WUBEN EDC USB
rechargeable flashlight
Product Feature

Open/Turn off the flashlight

Use 6061-T6 high density aero aluminum housing.
CREE XP-G2 R5 LED,100000 hours lifetime.
One 16340 Li-ion battery, 3.7V 800mAh.
Li-ion battery rechargeable circuit design.
Mirco-USB general charging connector with
charging indicator function.
IPX8 waterproof standard (underwater 2 meters).
The military hard anodize military regulation ,
scratch-resistant, impact-resistant, anti-corrosion.
With Twist magnet switch.
Double side coating scratch-resistant optical lenses.
The longest runtime can reach 690 mins.
According to the customers’ requirement, circuit
design has high brightness, low brightness
function, energy conservation, environmental
protection.

Twist the flashlight head, switch on the light
Twist back the flashlight, switch off the light.

Size
Dia：21mm
Length：71.5mm

Parts
High-end climb buckle, USB wire, battery,
standby O-ring

EDC充電懐中電灯
製品の特長

ライトを点灯する

6061-T6 航空機グレードのアルミ合金製を採用
米国CREE社製 XP-G2 R5 LEDを採用、100000時間の寿
命
16340リチウムイオン充電池を採用、3.7V 800mAh
リチウムイオン充電池で充電が可能
Micro USBケーブルで充電する、充電状態を指示
IPX8防水規格に適合（水深2メートル）
ミリタリーグレードの耐摩耗性を備えた表面硬化処理, 傷、
落下耐性、腐食防止
使い勝手がよく便利
両面防傷コーティングの光学レンズ搭載
最大700分の連続使用が可能
お客様のリクエストによると、回路がLOWとHIGTモードを
デザイン、省エネ、環境保護。

Brightness control
This product has two files dimming functions.
When the flashlight starts, twisting the head of
flashlight to open the flashlight and it enters into
low light mode (25 lumens) . If you continue to
twist the flashlight head, it will work into high light
mode (300 lumens).

Charge
When the battery power is not enough, the
brightness dimming will be unable to adjust light,
then you should charge for the battery or replace
the battery.

寸法

As the picture shows, you can charge by rotating
the flashlight head and put USB charging line one
side into torch charging hole, then put another side
into USB charge requirement (such as USB charger,
computer or other USB charging equipment).
When the battery fully charged, the flashlight will
automatically stop charging, and the green
indicator will open for long.

21mm x 71.5mm

付属品
16340リチウムイオン充電池、USBケープル“O”タイプ圏（
スペア）
、 高品質カラビナ

ライトを点灯させる： 軽く本体ヘッド部のイッチを回転して
、
ライトを点灯します。
ライトがオフする：逆に本体ヘッド部のスイッチを回転して
、
ライトをオフします。

明るさの調節
この製品には2段階の調光機能がある
電灯が点灯状態で本体ヘッド部分のスイッチを回すと低
輝度モードにになり
（25ルーメン）
、
さらに回すと高輝度モ
ードになる
（300ルーメン）

充電
電池残量が不足している場合、
ライトの明るさが低下したり
、明るさが調節できなくなったりします。
このような場合には
、充電するか、電池を交換してください。

図に示すように、USB充電ケーブルの一端を本体の充電ジ
ャックに接続し、別の一端をUSB充電機器（USB充電器、パソ
コンまたはその他のUSB充電機器）に差し込み、
ライトのエ
ンド部にあるスイッチを入れれば充電が可能になります。
また、充電完了時には、
自動で充電を停止し、青色の電池残
量表示灯を点灯し続けて充電完了を知らせます

重量 : 44g

Weight : 44g

カラー

Selective color

ロースゴールド；ゴールド；シルバー

Rose gold; Desert yellow; Metal Titanium

使用する電池

Choose battery

16340リチウムイオン充電池 (3.7V 800mAh)

Charging Indicator

16340 rechargeable li-ion battery (3.7V 800mAh)

充電表示灯

注：電池の充電は、16340リチウムイオン充電池に限り可能です。
その
他の電池を充電することはできません。

When charging the battery, just can be charged by 16340
rechargeable li-ion battery, but not others.

明るさ&時間

Brightness & time

作業モード

Working mode

LOW模式

HIGT模式

明るさ

25 ルーメン

300 ルーメン

11.5 時間

Low light mode

high light mode

Brightness

25 lumens

300 lumens

連続使用が可能

Long battery life

11.5 hours

1.2 hours

耐震

Anti-seismic

1.5meter

Waterproof

IPX-8 (unter water 2 meters)

防水

Use flashlight
Put the battery into flashlight.
Put into one 16340 battery according to below
sketch map.

Warn: Please keep the positive electrode toward
the direction of the lamp cap, otherwise it cannot
work.

Warranty
WUBEN products have after-sale warranty service.
Within 14 days after you buy this product, if there is
any quality problem, you can ask for free
replacement. In 12 months after you buy this
product, you can enjoy free warranty service. More
than 12 months warranty period, our products enjoy
a lifetime limited warranty service. If you need to
replace some important parts, we just charge for
the cost.
The rules of warranty products are not applicable
for following situations.
1. To damage, disassemble, repack by person
2. Wrong operation leads to damage the product
3. The battery leakage leads to the product
damaged

Shenzhen ShengQi Lighting Technology CO.,LTD
Tel ： +86 0755 36980570
Add: 101#,6 Building, Minxing Industrial
Zone,Minzhi Street, Baoan District,
Shenzhen ,Guangdong，China
Web：www.wubenlight.com
Email：info@wuben.com

1.2 時間
1.5メートル

IPX8防水規格（水深2メートル）

使用懐中電灯
電池を入れます
図に示すとおり、
16340リチウムイオン充電池1本

注意：充電の時、バッテリの陽極と陰極を逆に間違いない
てください

修理保証
Wubenの製品には、販売後の修理保証サービスが付いて
います。製品購入後14日以内に製品の品質に問題が見つ
かった場合、販売店に無償交換を求めることができます。
ま
た、製品購入から1年以内は、無償修理保証サービスを受け
ることができます。1年間の修理保証期間経過後は、無期限
の条件付き修理保証サービスを受けることができます。重
要部品の交換などは実費負担となります。
ただし、本修理保証規定は、次の場合には適用されません。
本製品を故意に破損、分解、改造した場合。
誤った操作により本製品の損壊を招いた場合（逆向きに電
池を入れた等）。
電池の液漏れにより製品の損壊を招いた場合。

深セン市盛祺照明科技有限公司
電話：+86 0755 36980570
アドレス：中国広東深セン市龍崋新区民治街
道民康路112号民興工業区6棟101
web：www.wubenlight.com
Email：info@wuben.com

