COAST EAL20 非常時用ランタンに関する注
意事項：

INSTRUCTIONS FOR COAST EAL20
EMERGENCY AREA LANTERN:
BATTERY INSTALLATION:
The EAL20 uses four D alkaline batteries located in the base of the
lantern. To access the battery compartment, twist the yellow locking mechanism counter clockwise until the end cap is completely
unscrewed from the lantern and can be removed. Once the battery
compartment is revealed, insert the batteries in the direction indicated
inside the lantern.

Reseal the battery compartment by reinserting the end cap on the
lantern and twisting the yellow locking mechanism clockwise until it’s
unable to twist any further. Never mix old and new batteries. Remove
batteries before storing lan-tern for extended periods of non-use.
LIGHT DIAL OPERATION:
This lantern is equipped with variable light control, which controls the
brightness of the while from high to low.
To turn on the white light, press the yellow power button on the front of
the lantern. Twisting the dial counter clockwise until the dial locks will
put the lantern into high mode. Twisting the dial clockwise will progressively decrease in light output until entering low mode.
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電池の取り付け：
EAL20 では、4本の単1形アルカリ乾電池を使用します。電池
はランタンの底面に挿入します。電池室を開くには、エンド
キャップがランタンから完全に取り外されるまで、黄色の
ロッキング機構を反時計回りに回します。エンドキャップを
取り外して、電池室が見えたら、ランタンの内側に印された
方向に電池を挿入します。

ランタンにエンドキャップを再度挿入して電池室を閉じ、
これ以上回せなくなるまで、黄色のロッキング機構を時計回
りに回します。古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでく
ださい。ランタンを長期間使用しない場合は、保管する前に
電池を取り外してください。
ライトのダイアル操作：
このランタンは、可変光制御を搭載しており、高低間の明る
さを制御します。
白色ライトを ON にするには、ランタンの前側にある黄色の
電源ボタンを押します。ランタンが高モードになるまで、ダ
イアルロックを反時計回りに回します。ダイアルを時計回り
に回すと、「低」モードになるまで、光出力が次第に低下
します。
電源スイッチ
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EAL20

BATTERY LIFE INDICATOR
To enter “solid” red mode, twist the light dial further clockwise until it
locks into place. An additional twist clockwise will allow the lantern to
enter “flashing” red mode.

For Product information
visit: www.COASTportland.com

To turn off the lantern, press the yellow power button a second time.
Light dial position will not affect the ability to turn off the lantern.

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

A battery life indicator is located below the light dial. When the batteries
are at all full strength, all six green lights will be illuminated.
MAINTENANCE:
Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl
alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

電池残量インジケーター
「ソリッド」赤色モードを ON にするには、ライトダイアル
が正しい位置にロックされるまで、さらに時計回りに回し
ます。追加で時計回りに回すと、ランタンが「点滅」赤色
モードになります。
ランタンを OFF にするには、黄色の電源ボタンをもう一度押
します。ライトのダイアル位置は、ランタンを OFF にする機
能には影響しません。
電池残量インジケーターは、ライトのダイアルの下部にあり
ます。電池がフル充電の場合、緑色のライト6つ、すべてが
点灯します。
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。

