
他のワイヤレス コントローラーにペアリングしない限りペアリングは解除されません。

［グループペアリング（複数ペアリング）設定方法］
・ 親機となるワイヤレス コントローラーでペアリングを行うことで複数台のライトを同時に接続で  
きます。
［グループペアリング（複数ペアリング） 解除方法］単独で使用したい場合
・ グループペアリングを解除する場合は、各ワイヤレス コントローラーでそれぞれのライトをペアリング
設定することにより、グループペアリングの解除が可能です。

　　　 走行中のウィンカー操作は親機のみ可能です。通信距離は最大約10Mです。
　　　 途中接続が切れた場合は、再度、通信圏内に戻ることにより、自動復帰しグループペアリングを
　　　 再開できます。

＜ブラケットの取り付け＞
サドルレール下に押さえパーツとブラケットを挟み込み、ナット上部を
押さえながらネジを取り付けてください。
＜テールライトの取り付け＞
テールライトのクリップをブラケットの奥までしっかり差し込んでく
ださい。

［赤く点灯した場合］
・設定に失敗した場合はライト本体の電源をOFF状態にしてからペアリング設定を行ってください。
［赤く点滅した場合］
・ペアリングボタンが赤く点滅した場合は、電池交換をして再度ペアリング設定をしてください。

2年保証：ライト本体のみ（バッテリーの消耗は除く）
正規小売店でご購入いただき、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。その際は、事前に
ご購入日が確認できるレシートなどが必要です。ご購入日が
特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させて
いただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、
事故などによる外的要因や取扱説明書に記載されていない
用途・方法などの不適当と認められる使用では保証の
対象外となります。

注意
● 高圧電線や踏切の近くではノイズ(磁界電磁波)により、ライト機能が正常に
　作動しない場合があります。
● 本体が充電されていることを確認、または電池残量の確認をしてください。
● 本製品はアクセサリーライトであり、保安部品ではありません。
● 安全を保証するものではありませんので、ご自身で十分に確認の上ご使用ください。
● 点灯中のライトを直視しないでください。視力障害を起こす恐れがあります。
● 本製品は耐水設計ではありません。（水中ではご使用できません。）
● ライトのON/OFFは、自転車を停止した状態で行ってください。
● 本製品は幼児の手の届くところに置かないでください。
● 使用後はライトの電源をOFFにしてください。
● 自転車装着ライト本体にあるUSBの差し込み口は上に向けて取付けないでください。
● 盗難防止の為、自転車から離れる時はライトをブラケットから取り外してください。
● 使用温度：ー10～40℃
● デザイン•仕様等は、予告なく変更、改良する場合があります。

OFFモード時、スイッチを２回押して、LEDが点滅する回数で電池残量が確認できます。
※電池残量の数値はあくまでも目安です。
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※お使いの前に説明書を最後までよく
お読みください。この製品の特徴を
よく理解された上でご愛用ください。

① コイン等でカバーを開ける。

② 基盤を外し、
　 電池交換の際は
　 ＋（プラス）側を上にして
　 基板に戻してください。

③ 基板（電池が下）を
　 元に戻してカバーの
　 ツメを土台の受けに
　 合わせてからカチッと
　 音がするまで押し込む。
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※ ライトには上下の向きがあります。
　 お確かめの上取り付けてください。
※ 乗車前にブラケットのネジが緩んで
　 いないか確認してください。
※ サドルレールのV字部分には取り
　 付けできません。
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ワイヤレス コントローラー

ライト本体

ワイヤレス コントローラーライト本体

ワイヤレス コントローラーライト本体

コイン形リチウム電池 CR2032 シリコンリング

① 端子のカバーを外し、USBケーブルを
　 差し込み充電を開始します。
② 充電が開始されると動作ランプが点灯し、 
　 充電完了すると動作ランプが消灯します。

ライト本体の充電方法 コントローラーの絶縁フィルムを外す

電池交換方法

ペアリング方法

ウィンカー操作方法／動作確認

［1］はじめに

［2］ライト本体とワイヤレス コントローラーをペアリングする

［3］ライト本体とワイヤレス コントローラーを操作する

自転車にライトのブラケットを取り付ける

自転車にワイヤレス コントローラーを取り付ける

［4］取り付け方法

［5］ライトの電池残量確認方法

ペアリングができない場合

グループペアリング機能

CR2032
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ハンドルバー対応径 25.4～31.8mm

製品保証について 
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動作ランプが10秒間点滅
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＜モードメモリー機能＞
ライトOFF時、最後に使用したモードを
記憶します。

＜低電力モード＞
電池残量が少なくなると低電力モード（点滅）に
切り替わります。ライト本体の充電を行ってください。

TOP
の面が上

カチッと音がなるまで

進行方向

シリコンリングをハンドルに巻きつける

5回
4回
3回
2回
1回

動作ランプ

USBケーブル ACアダプター
（PCや市販のACアダプター）

レールを挟む

差し込む

進行方
向

※テスト用電池です。

ワイヤレス コントローラーと本体の右左折の方向表示が
同じであるか、ご使用前に必ず動作確認をしてください。

［6］モード切り替え方法

［仕様］
● レッド LED : 1灯 ● アンバー LED : 6灯 
● バッテリー : リチウムイオンポリマー電池320 mAh、充放電回数 約300～500回
● ワイヤレス コントローラー（コイン形リチウム電池 CR2032　※テスト用電池付属）、通信距離最大約10M（微弱無線局使用）
● 生活防水

［5］ボタン操作兼用

［2］ボタン操作兼用

OFF時①

① ライト本体をOFFにした状態で、短押し2回で黄色LEDが10秒間点滅します。
② 動作ランプが点滅中に、ワイヤレス コントローラーのペアリングボタンを3秒間長押しする。
　 ワイヤレス コントローラーの左右ボタンが同時に黄色く点灯した時点でペアリング完了。

②

15秒間赤く点灯
エラーランプ ペアリングボタンが赤く点灯した場合は、

エラーランプが消えてから（15秒間点灯）
再度ペアリングを行ってください。

ペアリングができない場合は、下記の操作を行ってみてください。

エラーランプ

本体とワイヤレスワイヤレス コントローラー機器の間に障害物があると正常にペアリングできません。

左右ボタンが同時に点灯 ペアリング完了
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MODE MEMORY

必ず

AUTO LIGHT SENSOR

SEQUENTIAL LED TURN SIGNAL

＜オートモード＞
日中でも振動明暗センサーにより自動で
ライトが点灯するオートモードを
搭載しています。
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