
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HS5R 
Multifunctional Rechargeable Headlamp 

取扱い説明書 
 

 

この度は CYANSKY 社製 HS5R マルチ機能ヘッドランプ（以下、本器と称す）をご購入頂き誠にありがとうございます。    

本説明書をお読み頂いた上で正しくご使用下さい。また、本取扱説明書は予告なく改定されることが御座いますのでご了承下さい。 

本器はアウトドアスポーツ、作業、修理やキャンプ等を想定して設計された高出力マルチ機能ヘッドランプです。軽量の金属  

シェル、L 字型デザイン、IPX8 防水性能、超極薄レンズ、そして 1300 ルーメンの高出力を誇ります。マルチモード白色      

スポットライト、赤色ライト、シングルボタンで他のライトソースに変更可能、電子構造アンチリバース接続、凸面又はフラット

タイプの 18650 バッテリーに適合、USB タイプ-C 充電が可能。幅広なヘッドランプストラップはより丈夫に、そして安定して

ご使用いただけます。本器は様々なニーズに対応可能なヘッドランプです。 

 



■特徴 
・LED：1 × LUMINUS SFT40 cold white LED、 2 × EVERLIGHT 2835 red LED を採用 

・LED 寿命：約 50,000 時間 

・電池：18650(2600mAh) Li-ion バッテリー、又は 2 × CR123A が使用可能です。 

・インテリジェント IC が温度を制御し、本器の損傷による過熱や不快な環境による表面の過熱を防ぎます。 

・一定の電流と明るさを供給する回路、メモリー機能を装備（白色 TURBO モードには適用されません） 

・電子構造アンチリバース接続設計、フラットバッテリーにも対応、バッテリー逆挿入による回路の損傷を防ぎます。 

・赤色ライトと白色ライトの二種類のライトソースにより様々な場面のニーズに対応します。 

・ボタンロック機能により意図しない電源 ON を防ぎ、電力消費を抑えます。 

・赤色、緑色インジケータ、４つの表示モードが現在の充電状態と充電中を表します。 

・航空機グレード A6061-T6 高強度アルミニウム合金を本器シェルに採用。 

・本器表面は U.S.ミリタリースタンダード ステージⅢハードアノダイズド処理で傷が付きづらい加工が施されています。 

・超極薄レンズ、磁石付きテイルキャップ、オールメタル設計 

・コンパクトサイズ、巧妙な構造、取り外し可能でフラッシュライトとしても使用可能、赤色と白色ライトソースで様々な   

シチュエーションに使用が可能です。 

・USB タイプＣを用い、約 2 時間以内にフル充電が可能 

・最大出力：1300 ルーメン ／ 最大照射距離：200 メートル ／ 最大使用時間：220h 

・防水性能：IPX8 

・耐衝撃性能：2 メートル高さからの衝撃に耐える 

・最大消費電力：18W (3.7V/5A). 

・照射角度：15°スポットライト、80°フラッドライト 

・使用環境温度域： -30～50℃ ／ 保管環境温度域： -35～65℃ 

・重量：ヘッドランプ 47g、ヘッドランプ(バッテリー含める) 120g、 

ヘッドランプ(バッテリー・アクセサリー含める＜ヘッドバンド、ブラケット＞)161g. 

・寸法：92mm (長さ) × 23mm (高さ) × 28mm (幅) 

・認定：CE、WEEE、FCC、PSE（バッテリー） 

 

■テクニカルパラメータ 

表：各モードにおける出力値 

FL1 STANDARD メインライト セカンダリーライト 

モード LOW MED HIGH TURBO Red Light 
White Light 

(ECO) 
Red Blinking 

出力 

(Lumens) 
30 150 450 1300 10 3 10 

ランタイム 

(Hours) 
18 12 2.5 2h 25 220 50 

照射距離 

(Meters) 
31 75 122 200 - 5m - 

光の強度 

(Candelas) 
240 1406 3721 10000 - 6 - 

Note：上記に示した数値は電池や環境によって変わることがあります。 

（CYANSKY BL1826U 2600mAh 18650 専用リチウムイオン電池での試験結果です。） 

 

■放電カーブ 

 

 
図：各出力モードにおける使用時間 



■使用方法 
 

電源 ON： 

電源スイッチを 0.5 秒押し続けることで点灯します。 

 

電源 OFF： 

電源スイッチを 0.5 秒押し続けることで消灯します。 

 

モード変更： 

 点灯中に電源スイッチを押すことでモード変更が可能 

 

メインライト／セカンダリーライト変更： 

 消灯時に電源スイッチを 1.2 秒間押し続けることで、他のライトモードに変更が可能です。 

 

メモリー機能： 

本器にはメモリー機能が備わっています。消灯した際、最後に利用したモードを記憶します。TURBO モードは記憶されません。 

もし、最後に利用したのがターボモードの場合は HIGH モードで点灯します。 

 

ロックとロック解除： 

本器をロックするには次の方法があります。 

消灯時に 0.5 秒以内にスイッチを 2 回押すとメインライトが低輝度で 2 回点滅し、本器がロック状態であることを示します。 

 

ロックを解除するには、次の 2 つの方法があります。 

1：0.5 秒以内にスイッチを 2 回押すと、前回のシャットダウンで保存されたモードで本器が直接点灯します。本器のロックが

解除され、正常に作動し、操作可能であることを表します。 

2：本器がロックされている場合は、充電プラグを差し込むと、自動的にロックが解除されます。 充電してロックを解除すると

本器は点滅しません。 

 

ロック状態の表示: 電源スイッチを長押しすると、白色ライトが 2 回点滅し、ロックされていることを示します。 

 

充電： 

充電ポートの保護キャップを開け、電源に接続された充電ケーブルを差し込みます。 充電中はインジケータライトが赤に   

変わり、完了すると緑に変わります。5V/2A の大電流充電で約 2 時間でフル充電します。充電完了後は充電ケーブルを抜き、

保護キャップをかぶせます。充電時は MED モードでメインライトが点灯可能です。 

 

バッテリー残圧表示： 

バッテリー電圧が 4.5V を超えると、バッテリーのパーセンテージは表示されません。 

本器をオンにするか、電源がオフのときに電源スイッチを押すと、インジケータにバッテリー残圧が表示されます。 

緑色の光: 81%-100%; 

緑色の点滅: 51%-80%; 

赤色の光: 21%-50%, 

赤色の点滅: 0%-20%。 

 

インジケータライトは 3 秒後に自動的に消えます。 インジケータライトが消えない場合は、もう一度スイッチを押してオフに

することができます。 

 

電池残圧のお知らせ機能： 

電池残圧の低下時、インジケータが１秒間に 3 回のペースで継続的に赤色に点滅します。また、点灯中の LED ライトが 3 分毎

に３回点滅して、ユーザーに電池の交換をお知らせします。 

 

電池電圧低下時の明るさのダウンシフト： 

本器がバッテリー残圧 3.0V 以下になったことを検知した場合、本器は LOW モードで点灯します。バッテリー残圧が 2.8V を

下回ると自動的に本器は消灯します。  

 

ターボモードの使用制限について： 

ターボモード使用には時間制限が設けられています。TURBO モード (1300 ルーメン)を連続一分間使用すると、オーバー    

ヒート防止のために自動的に 1000 ルーメンまで光量を下げます。本器温度の低下に従って光量が戻ります。 

 

オーバーヒート保護： 

本器の温度が安全基準を超えると、安全のために本器温度が下がるまでライトの出力が段々と落ちます。本器温度の低下に  

従って光量が戻ります。 

 

ブラケット角度の調整： 

 ブラケットに装着した本器は上下 180°に角度を調節可能です。 

 



■ライトが点灯しない場合 
 

 
 

・電池カバーを取り外し、電池と端子の間にある絶縁フィルムを取り出して下さい。 

・電極、又は端子が汚れている場合はアルコールで拭き取り、良く乾燥させてからご使用ください。 

・電池キャップを丁寧にしっかりと締め込んで取り付けて下さい。本体の材質が頑丈な作りのため、しっかり締め込まないと端子

と電池の接触が甘い場合があります。 

 

■注意 

 

 
注意 

 
・本器の使用を想定しない移動においては、バッテリーカバーを半回転緩めて、意図しない電源 ON を防いで下さい。意図しない

電源 ON は電池の消費、またはフラッシュライトの発熱による周囲の物体への損傷に繋がります。 

・本器を長期間使用しない場合は、本器から電池を取り出して下さい。電池の放電や液漏れから本器への損傷を防ぎます。 

・子供が使用する場合は、大人の指示のもとに使用させて下さい。 

・本器は高強度の光を出力するため、人体の目を直接照らすことは避けて下さい。 

・本器と電池を火の中、又は爆発につながるような所に置くことは避けて下さい。 

・電池カバーが開いた状態で、水に触れることを避けて下さい。 

・電池の正極と負極を反転させないで下さい。 

 

■保証 
 

15 日間の無償交換： 

通常使用に於いて製造上の瑕疵が見受けられた場合、購入・出荷から 15 日以内であれば無償にて交換対応致します。 

ご購入日が確認できる書類をご用意下さい。 

 

５年間の無償修理： 

通常の使用に於いて見受けられた故障は購入・出荷から５年以内であれば無償修理します。購入したモデルが販売終了していた

場合は、同等品、または改良したモデルを提供します。ご購入日が確認できる書類をご用意下さい。 

 

生涯保証： 

５年間の無償修理の期限が過ぎた後は、有償にてご対応させて頂くことをご了承下さい。 

 

■保証サービスの非適応事項 
・過度な高さからの落下、許可なく改造や組立てを行った場合 

・不適切な使用、保管やメンテナンス（電池の逆挿入など） 

・電池液漏れ 

・塩水や腐食による本体の損傷 

・不適切なメンテナンスによる損傷 

・通常使用による損傷、摩耗、色落ち等 

 

■構成品 

 

・本器（ブラケット、ヘッドバンド含む）・絶縁パッチ・BL1826U バッテリー・スペアオーリング・クリップ 

・USB タイプ C 充電ケーブル・取扱説明書（日本語版・英語版）・保証書 
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