
TECHNICAL NOTICE - E92 ACCU REACTIK-REACTIK+  E925100B (190516) 1



TECHNICAL NOTICE - E92 ACCU REACTIK-REACTIK+  E925100B (190516) 6

JP
REACTIK、REACTIK +、TIKKA R+、TIKKA RXP 用 USB 
リチャージャブルバッテリー。 
リチウムイオンバッテリー、容量: 1800 mAh。
初回使用の前に完全に充電してください。必ず
ペツル製のリチャージャブルバッテリーを使用し
てください。
リチウムイオンリチャージャブルバッテリーは、１年
毎に容量が約 10% ずつ低下します。300回充放電し
た後も、初期の約 70% の容量があります。
ACCU REACTIK (TIKKA R+/TIKKA RXP) で
は、OS by Petzl は機能しません。
バッテリーの充電
警告
充電には USB ケーブルのみを使用してください。CE 
または UL の認証を受けた、出力電圧 5V 以下のチャ
ージャーを使用してください。
充電時間
USB 電源アダプターまたはパソコンから充電する場
合の充電時間は4.5時間です。警告: 電源のパソコン
に複数のUSB機器が接続されていると、充電時間は
さらに長くなります (最大 24 時間)。 
充電中はバッテリーインジケータが緑色で点滅しま
す。充電が完了すると緑色で点灯したままになりま
す。バッテリーインジケータが赤色で点灯している場
合は、不具合のサインです。
バッテリーインジケータ
バッテリーインジケータは、スイッチのオン・オフ操
作をした後に4秒間点灯します。 
- 緑色: 充電量 66 ～ 100% 
- オレンジ色: 充電量 33 ～ 66% 
- 赤色: 充電量 0 ～ 33%
リチャージャブルバッテリーの交換
必ずペツル製のリチャージャブルバッテリーを使用
してください。その他のリチャージャブルバッテリー
を使用するとランプが故障する恐れがあります。専用
バッテリー以外のリチャージャブルバッテリーは使用
しないでください。

ペツル製ランプと電池に関する一般注
意事項
A. リチャージャブルバッテリーに関する注意事項 
警告、危険: 電池の破裂、やけどの危険。
警告: リチャージャブルバッテリーを不適切な方法で
使用すると、故障や破損の原因になります。 
- バッテリーを水の中に入れないでください 
- バッテリーを火の中に入れないでください 
- 破裂したり有毒物質が漏れたりする恐れがあるの
で、バッテリーを壊さないでください 
- バッテリーが故障した場合でも、分解や改造はし
ないでください 
- バッテリーに変形または亀裂がある場合は、廃棄
してください
B. ランプに関する注意事項
本製品はお子様にはお薦めできません。
電磁環境適合性
本製品は、電磁環境適合性に関する 2014/30/EU 指
令に適合しています。 
警告: 本製品の近くでは、ビーコンがレシーブモード 
(サーチモード) になっている場合にビーコンの機能
が妨げられる場合があります。ビーコンから雑音が出
る等の不具合があった場合、雑音が止むまでビーコ
ンをヘッドランプから離してください。
C. クリーニング、乾燥
湿気の多い環境で使用した後は、バッテリーをラン
プから取り外し、USBポートのカバーを開いた状態で
乾燥させてください。海水と接触した場合は、きれい
な水でよくすすいで乾燥させてください。
D. 保管
長期間使用しない場合は、バッテリーをランプから
外して、６ヶ月毎に充電してください。完全放電しな
いように注意してください。湿気の少ない場所で保管
してください。保管に最適な気温は、20℃ ～ 25℃ で
す。このような環境で保管しても、使用せずに12ヵ月
経過すると放電してしまいます。
E. 環境への配慮
F. 改造、修理
ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じ
ます (パーツ交換は除く)。
G. 問い合わせ
Petzl 保証
ランプ本体には、原材料及び製造過程における欠陥
に対し１年の保証期間が設けられています。ただし
以下の場合は保証の対象外とします: 300 回を超え
る充放電、通常の磨耗、酸化、改造や改変、正しくない
保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失によ
る損傷、不適切または誤った使用方法による故障。
責任
ペツルおよびペツル総輸入販売元である株式会社ア
ルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、
偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一
切の責任を負いかねます。

KR
REACTIK, REACTIK +, TIKKA R+, TIKKA RXP 
헤드램프와 호환 가능한 USB 충전형 배터리. 
리튬 이온 배터리, 용량: 1800 mAh.

사용 전 배터리 완벽히 충전하기. Petzl 충전 
배터리만을 사용한다.
일반적으로, 리튬 이온 배터리는 매년 전지 
용량의 10%가 줄어든다. 300 회 충전/방전 
사이클이 지난 후에도 초기 용량의 70%가량이 
남아있다.

OS by Petzl 어플리케이션은 ACCU REACTIK (TIKKA 
R+/TIKKA RXP)와 사용 시 작동하지 않는다.
충전하기
경고
USB 케이블을 사용하여 충전한다. 충전 전압은 
5V를 초과해서는 안되며 CE/UL 인증받은 
충전기만 사용한다.

충전 소요 시간
USB 충전기를 사용하거나 컴퓨터 사용 시 4.5 
시간이 소요된다. 경고: 여러 개의 USB 케이블이 
컴퓨터에 연결되어 있으면 충전 소요 시간이 
길어진다 (최대 24시간). 
충전 시, 충전 표시등은 녹색으로 깜빡이며 
충전이 완료되면 녹색 표시등이 지속적으로 
들어온다. 오작동 시 빨간 불이 들어온다.

충전 표시등
헤드램프의 스위치가 켜있는 경우 충전 표시등에 
4 초간 불이 들어온다. 
- 녹색: 66 ~ 100% 충전 완료. 
- 오렌지: 33 ~ 66% 충전 완료. 
- 레드: 0 ~ 33% 충전 완료.

충전지 교체하기
Petzl 충전 배터리만을 사용한다. 다른 충전지를 
사용하면 헤드램프를 손상시킬 수 있다. 다른 
종류의 충전 배터리를 사용하지 않는다.

페츨 헤드램프 및 배터리에 관한 
일반적인 정보
A. 충전지 사용시 주의사항 
경고 - 위험: 폭발 및 화상 위험.
경고: 부적절한 사용은 충전지를 손상시킬 수 
있다. 
- 물속에 넣지 않기. 
- 사용한 배터리를 불 속으로 던져넣지 않기. 
- 폭발 및 유독성 물질이 방출될 수 있으므로 
충전지를 파손하지 않는다. 
- 만일 충전지에 손상이 있는 경우, 제품을 
분해하거나 변형시키지 않는다. 
- 만일 충전지가 변형되거나 균열이 생기면 
재활용 쓰레기통에 폐기한다.

B. 헤드램프 사용시 주의사항
이 헤드램프는 어린이가 사용하기에 부적합하다.

전자기적 호환성
전자기적 호환성에 관한 2014/30/CE 지시서의 
요구사항을 따른다. 
경고: 헤드램프에 근접한 상태에서 신호를 받고 
있는 무선 위치 시스템에 접근하면 그 시스템의 
작동을 방해할 수 있다. 작동 방해가 발생하면 
(무선 위치 시스템에 잡음이 발생하는 경우) 
시스템을 헤드램프로부터 이동시킨다.

C. 세척 및 건조
만일 습한 환경에서 사용한 경우, 배터리를 
분리하여 USB 포트 커버를 열어둔 상태에서 
헤드램프 케이스를 건조시킨다. 바닷물에 
접촉하는 경우 깨끗한 물에 헹궈 건조시켜준다.

D. 보관
장기간 보관하는 경우, 충전지를 재충전하고 
헤드램프에서 배터리를 분리시켜둔다 (6개월마다 
반복할 것). 충전지가 완전히 방전되지 않도록 
관리하는 것이 좋다. 건조한 장소에 보관한다. 
이상적인 보관 온도는 20°C ~ 25°C 이다. 
사용하지 않고 1년이상 보관을 하게 되면 충전 
배터리는 방전될 것이다.

E. 환경 보호
F. 변형/수리
페츨 시설 외부에서 제품을 변형, 수리하는 것은 
금지된다 (부품 교체 제외).

G. 문의사항/연락

Petzl 보증
이 제품은 재질 또는 제조상 결함에 대해 1 
년간 보증된다. 보증에서 제외되는 부분: 300
회 이상의 충전/방전 사이클 사용한 경우, 
일반적인 마모 및 뜯김, 산화, 변형이나 개조, 
잘못된 보관, 사고나 부주의, 건전지의 누수, 
부적절한 사용.

책임
페츨은 제품 사용으로 인한 직, 간접적, 
우발적인 어떤 다른 형태의 제품 손상 및 결과에 
책임지지 않는다.

CN
USB可充電電池，配合REACTIK、REACTIK 
+、TIKKA R+和TIKKA RXP頭燈。 
鋰離子電池容量：1800 mAh。
首次使用前請將電充滿。只能使用Petzl 充電電池。

通常情況下，鋰電池每年會損失10%的電量。
在300次循環充放電后，電池仍有原容量的
70%。
Petzl的OS應用程式不支援ACCU REACTIK (TIKKA 
R+/TIKKA RXP).

為電池充電

警告

只可使用USB線充電。充電電壓不得高於5伏。
只可使用CE/UL認證的充電器。
充電時間

使用USB充電器或電腦充電時長為4.5小時。注
意：如果電腦與多個USB設備相連，充電時間
會延長（最長時間可達24小時）。 
充電時，電量指示會閃爍綠光，當充電結束時
綠光常亮，當發生故障時紅燈常亮。
電量指示器

當打開頭燈，頭燈電量指示條會亮4秒鐘。 
- 綠色：電池電量由66%至100%。 
- 橙色：電池電量由33%至66%。 
- 紅色：電池電量由0至33%。
更換可充電電池

只能使用Petzl充電電池。使用其它類型的電
池將會對頭燈造成損壞。不要使用其他充電
電池。

Petzl頭燈和電池通用信息
A.充電電池注意事項 
危險警告：有爆炸及燃燒風險。

警告：如不正確使用會損壞電池。 
- 不要把它浸在水中。 
- 切勿將電池投入火中。 
- 不要破壞充電電池，因為它會爆炸或釋放有
毒物質。 
- 如果電池出現損壞，切勿拆卸或更改其結構。 
- 如果電池出現變形或裂痕，請將其放置在回
收箱內。
B.頭燈注意事項

此型號頭燈不推薦給兒童使用。
電磁兼容性

符合2014/30/CE指標有關電磁兼容的要求。 
警告：雪崩信標處於接收（搜尋）模式下靠近
頭燈時將會受到干擾。如果發生干擾（信標發
出靜態雜音），將信標遠離頭燈。
C.清潔、乾燥

如果使用環境非常潮濕，存儲時將電池從頭燈
上取下并風乾，將頭燈及USB接口後蓋打開。
接觸海水后可用清水沖洗并晾乾。
D.儲存

長時間儲存，將電池取出，并給電池充電（每
六個月重複充電）。避免充電電池電量完全耗
盡。存放在乾燥的地方.將其存放在-20°C至
45°C之間的乾燥環境中。如果在此環境中存
放12個月不使用，電池電量會耗盡。
E.環境保護

F.改造/維修

除Petzl工廠外，嚴禁對產品自行改裝和維修，
更換配件除外。
G.問題/聯繫

Petzl品質保證
對於材料或製造上出現的質量問題，該頭燈享
有一年質保期。不包括在質保範圍內的情況
有：超過300次充/放電、正常的磨損、氧化、
氧化、自己加工及改裝、不正確存放、欠佳的
保養、意外損壞、疏忽或不正當使用。

責任
Petzl對於直接、間接或意外所造成的後果、或
使用其產品所造成的任何類型的傷害不承担任
何責任。

TH
แบตเตอรี่แบบนำ�ม�ช�ร์จใหม่ผ่�นส�ย USB สำ�หรับใช้กับ
ไฟฉ�ยค�ดศีรษะ REACTIK REACTIK + TIKKA R+ และ 
TIKKA RXP 
คว�มจุแบตเตรี่ 1800 mAh

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก ใช้แบตเตอรี่แบบนำามา
ชาร์จได้ใหม่ของ Petzl เท่านั้น

โดยทั่วไป คว�มจุของแบตเตอรี่Li-Ion จะลดลง 10% ต่อปี หลัง
จ�กผ่�นก�รช�ร์จ 300 ครั้ง แบตเตอรี่จะเก็บไฟได้ 70% ของคว�ม
ส�ม�รถในก�รเก็บไฟครั้งแรก

โปรแกรม OS by Petzl ไม่สามารถใช้งานได้กับ ACCU REACTIK 
(TIKKA R+/TIKKA RXP)

การชาร์จแบตเตอรี่

คำาเตือน

ทำ�ก�รช�ร์จด้วยส�ย USB เท่�นั้น แรงดันกำ�ลังไฟฟ้�ในก�ร
ช�ร์จต้องไม่ม�กเกินกว่� 5 V ใช้เฉพ�ะตัวช�ร์จที่ได้ม�ตรฐ�น 
CE/UL เท่�นั้น

ระยะเวลาในการชาร์จ

เวล�ก�รช�ร์จ 4.5 ชั่วโมงโดยใช้ USB หรือด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อ
ควรจำ� ห�กมีอุปกรณ์ที่ใช้ USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หล�ย
อย่�งอ�จทำ�ให้ระยะเวล�ก�รช�ร์จเพิ่มขึ้น (ม�กถึง 24 ชั่วโมง) 
ขณะกำ�ลังช�ร์จ ไฟสีเขียวที่ตัวชี้วัดพลังง�นจะกระพริบ และ จะ
หยุดกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ได้ถูกช�ร์จเต็มแล้ว ไฟสีแดงจะติดขึ้น
ห�กมีก�รทำ�ง�นที่ผิดปกติ

ตัวชี้วัดพลังงาน

ขีดแสดงระดับพลังง�นจะสว่�ง 4 วิน�ทีเมื่อไฟฉ�ยเปิด และเมื่อ
เปลี่ยนโหมด 
- แสงสีเขียว แบตเตอร์รี่มีไฟ 66 ถึง 100% 
- แสงสีส้ม แบตเตอร์รี่มีไฟ 33 ถึง 66% 
- แสงสีแดง แบตเตอร์รี่มีไฟ 0 ถึง 33%

การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่

ใช้แบตเตอรี่แบบนำ�ม�ช�ร์จได้ใหม่ของ Petzl เท่�นั้น ก�รใช้
แบตเตอรี่ชนิดอื่นอ�จทำ�ให้ไฟฉ�ยเสียห�ยได้ ห้�มใช้แบตเตอรี่
แบบนำ�ม�ช�ร์จได้ใหม่ ชนิดอื่น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไฟฉายคาดศีรษะ 
Petzl และ แบตเตอรี่
A. ข้อควรระวัง แบตเตอรี่แบบนำากลับมาชาร์จใหม่ 
ข้อระวังอันตราย ความเสี่ยงของการระเบิดและการเผาไหม้

คำ�เตือน ก�รใช้ง�นที่ผิดวิธีอ�จทำ�ให้แบตเตอรี่เสียห�ย 
- ห้�มแช่แบตเตอรี่ลงในน้ำ� 
- ห้�มโยนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเข้�กองไฟ 
- ห้�มทุบทำ�ล�ยแบตเตอรี่ เพร�ะมันอ�จระเบิดหรือปล่อยส�ร
พิษออกม� 
- ถ้�แบตเตอรี่ถูกทำ�ให้เสียห�ย อย่�ถอดรื้อ หรือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้�ง 
- ถ้�แบตเตอรี่บิดเบี้ยวเสียรูปร่�งหรือมีรอยแตกร้�ว ให้เก็บไว้ใน
กล่องเพื่อทำ�ก�รรีไซเคิล

B. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฉาย

ไฟฉ�ยไม่เหม�ะสมกับก�รให้เด็กใช้

ส่วนประกอบของอุปกรณ์อีเลคทรอนิค

ได้รับม�ตรฐ�น 2014/30/CE ว่�ด้วยเรื่องของส่วนประกอบของ
อุปกรณ์อีเลคทรอนิค 
คำ�เตือน เมื่อไฟฉ�ยถูกเปิดใช้ในสถ�นที่อยู่ใกล้กับเครื่องเตือน
หิมะถล่ม (จนรู้สึกได้) มันอ�จมีผลกระทบจ�กก�รส่งสัญญ�ณ
ของเครื่องเตือนนั้น ในกรณีที่เกิดก�รรบกวน (บ่งชี้จ�กเสียง
สัญญ�ณเตือนจ�กเครื่องเตือนภัย) ย้�ยเครื่องเตือนภัยออกห่�ง
จ�กไฟฉ�ย

C. การทำาความสะอาด ทำาให้แห้ง

ห�กใช้ง�นในสภ�พแวดล้อมที่มีคว�มชื้น ให้ถอดก้อนแบตเตอรี่
ออกจ�กไฟฉ�ยแล้วทำ�ให้ไฟฉ�ยแห้งโดยที่ย�งหุ้มป้องกันช่อง
เสียบ USB ยังเปิดอยู่ ในกรณีที่ถูกสัมผัสกับน้ำ�ทะเล ให้ชำ�ระล้�ง
ด้วยน้ำ�สะอ�ดและทำ�ให้แห้ง

D. การเก็บรักษา

สำ�หรับก�รเก็บรักษ�ระยะย�ว ให้ช�ร์จแบตเตอรี่แบบช�ร์จใหม่
ได้ให้เต็ม (โดยทำ�ซ้ำ�ทุกหกเดือน) และ ถอดก้อนแบตเตอรี่ออก
จ�กไฟฉ�ย หลีกเลี่ยงก�รปล่อยให้แบตเตอรรี่คล�ยประจุจน
หมด เก็บไว้ในที่แห้ง เก็บในที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 20° C ถึง 25° C 
แบตเตอรี่จะคล�ยประจุหลังจ�กไม่ได้ใช้ 12 เดือน

E. การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

F. การเปลี่ยนแปลง/การซ่อมแซม

ห้�มเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆภ�ยนอกโรงง�นผลิตของ Petzl เว้น
แต่ชิ้นส่วนที่ส�ม�รถเปลี่ยนได้

G. คำาถาม/ติดต่อ

การรับประกันจาก Petzl
ผลิตภัณฑ์นี้ รับประกัน 3 ปีต่อคว�มบกพร่องของวัสดุที่ใช้ใน
ก�รผลิตหรือจ�กขั้นตอนก�รผลิต ข้อยกเว้นจ�กก�รรับประกัน 
อัดประจุซ้ำ�เกิน 300 ครั้ง ก�รสึกหรอและฉีกข�ดต�มปกติ ก�ร
เป็นสนิม ก�รดัดแปลงแก้ไข ก�รเก็บที่ผิดวิธี ข�ดก�รบำ�รุง
รักษ� ก�รเสียห�ยจ�กอุบัติเหตุ คว�มละเลย หรือก�รนำ�ไปใช้
ง�นผิดประเภท

ความรับผิดชอบ
Petzl ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งท�งตรง ท�งอ้อม หรือ
อุบัติเหตุ หรือจ�กคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือผลจ�กก�ร
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
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