Charging / Discharging

Package List
Before using this product, please check whether the contents of the
package are complete.

Lights on

Lights oﬀ

(EN) English

(CN) 简体中文

Warnings

警示说明

Lights ﬂashing

Please read user manual carefully before using the product.
Product will generate heat while working, the light head may be 90℃
when it’s in High mode. Please do not touch it and be cautious with
that to avoid any possible harm.
Please don’t ﬂash into eyes directly to avoid harm to eyes.
Please keep the product away from children.
Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
Please don’t disassemble the product or it will not be covered by
WUBEN warranty policy.
Please don't throw the product into ﬁre.
This is not a diving product, please don't use it underwater for a long
time.

Charging
Charging

Capacity C
C=100%
C≥85%
85%>C≥68%
68%>C≥51%

1 A1 × 1

51%>C≥34%

2 Shoulder strap × 1

34%>C≥17%
17%>C≥0

DC Pover adapter
12V/3A 5 hours

3 Spare O-ring × 2

4

1

Discharging

2

3

STEP
5 Power adapter × 1
(US plug, EU plug, UK plug,
AU plug)

1. Plug in the USB-A cable
2. Single click to turn the ﬂashlight on

6 User manual, Warranty card × 1

Supports QC2.0, QC3.0,
FCP, AFC, PD2.0, DCP,
BC1.2, and Apple

About Product
Shoulder Strap Hole

Silicone
Protecting Case

Switch

User Manual V1.0

Charging

Capacity C
C≥85%

Remote Controller
(Battery Power Indicator
of Controller)

5

85%>C≥68%
68%>C≥51%
51%>C≥34%
34%>C≥17%

6

17%>C≥5%

Switch

Remote Control Antenna

5%>C

Switch
(Breathing Light /
Battery Power Indicator)

When one light ﬂashes, the discharging function will not work, after
charging the battery, the discharging function will work again.)

1

Battery Capacity (C) Status Indication
5s

USB-A Discharging Port

5s

Switch

(EN) English
(CN) 简体中文

05

(DE) Deutsch

06

闪烁模式：任意状态下，长按 键1秒进入爆闪模式，单击 键循环切换
闪烁档位：“SOS-爆闪-SOS”循环切换，单击 键退出闪烁模式回到进
入前状态。

Instant Turbo: When the ﬂashlight is on, long press the switch to
activate Turbo mode, single click to back to the previous output
level. When the ﬂashlight is oﬀ, press and hold the switch to
activate the Turbo mode, release to turn it oﬀ.

5

Flash Modes: When the ﬂashlight is on or oﬀ, click the switch and
hold for 1 second to activate Strobe. Single click the switch to
swap between SOS and Strobe. Single click the switch to the
previous output level.
Lock/Unlock: When the ﬂashlight is oﬀ, 4 times click any switch, the
main light will blink 3 times to indicate the locking of the ﬂashlight. 4
times click on any switch again will activate Eco mode to indicate the
unlocking of the light.
Breathing Light: At any mode, triple click the switch to turn on/oﬀ
the blue breathing light. The breathing light has power-oﬀ memory
function.

17% > C ≥ 0

×1

The switch and switch are exactly the same as the switches on
the ﬂashlight. Remote control range is 10 meters.

4

After shutting down without any operation for half an hour, the
remote controller enters dormancy, double-click any button on the
controller, the ﬂashlight lights up to indicate that the remote
controller is activated and works normally again.

5

Please tighten the ﬂashlight body before using it.

4

When it needs to be charged, the battery
Otherwise, it will be green.

34% > C ≥ 17%

Installation

Default Output Selections: When the ﬂashlight is on, single click on
the switch to cycle through Level 1- Level 2 – Level3 – Level 4 –
Level 5 – Level 1.

3

Battery Power Indicator

04

快速极亮：开机状态，长按 键进入极亮档位并锁定，单击 键退出回
到进入前档位；关机状态下，按住 键进入极亮档可照明，松手即灭。

Charge the built-in battery of controller with 5V/1A device. Red light
is charging, green light is charging ﬁnished.

85% > C ≥ 34%

5s

3

2

C ≥ 85%

DC Charging Port

Shoulder Strap Hole

档位调节: 开机状态，单击
档-5档-1档循环切换。

indicator will be red.

The factory default remote control is paired. If you ﬁnd that the
remote control is not possible, please press and hold the button
and button on the ﬂashlight at the same time for 5 seconds. When
the red and blue lights on the power button ﬂash alternately, press
the power button of the remote control switch within 30 seconds. It
can be paired, otherwise the pairing is unsuccessful.

6

2
3
4
5

(ES) Español

07

呼吸灯：任何状态下，三击
记忆。

08

(IT) Italiano

09

(NL) Dutch

10

(SE) Swedish

FL1
Standard

Turbo

Level 5

20000 6000 12000 5000

Take out and install the Remote Controller.

Lumens

Lumens

2 mins + 2

5 mins + 2.5

Hours

FL1
Standard

11

Hours

Level 4
4000

Lumens

5

Hours

Level 3

Level 2

1500

Lumens

13.5

Hours

Strobe

12

(HU) Magya

13

4000

Lumens

/

LUMINUS SPT90 LED × 4

Operation

(KR) 한국어

15

×1

(AR) اﻟﻌرﺑﯾﺔ

16

Hold

17

100000 Candelas
IP68
2875g/101.38oz(with battery)

Turbo

318mm × 151mm/12.52in × 5.94in(L × D)
All data from experiments of WUBEN lab according to ANSI/NEMA FL1 standard,
with 14.4V 8400mAh 4 series 2 parallel original standard battery pack, may vary
because of diﬀerent experiment equipment, experiment environment, or other
factors. Experiments are based on a built-in Li-ion battery pack (capacity: 8400
mAh, voltage: 14.4 V).

×4

×1

Hold

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Turbo

Strobe
Hold

×1

×1

return

SOS

Strobe

×1

return

Check if the switch is
locked
Check if the switch is
turned on correctly
Check if it is assembled
in place
Check if the battery is
no power
Check if the battery is
reversed
Check if the conductive
position is dirty
Check if foreign matter
falls in the tube
Part damage

Unlock the switch
Turn on the switch
Tighten the assembly
parts
Try the battery on
other products
Remove the battery and
reassemble it correctly
Clean the surface
with alcohol
Pour out possible
foreign matter
Contact your seller

4 防水パッキン(スペア) × 2
6 取扱説明書/保証書 × 1

Name / お名前 / 客户姓名
Telephone / 電話番号 / 联系电话
Address / ご住所 / 联系地址
The controller ‘s factory default setting is paired. If not, please long press the
switch on the light body to activate the pairing mode, the light will ﬂash red, blue
alternately, then click the
switch on the controller in 30 seconds, it will be
paired successfully. Single click the remote controller, the indicator will ﬂash
green light, if it ﬂash red light, the controller need to be charged.

C≧85%

51%>C≧34%

電源スイッチ
(電池残量インジケーター/
ホタル光)

34%>C≧17%
17%>C≧0

DC電源アダプター
12V / 3A
4時間

USB-A 出力ポート
DC充電ポ－ト

ショルダーストラップホール

電池残量インジケーター

ステップ
1. USB-Aケーブルを接続します.
2. スイッチを押して、外部機器へ給電を
開始します。

ご使用の前に

QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、
PD2.0、DCP、BC1.2、およ
びAppleをサポートします

原

85%>C≧68%
68%>C≧51%
51%>C≧34%
34%>C≧17%
17%>C≧5%
5%>C

リモコンを取り出して取り付けます

因

給電

C≧85%

スイッチ

解决方法

检查手电筒是否锁定

响

バッテリー残量(C)

電池残量インジケーター1つの点滅の場合、給電機能は動作しません。バッテ
リーを充電した後、給電機能は動作可能となります。

打开开关

检查开关是否正确打开

解锁手电筒

检查是否装配到位

旋紧装配部件

检查电池是否有电

用充电器检测电池

電池残量が100％～85％

青色点灯(5秒間表示)

检查电池是否反装

取下电池重新正确装配

電池残量が85％～34％

青色点滅(5秒間表示)

导电位是否被弄脏

用酒精擦拭导电位

電池残量が34％～17％

赤色点灯(5秒間表示)

检查是否有异物掉入

倒出异物

電池残量が17％以下

赤色点滅は消灯まで点滅します

零件损伤

请联系当地经销商

バッテリ残量の確認方法について (

ご利用方法

ボタン)

1 点灯・消灯：

スイッチを押すと ON→OFF→ON と切り替わります。
モード記憶機能搭載。Turbo モードとフラッシュモードは記憶されません。

如上述方法还没有解决您的问题, 请联系当地经销商进行售后服务。

2 モード切替：点灯時、 ボタンスイッチを押すとレベル 1→レベル 2→レベル 3→レ

ベル 4→レベル 5 と切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。

保修规则

3 クイックターボモード：点灯時、 ボタンスイッチを長押し→Turbo モードで点灯。

1.保修范围

15天包换：自购买之日起，15天内如产品出现质量问题，可选择更换同型
号产品。
1年保修：自购买之日起，1年内如产品出现质量问题，可免费维修产品。
5年保修：自购买之日起，在务本官方网站注册登记产品的用户，5年内如
出现质量问题，务本将提供免费维修服务。
电池保修：充电电池保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
终身维修：自购买之日起，注册用户5年后如出现质量问题，务本将提供有
偿维修服务。
如无法提供购买证明时，将以出厂日期为准。
如有争议，双方协商处理。

仕様
FL1
STANDARD

Turbo

Level 5

20000 6000 12000 5000

再度 ボタンスイッチ押すと元のモードに戻ります。
消灯時、 ボタンスイッチを長押し→Turbo モードで点灯→離すと消灯します。
フラッシュモード：点灯時または消灯時、 スイッチを 1 秒間押すと→
ボタンスイッチを押すと→SOS モード→ストロボモードと切り替わります。
スイッチを押すと元のモードに戻ります。

Level 4
4000

Level 3
1500

400

ルーメン

ルーメン

ルーメン

ルーメン

2分+2

5 分 + 2.5

5

13.5

43

FL1
STANDARD

時間

時間

時間

Level 1
100

ルーメン

時間

105

時間

SOS

Strobe
4000

1000

ルーメン

スイッチロック機能：スイッチをロックすることによって誤点灯を防ぎます。
5 消灯時、 スイッチまたは
ボタンスイッチを連続 4 回押し→フロントライト 3
回点滅→ロック。
再度、 スイッチまたは ボタンスイッチを連続 4 回押し→ロック解除→エコモー
ド点灯。

Level 2

ルーメン
時間

4 ストロボモードで点灯。

ルーメン

/

/

LUMINUS SPT90 LED ×4

100000 Candelas

2000 m

IP68

ホタル光：ホタル光を点灯させると暗闇でも本体が置いてある場所がわかります。

2875g (電池含む)

6 点灯時または消灯時、 スイッチを連続 3 回押し→ホタル光点灯。

再度、 スイッチを連続 3 回押し→消灯。

318mm × 151mm(L × D)

2.不予保修范围
人为破坏造成产品损坏的。
不按说明书操作使用造成损坏的。
电池使用不当、电池漏液造成损坏的。
非正常磨损的。
不可抗力因素造成损坏的。
赠品。

WUBEN試験室でテストされたこのデータは、14.4V 8400mAh 4直列2並列WUBEN製
専用充電池を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠してお
り、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

押す

長押し

Turbo

メンテナンス方法
防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、
付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。

連続4回押し

本製品の残量不足の表示がでた場合、本製品を充電してください。

最终解释权归务本品牌所有。

アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

長期間使用しない場合は、バッテリー部を取り外してください。本製品は換気の良い
乾燥した場所にて保管してください。

押す

長押し

Turbo

押す

故障かなと思ったら

return

現
Strobe
長押し

SOS
押す

Strobe

押す

象

return

連続3回押し

フラッシュ
または点灯
しない

原因

対処方法

本体がロックされているかどうか
確認してください
スイッチが正しく押されているか
を確認してください
テール部キャップが緩んでいない
か確認してください

本体のロックを解除してください
スイッチの確認
テール部キャップを最後まで締め
てください

バッテリー残量を点検してください 本製品を充電してください
バッテリー部が正しく取り付けら
れているかどうかを確認します

バッテリー部を取り外して最後ま
で締めてください。

電池接点の汚れを確認してください アルコールで表面を洗ってください

リモコンモード
1 リモコンの

スイッチと ボタンスイッチは本体のスイッチと同期しています。
リモコンの有効範囲は10メートルです

2 5V / 1Aの機器でコントローラーの内蔵バッテリーを充電します。 赤色点灯が充電

中、緑色点灯が充電完了です。

異常音

異物の混入を確認してください

異物を取り除く

部品の損傷

販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店に
お問い合わせください。

3 充電が必要な場合、バッテリーのインジケーター表示が赤色点灯します。

それ以外の場合は緑色点灯します。
4 消灯して30分後、リモコンがスリーブモードになります。再度使用する場合は

ボ
タンまたは ボタンスイッチを連続2回押すと、本製品が点灯してリモコンが操作
可能となります。

5 工場出荷時、通常リモコンはペアリングされています。リモコンを制御できない場

合は、ライト本体の
スイッチを同時に5秒間押し続けてペアリングモードに入
り、 スイッチが赤色、青色、交互に点滅します。その後リモコンの スイッチを
押すとペアリングします。30秒以内応答がない場合は、もう一度ペアリング操作を
してください。

国内保証規定
お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を
申請することができます。
購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同
等品と無償交換いたします。
取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に
基づき無料で修理交換いたします。
保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
火災・地震・水害などの災害による故障。
分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
経年変化による変色や素材の劣化。
登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
WUBENからの贈り物 (対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

距離範囲：10メートル

Battery Capacity (C) Status Indication

15% > C ≥ 0%
100% > C ≥ 15%

Get your e-warranty card and e-user
manual by visiting the following URL
or scanning the QR code.

The product complies EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU as
amended 2015/863/EU directives.
The product can be disposed of in electric waste only.

E-mail: support@wubenlight.com
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Web: www.wubenlight.com

DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元：WUBEN 株式会社
住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号
TEL：084-999-4700
FAX：084-999-4701
Mail ：info@wuben.co.jp U R L：http://www.wuben.co.jp

地址：中国广东省深圳市龙岗区坂田街
WUBEN website
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製造元：

网址：www.wubenlight.com
邮箱：support@wubenlight.com

Add: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei
Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China
Facebook

修理期間中の代替機のご用意はございません。
保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換によ
り対応させていただく場合がございます。
本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的
または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
本保証は日本国内においてのみ有効です。

本产品符合2015/863/EU修订后的EMC 2014/30/EU指令
和RoHS 2011/65/EU指令。
本产品只能作为电子电气废弃物处理。

深圳市盛祺照明科技有限公司

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

https://www.wubenlight.com/pages
/product-registration
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外部機器への給電方法

スイッチ

時間：5秒

Date of purchase / 購入日付 / 购买日期

68%>C≧51%

リモコンアンテナ

The ﬁnal interpretation right is reserved by WUBEN.

Charging Finished

Type-C 5V / 1A

85%>C≧68%

シリコン保
護ケース

ボタンスイッチ

ご使用前に本体を締めてください
※搬送時の誤作動防止の為、バッテリーと接触しないように接続部を緩めています。

常见问题处理方法

充電

C=100%

ハンドル

Man-made damage.
Damage caused by not following the instructions.
Damage caused by improper use of the battery.
Abnormal wear and tear.
Damage caused by irresistible factors.
Gifts.

Charging

バッテリー残量(C)

防水圈长期使用可能会产生破损，请及时更换防水圈，以确保产品的防水
性能。
请使用务本的电池或务本推荐的电池。
手电提示电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品正常使用。
请用酒精与抹布及时清理手电的导电部位。
长期不使用此产品时，请取出电池，以防止电池漏液或其它因素影响产品
的正常使用。
请将手电置于通风干燥处存放。

异

15% > C ≥ 0%

インジケーターが点滅

防水カバー

2. Beyond Warranty

Remote Control Charging And Discharging

消灯

リモートコントローラー
(電池残量インジケーター)

ショルダースト
ラップホール

键，可以打开或关闭蓝色呼吸灯，带断电

保养方法

问题描述

バッテリー残量(C)ステータス表示

充電方法/給電方法
点灯

各部名称

15 days replacement: Within 15 days from the date of purchase, if
the product has quality problems, customers can request free
replacement.
1 year warranty: Within 1 year from the date of purchase, if the
product has quality problems, WUBEN will oﬀer free repair.
5 years warranty: Within 5 years from the date of purchase, if the
product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will
oﬀer free repair for WUBEN registered customers.
Battery warranty: WUBEN oﬀers a 1-year warranty for the
rechargeable batteries but other included accessories are not
covered by the warranty.
Lifetime maintenance: From the date of purchase, if the product
has problem after 5 years, WUBEN will oﬀer paid repair for WUBEN
registered customers.
If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the
date of manufacture.
If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

10 Meters

充電Type-C 5V/1A

本体での充電方法

1. Warranty Coverage

Product Warranty 製品保証カード 产品保修凭证

Name of store / 販売店 / 购买商店

Abnormal
noise

Solutions

2 充電器(US 規格, EU規格, UK規格, AU規格) × 1

3 ショルダーストラップ × 1
5 スペアネジ × 2

Warranty Policy

Remote Control

5 Seconds

Abnormal
ﬂash or
failure to
turn on

Causes

If your problems are still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for
after-sales service.

×3

Product series number / 製品コード / 产品编码

FAQs
Problems

2000 Meters

14

Model number / 製品型番 / 产品型号

105

Hours

1000

/

(SK) Slovenčina

(JP) 日本語

43

Hours

100

Lumens

SOS

Lumens

(CZ) Čeština

400

Lumens

Level 1

The O-Ring may be damaged after a long time use, please replace the
O-Ring in time to ensure the waterproof level of the product.
Please use WUBEN battery or WUBEN recommended batteries.
When the product indicates low power, please charge or replace the
battery in time to avoid aﬀecting the durability of the battery.
Please use alcohol and rag to clean the conductive parts of the
product in time.
When not in use for a long time, please remove the battery to prevent
the battery from leaking or exploding.
Please store the product in a dry and ventilated place.

1 本体 A1 × 1

键切换档位，档位设置为：1档-2档-3档-4

遥控器 键和 键分别对应手电上按键的功能，10米范围内可遥控手
电。
遥控器内置电池充电5V/1A(图) ，充电红灯，充满绿灯。
电量指示绿灯表示有电，红灯表示需要及时充电
手电关机半小时后无操，遥控功能进入休眠。如需遥控开机，请双击遥
控器上任意键，手电点亮表示激活，可正常遥控。
出厂默认遥控器已配对，如发现不能遥控，请同时按住手电上 键和
键5秒，当电源键上红、蓝2种灯交替闪烁时，30秒内按下遥控开关电源
键即可配对，否则配对不成功。

Maintenance

Parameters

充電終了

100% > C ≥ 15%

遥控模式
1

充電中

内容物の名称

锁定/解锁手电筒：关机状态下，四击任意键，前灯闪三下，表示锁定，
按 键指示灯会闪三次提醒，再次四击任意键，节能档点亮，表示锁定
解除。

异闪或不亮

(FR) Français

本製品は使用中に熱を発生します。Turboモード時ヘッド部の温度は90度に達します
ので、本製品のヘッド部に接触しない様注意してください。
光を直接目に当てないでください。
子供の手の届かないところに保管してください。
本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用
しません。
火に入れるなどしないでください。
本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでく
ださい。

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

操作说明

2

Remote Control

Holder
Waterproof Cover

CONTENTS

4

使用前，请认真阅读说明书。
本品在使用过程中会产生大量的热量，高亮时灯头温度瞬间高达90度，
勿触碰到，请注意保护，以免对人体造成伤害。
本品为高亮产品，请勿对人眼照射，以免造成伤害。
请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
请使用务本的电池或务本推荐的电池。
请勿私自拆卸与维修手电，私自拆卸后将不予保修产品。
请勿将产品投入火中。
本品为非潜水类产品，请勿长时间在水下使用。

开机/关机: 单击 键可点亮手电筒,再次单击关闭手电筒。手电筒具有照
明亮度记忆功能，不会记忆极亮档和闪烁模式。

ON/OFF: Single click on the switch to turn on the ﬂashlight, single
click again to turn oﬀ. The ﬂashlight has memory function, will
memorize default output selections, but not ﬂash modes or Turbo.

リモコンの充電方法

安全上の注意
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Operation
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(JP) 日本語
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