
HL4 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION:

The HL4 uses three AAA alkaline batteries. The batteries are housed in 
the rear of the headlamp.

To access the battery compartment, pull the elastic headband slightly 
away from the battery pack. Remove the rubber battery case cover 
by grasping the tab at the top of the cover and pulling it away from 
the battery pack.

Insert the batteries in the direction indicated inside the battery pack. 
Replace rubber battery case cover, making sure that the cover is placed 
evenly over the rim of the case.

LIGHT OPERATION:

The HL4 is equipped with five white LEDs for general use and one red 
LED for use low-light conditions and night vision preservation.

To turn on the white light, depress the silver switch on the bottom of the 
head of the light. To turn off the light, depress the silver switch on the 
bottom of the head of the light.

To turn on the red light, depress the red switch on the top of the head 
of the light. To turn off the red light, depress the red switch on the top 
of the head of the light.

BEAM POSITION:

The hinged beam adjustment allows you to tilt the beam of light down 
into position to illuminate objects directly in front of you or in your 
hands. To adjust, grasp the head of the light at the top and bottom 
between your thumb and index finger and move the head of the light 
downwards.

HEAD STRAP ADJUSTMENT:

To adjust the HL4 to fit your head first slide the buckle on the left side of 
the head strap to adjust the strap to fit the circumference of your head. 
It may be necessary to slide the head of the light and battery pack on 
the head strap to center the light once the head band is adjusted to 
the proper size.

Then, adjust the top strap by sliding the buckle forward or back.

HARD HAT SAFETY HELMET CLIP USE:

The HL4 includes helmet clips for use with hard hat style safety 
helmets. To use the helmet clips, loosen the side of the headband to fit 
the helmet and attach the clips to the side strap of the headlamp, evenly 
spaced with two on each side. 

Note: One of the clips has a wider loop to fit over the area on the side 
headband where the Z cord is located. Put the headlamp on the safety 
helmet and attach the clips to the rim of the helmet. Some adjustment 
of the clip positions and head straps will be necessary for proper fit 
on safety helmets. 

Note: Clips are designed for use ONLY with HARD HAT style safety 
helmets. They are not acceptable for use on most sporting safety 
helmets.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl 
alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

HL4

HL4 使用ガイド：

電池の取り付け：

HL4 では、3本の単4形アルカリ乾電池を使用します。

電池ボックスのカバーを開けるにはまず、ベルトをゆるめ、
ゴム製の電池ボックスカバーを外してください。単４形乾電
池３本を電池ボックス内側に印された方向に挿入します。ゴ
ム製の電池ボックスカバーをしっかり電池ボックスに押さえ
つけながらしっかり閉じます。

古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。長期
保管の場合は必ず電池を取り外してから保管してください。

ライトの操作：

HL4 は、一般用途用に白色 LED を5つ、弱光条件や暗視状態を
維持する際に使用する赤色 LED を1つ搭載しています。

白色ライトを ON にするには、ヘッドライトの下にある銀色
のスイッチを押します。ライトを OFF にするには、ヘッドラ
イトの下にある銀色のスイッチを押します。

赤色ライトを ON にするには、ヘッドライトの上にある赤色
のスイッチを押します。赤色ライトを OFF にするには、ヘッ
ドライトの上にある赤色のスイッチを押します。

ビームの位置：

照射角度調整機構では、目の前や手の中にある物体を直
接照らせる位置にダウンライトのビームを傾けることがで
きます。ビームを調整するには、親指と人差し指でヘッドラ
イトの上下をつかみ、ヘッドライトを下向きに動かします。

ヘッドストラップの調整：

頭に合わせて HL4 を調整するには、まず、ヘッドストラップ
の左側面にあるバックルをスライドさせてストラップを調整
します。ヘッドバンドを最適なサイズに調整した後は、ヘッ
ドストラップ上でヘッドライトや電池パックの位置を中央に
スライドさせます。

そして、バックルを前後にスライドさせてトップストラッ
プを調整します。

ヘルメット取付用安全クリップの使用：

HL4 には、ハードシェルの保護ヘルメットに取り付けるため
のヘルメット取付用クリップが同梱されています。ヘルメッ
トクリップを使用するには、ヘッドバンドの側部を緩めて
ヘルメットに巻き付けます。ヘッドランプのサイドストラッ
プに片側2個のクリップを取り付け、間隔が均等になるよう
に調整します。

注：クリップの1つは、Z コードのある側のヘッドバンドの領
域に合わせた幅広ループになっています。ヘッドランプを
保護ヘルメットに取り付け、ヘルメットの縁にクリップを
取り付けます。保護ヘルメットに正しく装着するには、ク
リップの位置とヘッドストラップを調整します

注：クリップは、ハードシェルの保護ヘルメットで使用する
ことのみを想定しています。大部分のスポーツ用ヘルメット
では、使用に適しません。

メンテナンス：

水またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で、本体の外
部を拭いてください。乾くまでは使用を控えてください。
絶対に水に浸けないでください。

For Product information 
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
（www.COASTportland.com）
をご覧ください。






