にしっかりと締め付けます。
左右に10度ずつ調整することもで
きます。

1�

2�

3�

4�

•

•

•

5�

6�

＊

＊

＊

ライトを裏返し、レンズ前面の
ネジ 2 本を 2.5 mm 六角レンチ
で外します。
レンズユニットをゆっくりボディ
から引き抜きます。
バッテリーコネクターを外し、新
しいバッテリーに交換します。
バッテリーをトレーに載せ、元の
ようにボディに差し込み、2本の
ネジで固定します。

注意

レンズユニットは精密部品のため絶
対に分解しないでください。最適な
配光を得られなくなります。
防水性を保つため、ゴムパッキン
を正しくはめて、レンズユニット
を組み付けてください。
ボディに収納する際、コードはゴ
ムパッキンより外にはみ出さない
ように処理してください。正しく
処理しないと断線するおそれがあ
ります。
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製品保証について
2年保証：ライト /バッテリーチャージャー（ただしバッテリーの劣化は除く）
正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連
絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が記述されたレシートまたは領収書を添えて当社宛てに
直接お送りください。レシートまたは領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算させ
て頂きます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用に
よる要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願
います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

［宛先］
製品サービス課
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033
ホームページ : http://www.cateye.co.jp E メール : support@cateye.co.jp


