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ランタンのご利用方法またはトラブルシューティン
グに関する動画チュートリアルはこちらです：

www.BriteLyt.com/howto

ランタンマスター略図

スペアパーツ/ツールキット

ランタンパーツ略図

保証/技術サポート

BriteLytをお使いになる前に

ステップバイステップ点灯の手引き

消灯手順

保管手順

ヒント、トラブルシューティング/保証登録

EZ-Pumpの手引き

EZ-Cookの手引き

マルチ燃料操作
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重要事項：
まずこのマニュアルすべてをお読み下さい。BriteLyt
は、通常の動作条件以外におけるランタンの使用に
関する責任を一切負いません。必ずこのマニュアル
に記載されているすべての項目をご理解いただいた
上で、操作を開始または任意の燃料をご利用下さ
い。

BriteLytファミリーへようこそ！

このマニュアルの一部項目には、通常のランタンに
は付いていないオプションの付属品について記載さ
れています。付属品をご購入いただくには、お近く
の販売店またはwww.britelyt.comをご訪問下さい 。

新しいBriteLyt、マルチ燃料ランタンをお選びいただき、
ありがとうございます！長年における情熱とランタンの
ノウハウにより、最も機能的な加圧液体燃料ランタンが
誕生しました！BriteLyt一同、長年待ち望まれてきたこの
新しいランタンをお楽しみいただけることを心より願っ
ています！
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8）キャブレター
9）急速プレヒーター
10）燃料ダイヤル
11）ブリーダーねじ
12）ハンドポンプ
13）圧力計
14）燃料タンク

ランタンマスター略図

1）フード/カバー
2）レギュレーターねじ
3）フード内側ケーシング
4）非セラミックバーナーアセンブリ
5）ハンドル/リフレクターねじ
6）ニードルとスプレーノズル
7）ヒートカップ
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パーツ/ツールパケット
ゲージ付きスパナ
注入用ワッシャー
ニップル
ニードル
プレヒーター用クリーニングニ
ードル
ニードル用キー

ランタンの箱には、アルコール
注入ボトル#67、燃料注入ファ
ンネル#165、(12)マントルも含
まれています。

パーツキット
BriteLytランタンは、パーツ/ツールキットパケットと共にお手元に
届きます。ランタンのパーツについては、5ページにあるパーツ一覧
をご覧下さい。ツールやパーツは、初めてのご利用時にランタンを
セットアップいただく際、お手元にご用意下さい。ご質問がある場
合は、(727) 451-7020までお電話いただくか、www.BriteLyt.comを
ご覧下さい。
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ランタンパーツ略図
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ステンレスノズルシステム
ソフトマントル結び穴1つ
ポンプピストン一式
ポンプバルブ一式
注入用ワッシャー
149用ブリーダーねじ
122用ねじ
チェックバルブコーンW /ラバー
チェックバルブ用スプリング
クリップ
ねじ
混合管（HP）
アルコールヒーターカップ
ポンプノブ
固定ディスク
ポンプバレル用キャップ
ポンプピストンロッド
ポンプピストン用スプリング
Oリングポンプシステム
ポンプピストンナット
ニップル
ゲージ用スパナ
アルコールカップ注入ボトル
ニードル
グラスチムニー/グローブ
10用バルブワッシャー
気化用リードワッシャー
予熱装置
ポンプバレル
ポンプシステム一式
コンダクティングロッド
ヒートシールド
ロッド接続用カウンターナット
コンダクティングピース
コンダクティングロッドコンプリ
ート
エクスセンター
ホイール用ニップル
黒鉛パッキン
ハンドホイール/オン＆オフノブ
ホイール用のナット
エクスセンター用スリーブナット
エクスセンター一式
気化装置一式
内部ケーシング一式
燃料タンク

ニードル用キー
ネームタグ付きフレーム
センター底板
トップ付きフード
内部ケーシング
上部システム一式
注入用ねじゲージ
気化装置上部パーツ
気化装置下部パーツ
プラスチック注入ファンネル
急速プレヒーター装置用クリー
ニングニードル
急速プレヒーター装置用シーヴ
バルブバー
バルブワッシャー
（チェックバルブ）
バルブスプリング
気化バブル一式
炎保護管
急速プレヒーター用ニップル
ニップル用ナット
完全ヒント
急速プレヒーター用接続ピース
プレヒーター一式（224、90、187）
用接続ピース
急速プレヒーター装置一式
ホイールパーツ111用ディスク
オン＆オフノブ）
急速プレヒーター用ねじ付きチ
ェックパッキング

ランタンパーツ一覧
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保証返品フォーム
定期的なオンライン返品については、
www.britelyt.com/returnsをご覧下さい

BriteLyt限定ライフタイム保証
BriteLyt製品は、製品の寿命に関わる材料及び製造上の欠陥について、
元の所有者により完全に保証されています。製品に製造上の問題が原因
で欠陥が見られた場合は、たとえ長期間ご利用された後でも、無償で修
理を承っています。但し、事故、不適切な取り扱い、過失、通常の消
耗、不適切なご利用、メンテナンス、保管、または長期間のご利用によ
る自然な色あせや材料の消耗については、保証の対象外となります。保
証対象外の損傷については、お手頃な料金で修理を承っております。こ
の場合、返品の際に発生する送料は、お客様のご負担となります。

保証評価のため、直接BriteLyt保証部門に製品をご返品下さい。保証部
門への郵送はすべて、料金前払いの上、保険にご加入いただきます。郵
送荷物の紛失について、BriteLytは責任を負いかねますので、ご了承下
さい。製品は、きれいな状態で修理に出していただくようお願いいたし
ます。こちらで洗浄が必要な場合、料金に加算されます。保証修理の適
用には、許可が必要です。弊社施設への不当な返品については、発送元
へお戻しいたします。

BriteLyt限定ライフタイム保証には、マントル、グラスチムニー/グロー
ブ、セラミックノズル（付属の場合）は含まれません。スプリングと付
属品は、ご購入日より12ヶ月間保証されます

BriteLyt保証には、お使いのランタンをご登録いただく必要がありま
す。保証はご購入日より適用され、燃料タンクの底にあるシリアル番号
の他、ご購入を証明できるものが必要となります。ランタン保証に関し
てご質問がある場合は、お電話下さい。
月曜日～金曜日　午前9時～午後5時(EDT) (727) 451-7020

BriteLyt技術サポート
お使いのランタン、またはその操作についてご質問がある場合は、お気
軽にお問い合わせ下さい！
ランタンのエキスパートには、メールでお問い合わせいただけます：
customerservice@britelyt.comまたは弊社電話番号(727) 451-7020ま
でお電話下さい。
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BriteLytをお使いになる前に
• 操作前に、必ずコントロールノブを「オフ」の位置（12時の位置）にセッ

トして下さい。
• ランタン全体を見て、配送中に緩んだパーツがないかご確認下さい。
• マントルが破損していないことをご確認下さい。万一破損していた場合は、

ご利用の前に交換して下さい。
• バーナーやその他の燃焼付属品がしっかり固定されているか、ご確認下さ

い。
• 屋内ではご利用しないで下さい。可燃物または感熱材料から離れた所で、十

分換気をした上でランタンを点灯してください。
• ランタンは、マルチ燃料用にデザインされています。灯油以外の燃料を燃焼

すると、ランタンは燃えたり、異なる動作をする可能性があります。マルチ
燃料操作については、15ページをご参照下さい。

• ランタンを傾けたり回したりしないで下さい。垂直方向以外では利用しない
で下さい。

• 繊維または可燃物の上に、ランタンを置かないで下さい。
• 誰もいない状態で、ランタンを点火しないで下さい。
• ランタンをお子様から遠ざけ、決して遊ばせないで下さい。
• ランタンの上に物を置かないで下さい。
• ランタン動作中は、燃料タンクのみ触れて下さい。タンクの上部に触れる

と、大きな火傷や怪我をする恐れがあります。
• ランタンは、使用後冷めるまで30分はかかります。30分以上経った後、触

れたり、保管、修理して下さい。
• ご利用の度に、ブリーダーねじを使ってタンクの圧力を逃がして下さい。
• ランタン動作中は、圧力計アセンブリを開いたり、燃料を増減しないで下

さい。
• 燃焼しているマントルを直接見ないで下さい。
• ランタンの燃焼中に放出される排気ガスを吸い込まないで下さい。
• ご利用以外のときは、ランタンを「オン」にしないで下さい。
• ランタンを保管する前に、常に燃料タンクを空にして下さい。
• プレヒーター管はいつもきれいな状態にしておいて下さい。
• 古い、または汚れた燃料をランタン内で燃やさないで下さい。

BriteLytは、不適切なご利用に起因する責任を一切負いませ
ん。

BriteLytブランド以外の交換パーツをご利用された場合、お使
いのランタンの製品保証は、有効期限の満了及びキャンセルと

なります。
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BriteLytランタンを点火する

BriteLytランタンを点火する前に、このマニュアル全体を
お読みになり、注意事項や安全性に関する記述をすべてご
覧下さい。必ずすべての手引きをご理解いただいた上で、
ご利用開始して下さい。煙を吸い込んだり、屋内でランタ
ンを使用しないで下さい。パーツラベルに関しては、2ペ
ージにある略図をご覧下さい。

ステップ1
圧力計を緩めて、備え付け
のファンネルを使って燃料
を注ぎます。フィラーネッ
クの下まで燃料を入れま
す。

燃料タンクに入れ過ぎない
ようにして下さい！

ハンドル/リフレクターねじ
を緩め、フード/カバーを取
り外します。

フードとフード内側ケーシ
ングを取り外すには、固定
している2本のねじを外して
下さい。

ステップ2
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マントルをスプレーノズル
の上に置き、ダブルノット
で固定します。

糸のほつれをできるだけ短
く整えて下さい。

フード内側ケーシングとフ
ード/カバーを再び取り付け
ます。
レギュレーターねじが見え
る状態で固定されるように
して下さい。

フードを取り付けたら、2本
のねじを再び付け、ハンド
ル/リフレクターねじを手で
しっかり固定します。

燃料ダイヤルにあるポイン
ターが12時の位置まで垂直
になっていることを確認し
ます（これがオフの位置で
す）。

圧力計をタンクの上まで手
で回して戻します。

ステップ3

ステップ4

ステップ5
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ハンドポンプのつまみを回
して、ロックを解除しま
す。

圧力計の目盛りが赤い線か
ら3の間にくるまで、ポンプ
を出し入れします。

再びロックして、ハンドポ
ンプのつまみを下の位置に
します。 加圧空気付きEZ-Pumpをご

利用の場合は、ステップ6は
飛ばして、12ページをご覧下

さい。

レバーを下に押して燃料を
流し、急速プレヒーターを
開きます。

すぐにライターまたはマッ
チで、オープンレバーのす
ぐ上に流れてきた燃料に火
を付けます。ライターでの
点火をお勧めします。

必要に応じてハンドポンプ
のロックを解除し、再び挿
入を繰り返してタンク内の
圧力を保ちます。

ステップ6

ステップ7
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プレヒーターを約30秒間作
動させ、灯油とガソリンで
点火します（時間は燃料や
周囲の温度により異なりま
す）。

詳細については、15ページ
にある「マルチ燃料操作」
をご覧下さい。

キャブレターを加熱した
ら、燃料ダイヤルの先を下
に回します（6時の位置）。
マントルが明るく点灯しま
す。

マントルに点灯したら、プ
レヒーターレバーを上に戻
して閉めます。

ランタンは、圧力計の目盛
り2～3の間で調節します。

ポンプ作動中は、ランタン
を揺らさないようにする
か、ロックして下さい。マ
ントルが壊れ、はじめから
やり直さなければならなく
なります。

ランタンの炎が弱まってきたら、ハンドポンプを使ってタンク
内に圧力を加えて下さい。燃料ダイヤルで、炎を調節して下さ

い。

ステップ8

ステップ9
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BriteLytランタンを消す

ランタンを消すには、圧力
計の上にあるブリーダーバ
ルブを開きます。

燃料ダイヤルを垂直方向
（12時の位置）になるまで
回し、燃料の流れを止めま
す。

BriteLytランタンを保管する
• ランタンは、使用後冷めるまで30分はかかります。30分以上

経った後、触れたり、移動、修理して下さい。
• 長期間燃料をタンクに入れておかないで下さい。
• ランタンは、空できれいな状態で保管して下さい。
• 傷や損傷を防ぐために、ランタンやリフレクターをオプショ

ンのトートバッグに入れて保管して下さい。
• 10回使用した後は、キャブレタークリーナーのキャップ満タ

ンを燃料の入ったタンクに注ぎ、燃焼システムとタンクをき
れいにして下さい。

• 保管後は、ランタンをご利用になる前に、すべてのパーツが
きちんと固定され、きれいな状態であることをご確認下さ
い。

ステップ1
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ヒントとトラブルシューティング
• ランタンの炎がちらついたり、暗くなってきたら、ハンドポンプま

たはEZ-Pump付属品を使って、タンクの圧力を大気と同じ約2.5ま
で上げてください。

• ハンドポンププランジャーが正常に作動しない場合は、Oリングに
グリースを塗り、再び取り付けて下さい。

• プレヒーターが発火しない、または正常に点火しない場合は、燃料
タンク内に適切な圧力があるかご確認下さい。赤い線のちょうど下
にくるようにします。圧力に問題がない場合は、プレヒーターのノ
ズルを付属のクリーニングニードルできれいにして下さい。

• ランタンが燃焼しているときは、ヒートシールド（パーツ#126）を
外さないで下さい。

• 故障を防ぐには、お使いの燃料に50/50の割合でシトロネラオイル
を加えると正常に燃えます。

• アルコールカップで予熱の際に、バイオディーゼル燃料を使用して
いる場合、マントルが点灯するまで6～10回点火する必要がある場
合があります。

• 壊れたマントルは取り除いて下さい。ランタンのガラスが割れてし
まいます。

• 燃料タンクは、定期的に水やガソリンできれいにして下さい。
• 極寒地域または標高5,000フィート以上の所でご利用になる場合は、

ミネラルスピリットを10％加えて下さい。燃料タンクがより早く点
火します。

• ハンドポンププランジャーが正常に作動しない場合は、Oリングに
グリースを塗り（薄く）、再び取り付けて下さい。

• アルコールカップで予熱の際に、バイオディーゼル燃料を使用して
いる場合、マントルが点灯するまで6～10回点火する必要がある場
合があります（アルコールカップの後、プレヒーターをご利用下さ
い）。はじめにカップで予熱して、アルコールが燃え切った後、プ
レヒーターをご利用下さい。より早く予熱できます。

保証登録
BriteLyt限定ライフタイム保証には、ランタンのご登録が必要です。保
証をご登録いただくには、www.britelyt.com/regでお使いのランタンを
ご登録下さい。

フォームにすべてご記入いただくためには、ご購入レシートの原本とラ
ンタンの底にあるシリアル番号が必要です。
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EZ-Pump付属品の手引き
（オプション付属品）

燃料タンクからハンドポンプ
付属品を取り外します。プラ
ンジャーの取り外しは、少々
難しいかもしれません。

EZ-Pump付属品を取り付け
ます。

タイヤポンプまたは携帯用
CO2フィラーを通して圧縮
空気でタンクに給油します。
入ってくる圧力が、30psi以
下であることをご確認下さ
い。12G以上のCO2システム
は使用しないで下さい。

ランタンのご利用方法やトラブルシューティングに
関する動画チュートリアルはこちらです：

www.BriteLyt.com/howto

ステップ1

ステップ2
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EZ-Cook付属品の手引き
（オプション付属品）

 

ハンドル/リフレクターねじ
を緩めて、ランタンからフー
ド/カバーを取り外します。

セットグルーヴを使って、フ
ード/カバーをEZ-Cook付属
品と取り換えます。

ステップ1
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マルチ燃料操作のガイドライン

重要事項：
記載されている予熱時間は、目安です。高度、湿度、
温度などの変化により、影響を受けます。

自家製の燃料は使用しないで下さい！

このマニュアルに記載のない燃料については、ご自身
の責任の下でご利用下さい。BriteLytは記載のない燃
料の燃焼に関する責任を一切負いません。
このマニュアルに記載のない燃料を使用した場合、ラ
ンタンに永久的かつ修理不可能な損傷を与える原因と
なり得ます。

アルコールベースの燃料（エタノールまたはメタノー
ル）、または純粋なオイル（植物、モーター、産業
用）は、単独で燃焼しないで下さい。

上記に記載されている燃料を使用する場合は、ランタ
ンが正常に作動するために、他の燃料と50/50の割合
で混ぜて下さい。

BriteLytは、これらの燃料を混合しないで燃焼した場
合についての責任を一切負いません。

特定の燃料に関するご質問やお問い合わせについて
は、(727) 451-7020までお電話いただくか、cus-
tomerservice@britelyt.comまでメールでご連絡下
さい。
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ガソリンタイプの燃料
予熱時間の目安：10～35秒
例：コールマン燃料、ガソリン、ホワイトガソリン、塗料用シンナ
ー、軽油、オイルなしミネラルスピリット

オイルベースの燃料
予熱時間の目安：15～45秒
例：灯油、ランプオイル、JP燃料、シトロネラオイル、オイル入り
ミネラルスピリット

重油ベースの燃料（50/50での混合をお勧めします） 
予熱時間の目安：45秒～2分
例：ディーゼル燃料またはバイオディーゼル

以下は、効率性と安全性の向上のために、お勧めの混合燃料で
す。50/50の割合で混ぜることをお勧めしますが、状況に応じて調
節して下さい。

灯油とガソリンタイプの燃料
予熱時間の目安：15～30秒
燃焼時間の目安：10～12時間
例：灯油と次の燃料との混合：コールマン、シンナー、すべてのア
ルコール燃料

ディーゼルとガソリンタイプの燃料
予熱時間の目安：20～40秒
燃焼時間の目安：10～15時間
例：ディーゼルと次の燃料との混合：コールマン、塗料用シンナ
ー、すべてのアルコール燃料

バイオディーゼルとガソリンタイプの燃料
予熱時間の目安：45秒～2分
燃焼時間の目安：10～25時間
例：ディーゼルと次の燃料との混合燃料：コールマン、塗料用シン
ナー、すべてのアルコール燃料

モーターオイルとガソリンタイプの燃料
予熱時間の目安：1分半～3分で、プレヒーターではなくアルコール
カップの利用が必要になる場合があります（パーツ35）。ヒートカ
ップのパーツ35で作動しない場合は、プレヒーターをお試し下さ
い。
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