
User's  Manual

HS515C-M

PARALOW
Circle Dot Sight

Multi Reticle

COLOR
   
  www.holosun.com

Customer Service
Phone: 909-594-2888

Email: warranty@holosun.com

Holosun Technologies  Inc.

v1.0

HS515C-M

PARALOW
Circle Dot Sight

Multi Reticle

COLOR
   
  www.holosun.com

Customer Service
Phone: 909-594-2888

Email: warranty@holosun.com

Holosun Technologies  Inc.

v1.0

取扱説明書



·1· ·18·

PARALOW HS515C-M: New small compact Is a circle dot sight 
with the option of dot only or dot with circle reticle pattern. 
Employing new LED technology, the life time for one CR2032 
battery can be up to 10,000 hours. Attached non obstructing 
flip-up lens covers and kill flash. The sight may be installed on 
various firearms such as shotguns, pistols, rifles, air rifles and 
crossbows .

excluding any delivery costs, which will be born by purchaser. 
We will not be liable for incidental, consequential, or special 
damages arising out of or in any connection with the use or 
performance of this product.  This warranty is void if 
the product has been misused, modified, neglected, or 
disassembled prior to its return.        
Please refer to http://www.holosun.com for current and 
complete warranty information.

·1· ·18·

PARALOW HS515C-M:　　　　　　　　　　　ドットのみ/サークルレチクルパターン有り
を選択可能な新しい小型サークルドットサイトです。新LED技術を
採用しており、CR2032のバッテリー寿命は最大10,000時間です。フ
リップアップレンズカバーとキルフラッシュを付属しています。サ
イトは、ショットガン、ピストル、ライフル、空気銃、クロスボウ
などの様々な銃器に取り付け可能です。

弊社は、本製品の使用または性能から生じる、付随的、必然的、または
特別な損害について、一切責任を負いません。製品が誤使用、改造、放
置、または分解された場合、保証は無効になります。
最新の完全な保証情報およびその他の条件については、http：
//www.holosun.comを参照してください。



Model

Thank you for purchasing 
the PARALOW HS515C-M  
Circle Dot Sight. Please read 
the User's Manual carefully.

HS515C-M
Limited warranty
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Fig1 Kill flash

touching the glass surface with dry cloth or tissue paper . No 
organic solvents such as alcohol, acetone are allowed. Don't 
try to dismantle the device as the internal parts are specially 
cleaned and sealed and with anti - fog treatment, Any such 
attempt will void the warranty.
If repair needed, you can call our customer service center, or 
login in our website ,or send email to us.

SUMMARY            
We provide limited lifetime warranty from the date of 
purchase on parts and workmanship to the original purchaser. 
At our sole discretion, we will repair or replace product found 
to be defective under normal use and service without charge 

HS515C-M
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HS515C-Mサークルドットサ
イトをご購入頂きありがと
うございます。取扱説明書
をよくお読みください。

モデル

キルフラッシュ

保証
概要
弊社は部品・製造作業品質から購入者に渡るまで、製品の購入日から
生涯保証を提供します。
弊社の裁量により、通常の使用方法で欠陥が見つかった製品を、購入
者負担の送料を除き、無償で修理または交換いたします。

乾いた布やティシュペーパーでガラス表面に触れないようにしてくださ
い。アルコールやアセトンなどの有機溶剤は使用しないでください。内
部部品は特殊清掃、密閉、防曇処理が施されているため、装置を分解し
ないでください製品保証が無効になります。
修理が必要な場合は、カスタマーサービスセンターへご連絡いただく
か、ウェブサイトをご覧いただくか、Eメールをお送りください。

図 1



Features
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1. Weather: Suitable for all weather conditions, including low 
light such as at dawn/nightfall.
2. Full field of view for target acquisition: The user can gain 
rapid target acquisition and situational awareness while 
aiming with both eyes open.
3. Solar power supply: The device operates by solar power ( 
silicon solar cell).  Power is ready for use at all times. Under 
daylight conditions, LED can be powered by solar cell. 
4. Dual power supply design:  Sight will switch to battery 
supply if there is not enough light for solar operation.  
5. New LED technology: Due to adopting new LED technology, 
the sight can be operated for up to 10,000 hours with only one 
battery.
6. Parallax free optical system: Parallax is  ≤± 1MOA. 

the  required adjusting range is beyond the limits, consider 
adding an extra spacer between  the device and mounting rail 
to allow for additional adjustment.

Maintenance and care

This device is a precision instrument that deserves reasonably 
cautious care. The following tips are provided to ensure long 
lasting use of the sight.
The optical system including the objective window and 
eyepiece lens which are multi - coated optical glass. When 
cleaning the lenses, blow away the dust on surface, wet the 
lens with lens cleaner or clean water, wiping the fingerprint 
and oil stain with lens tissue, soft cotton or microfiber cloth. 
No special maintenance needed for housing surface. Avoid
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特徴
1.天候：夜明け/夕方などの低照度を含む、あらゆる天候に適してい
ます。
2.目標捕捉のための視野：両目を開けて狙いを定めながら、瞬時に
目標補足・状況認識ができます。
3.太陽電池：太陽光（シリコン太陽電池）によって動作します。電
源は常に使用可能です。日中は太陽電池によってLEDの点灯が可能
です。
4.デュアル電源設計：太陽電池用の十分な光量がない場合は、サイ
トはバッテリー供給に切り替わります。
5.新LED技術：新LED技術を採用することにより、たった1つのバッ
テリーでサイトは10,000時間まで使用可能です。
6.視差効果の無い光学システム：視差効果は≤±1MOA.以下です。

メンテナンスとケア

この装置は、相応の注意を要する精密機器です。
下記は、サイトの長期間の使用を保証するために提供されています。
対物レンズ及び接眼レンズを含む光学システムは、マルチコーティン
グされた光学ガラスです。レンズを掃除する際は、表面のほこりを吹
き飛ばし、レンズクリーナーや清浄水でレンズを濡らし、指紋や油分
をレンズ用ティッシュ、ソフトコットン、マイクロファイバータオル
で拭き取ってください。ハウジングには特別なメンテナンスは必要あ
りません。

必要な調整範囲が調整限界を超えている場合は、装置と取り付けレー
ルの間にスペーサーを追加して、調整範囲を広げることをご検討くだ
さい。
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7. Brightness adjustment: There are 12 settings for the 
brightness of the reticle so as to match the ambient lighting 
conditions.
8. Switch between circle dot and red dot reticles.
9. Eye safe: LED reticle pattern will not damage your eyes.
10.Windage and elevation turrets embedded for protection.
11. Two top mounted buttons: The side mounted buttons 
allow for easy operation without obstructing the user's vision. 
Minimize vision obstruction with push button controls and 
streamlined housing design.
12.Kill flash included.
13.See through Glass Flip-up lens covers won’t obstruct your 
vision.
14.H/L riser mounts included.
15.  Quick release mount:  Adaptable to Picatinny  rail.
16. Waterproof:  IPX8
17. Series Aluminum Housing with Hard Anodized Finish

2. The built in screw driver tool on the protective cap can be 
used for zeroing adjustment (see Fig5).  See label inside cap.
3. First open the protective cap, position slot type screwdriver 
on the slotted screw, then rotate the screw to right or left for 
adjustment. Each left or right click is for one adjustment 
equivalent to 0.5MOA value.
4. Adjust the Elevation turret counterclockwise to move the 
point of impact UP.  Adjust the Windage turret counter- 
clockwise to move the point of impact to the RIGHT. Turning 
either turret clockwise moves the point of impact in the 
opposite direction.
5. Caution: 
     Don't try to over rotate the knobs. If you feel the knobs can-
not be rotated, this indicates you have reached the 
adjustment limit, otherwise the device may be damaged. If 
·15· ·4·

7.明るさ調整：周囲の照明条件に合わせてレチクルの明るさを12段
階に設定できます。
8.サークルドットとレッドドットレチクルの切り替え機能
9.目の安全：LEDレチクルパターンは目を傷つけることはありませ
ん。
10.埋め込み保護された風損・仰角ターレット
11.上部の2つのボタン：ボタンを側面に取り付けることで、視界を
妨げることなく容易な操作が可能です。プッシュボタンコントロー
ルと洗練されたハウジング設計により、視界の妨げを最小限にして
います。
12.キルフラッシュ付属
13.フリップアップレンズカバーがシースルーガラス製なので、視界
を妨げることはありません。
14. ハイマウント、ローマウント付属
15.クイックリリースマウント：ピカティニーレール対応
16. 防水：IPX8
17.ハードアルマイト仕上げのアルミニウムハウジング

2.保護キャップ上の内蔵ねじ回しツールはゼロ調整に使用できます
（図5参照）。キャップ内側のラベルを参照してください。
3.保護キャップを開け、スロット付きねじ回しをスロット付きねじ
に合わせ、ねじを回し、左右に動かして調整します。左クリックま
たは右クリックによる調整は、0.5MOA値に相当します。
4.仰角ターレットを反時計回りに調整して、弾着点を上に移動しま
す。風損ターレットを反時計回りに調整して、弾着点を右に移動し
ます。いずれかのターレットを時計回りに回すことで、弾着点を反
対方向に移動します。 
5.注意：
つまみを回しすぎないようにしてください。つまみを回すことがで
きないと感じる場合は、調整限界に達したことを示しています。つ
まみを回しすぎると、損傷する恐れがあります。



Important notices
1. Ensure that the firearm is completely unloaded  and safe 
before device installation, sighting in, or installing a new 
battery. 
2. Please keep the packaging should you need to make a 
warranty claim.

Multi Reticle
The reticle for this sight is a central 2MOA dot,
centered in a 65MOA circle with four
positioning points. The diameter of the circle
reticle represents approximately 5'5" at 100
yards (170cm at 100m). 

The circle reticle can be enabled or disabled as required by pressing 
the "-" button for 3 seconds.
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Zero setting

1. On top of sight is the elevation adjusting turret, windage 
adjusting turret is on the right side (see Fig5). The sight has 
been factory adjusted for approximate zero. 

Fig 5

Protective
lid

Elevation 
adjusting knob

Windage 
adjusting knob
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Zero setting

保護蓋 仰角調整つまみ

風損調整つまみ

サイトのレチクルは、2MOAドットであり、4つのポ
ジショニング点を備えた65MOAサークル内にありま
す。サークルレチクルの直径は、100ヤード（100m
で170cm）で約5 '5 "を表します。

「－」ボタンを３秒間押すことで、必要に応じてサークルレチクルを
オン/オフにすることができます。

重要事項
1.装置の取り付け、照準合わせ、新しいバッテリーの取り付けを行
う前に、銃器が完全に未装填で、安全であることを確認してくださ
い。
2.保証請求をする必要がある場合は、パッケージを保管しておいて
ください。

マルチレチクル

図 5

1．サイトの上に仰角調整ターレットがあり、風損調整ターレット
は右側にあります（図5参照）。サイトは工場出荷時に、ほぼゼロ
に調整されています。



Battery
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1. Operates with two-way power supply (solar cell and internal 
battery). The operating voltage for this device is DC3V using 
one high quality CR2032 Lithium battery included with 
purchase.

Screw 

 Battery O - ring

Slot

Screw

Battery 
compartment

Battery tray

2. The high quality 
battery  can power 
the device for up to 
10,000 hours. 
Caution: The battery 
is not rechargeable.

 Fig  2-1

2) The sight will instantaneously wake up and turn on with any 
motion detection to last saved setting.
5.Special operation:
1) Solar cell power drive: If the battery voltage is below 2.2Vdc, 
please take it out. The sight can still work under a certain 
lighting environment.
2) Turn on/off the circle reticle
When the battery voltage is low or only solar cell power drive, 
the circle reticle can be enabled or disabled as required by 
pressing the "-"button for 3 seconds.
6.Note:
1) Memory function: The sight will remember the last saved 
brightness setting when powered on and off.
2) Low battery Warning: If the battery voltage is below 2.2Vdc, 
the reticle will blink slowly. 
·13· ·6·

Slot

ねじ

Oリング

バッテリー
収納部

バッテリートレイ
ねじ

バッテリー

バッテリー

1.双方向電源（太陽電池と内蔵電池）で動作します。動作電圧は、
購入時に同梱されている高品質CR2032リチウム電池使用のDC3Vで
す。（電池は入っていないので注意）
2. 高品質リチウム電池
は10,000時間まで動作
します。
注意：同梱リチウム電
池は充電式ではありま
せん。（電池は入って
いないので注意）

図 2-1

2）サイトは、任意のモーションを検知することで、最後に保存され
た設定で、一瞬で電源オンになります。
5.特別な操作：
1)太陽電池駆動：バッテリー電圧が2.2Vdc以下の場合は取り出してく
ださい。サイトは特定の照明環境では動作します。
2)サークルレチクルのオン/オフ
バッテリー電圧が低い、または太陽電池駆動のみの場合は、－ボタン
を3秒間押すことで、必要に応じてサークルレチクルをオン/オフにす
ることができます。
6.注：
1)メモリー機能：パワーオン/オフ時の最後に保存された明るさ設定
をサイトは記憶しています。
2)低バッテリー警告：バッテリー電圧が2.2Vdc以下になると、レチク
ルがゆっくりと点滅します。
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3. Battery replacement:
1) Removing the battery 
(Fig  2-1): 
a)  Loosen screw 1,2.
b) Insert coin or similar 
object in the battery tray 
slot, pry out the battery 
tray, and remove the 
discharged battery by 
lifting it up.
2) Battery installation(Fig2-2):
a) Insert the battery into the battery tray by pushing it down 
with the correctly marked polarities, "+" and "-".
b) Insert and press the tray into the battery compartment.

Screw Battery tray

O - ring
 Battery 

 Fig  2-2

between high and low brightness levels.
2) Manual mode:
a) Press down the "+"button for 3 seconds to enter into the 
Manual Mode.
b) Brightness adjustment:  There are 12 settings for reticle 
brightness level under manual mode. The default brightness is 
at 7 when the device is switched to this mode. The brightness 
can be adjusted as required by pressing the "+"or "-" to 
increase or decrease the brightness level, one press for one 
change in brightness level.
3) Switching back to auto mode: A single press of the "+" 
button for 3 seconds will switch the sight to auto mode.
4.Sleep time mode:
1) Please note that your red dot will automatically enter into 
sleep mode after 10 minutes of no movement.
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3. バッテリー交換
1) バッテリーを取り外します
（図2-1）:
a) ねじ1,2を緩めます。
b) コイン等をバッテリート
レイのスロットに挿入し、
こじ開け、放電されたバッ
テリーを持ち上げて取り外
します。
2) バッテリーの取り付け（図2-2）:
a）バッテリーを正しい極性「＋」「－」を確認し、バッテリートレ
イに押し込みます
b）トレイをバッテリー収納部に挿入して押し込みます。

図 2-2

ねじ

Oリング

バッテリートレイ

バッテリー

2)マニュアルモード：
a）「+」ボタンを3秒間押し、マニュアルモードに切り替えます。
b）明るさ調整：マニュアルモードでは、レチクルの明るさ設定に
は12段階あります。マニュアルモードに切り替えた際のデフォルト
の明るさは、7に設定されています。＋ボタン、－ボタンを押すこ
とで、必要に応じて明るさを調整することができます。
3)オートモードに戻る：
「+」ボタンを3秒間押すと、サイトがオートモードに切り替わります。
4.スリープ時間モード：
1)10分間動作がない場合、レットドットは自動的にスリープモード
に入ります。



Installation
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c) Fasten screw 1,2.
Caution:   
The loss or damage of seal ring will cause water to leak into the 
compartment and may damage electronic circuits and the 
device.

1. The mount bracket is adaptable to the arms with Picatinny 
Rail, If the arms have no Picatinny rail , or with other types of 
rail, please contact a qualified gunsmith.
2. Designed with our patented nonlinear cam clamping system, 
no tools are required for attaching to a rail.Push locking button, 
lift up handle to loosen the locking bar. To mount sight on rail, 
push the handle down, locking button will automatically 
engage. The installation is complete.(fig 3-1) 

3.Operation mode: Two operation modes are available；Auto 
mode and manual mode.
1) Auto mode (default)  - with solar cell and internal battery 
two-way power supply:Based upon the ambient lighting level, 
the sight will switch between battery and solar cell power 
automatically for operation in all lighting conditions.
Auto mode operation:
a) Sight is always in auto mode unless specifically s
witched to manual mode. 
b) While in auto mode, the brightness of the reticle is 
automatically adjusted to match ambient lighting. The brighter 
it is, the higher the dot intensity.
c) If lighting is low enough, the sight will automatically switch 
to the battery.  While running on battery, you can adjust the 
reticle brightness using the "+"and "-" buttons to switch 
·11· ·8·

1.取り付けブラケットは、ピカティニーレール搭載の銃器に適応可
能です。ピカティニーレール等が搭載されていない銃器の場合は、
資格のある鉄砲工へ連絡してください。
2.Holosun特許取得のクランプ構造では、レールに取り付ける際に
工具は必要ありません。ロックボタンを押し、ハンドルを持ち上げ
てロックバーを緩めます。サイトをレールに取り付けるために、ハ
ンドルを押し下げると、ロックボタンが自動的にかみ合います。こ
のようにして取り付けが完了します（図3-1参照）

c）1,2ねじを締めます。
注意：
シールリングの紛失や破損により、スロットへ水漏れし、電子回路と
装置に損傷を与える恐れがあります。

取り付け

3.操作モード：2つの動作モードがあります：オートモード、マニ
ュアルモード
1)オートモード（デフォルト） - 太陽電池と内蔵バッテリーによる
双方向電源：周囲の明るさに基づいて、サイトが自動的に太陽電
池と内蔵バッテリーに切り替わります。あらゆる照明条件での操
作が可能です。
オートモード：
a)サイトは、マニュアルモードに切り替えない限り、常にオート
モードになります。
b)オートモードでは、レチクルの明るさは、周囲の明るさに合わ
せて自動的に調整されます。周囲が明るくなるほど、ドットの強
度が高くなります。
c）周囲の明るさが十分ではない場合、サイトは自動的に内蔵バッ
テリーに切り替わります。内蔵バッテリー動作中は、＋ボタン・
－ボタンでレチクルの明るさを調整できます。



Sight operation

 Fig 4
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 Fig  3-1

 Fig  3-2

Clamp 
bolt head

Cross bolt

3. Initial installation
For the first installation, You may 
feel the clamp too tight that the 
hand shank cannot be pushed 
down or too loose that the device 
cannot be clamped tightly on rail , 

Cross 
bolt

Clamp lock
Clamp handle

you need to make a little adjustment for the clamp. The 
following is the adjustment steps:
1) There is one Torx socket at the end of clamp adjusting bolt 
on the side of the mount. (See Fig 3-2) Before installation,

loosen the screw to release clamp 
using included Torx wrench, and 
then;
2)  Pull up the cam clamp handle. 
Slide the sight into rail and close

the clamp handle.
3)  Tighten the clamp adjusting bolt using the Torx wrench. This 
will tighten the clamp to the rail to moderate degree. Try to 
pull up and close the clamp handle, adjusting the clamp screw 
appropriately, neither too tight nor too loose.  This will avoid 
the mount becoming loose under recoil. 

Brightness Increase

Brightness reduce

Silicon Solar cell

1. Switch on: Press and release either 
brightness button ("+"or"-") to turn on 
the sight.
2. Power off: Press the"+"and"-"buttons 
simultaneously will turn the power and 
motion sensor off.
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図 3-1

図 3-2

クランプロック
クランプハンドル

クロス
ボルト

クロスボルト

クランプ
ボルト頭

サイト

3.最初の取り付け
初めてサイトを取り付ける際に、クラ
ンプが堅すぎてハンドルを押せない、
または緩すぎてレールにしっかり締ま
らないと感じた場合は、クランプを調
整する必要があります。
調整方法は以下の通りです：
1)マウント側のクランプ調整ボルトの端にトルクスソケットが1つあ
ります（図3-2参照）。取り付け前に、付属のトルクスレンチでボル
トを緩めてクランプを外します。

2)クランプハンドルを引き上げ、サイ
トをレールにスライドさせて、クラン
プハンドルを閉じます。

図 4

明るさ―

明るさ＋

シリコン太陽電池

3)トルクスレンチでクランプ調整ボルトを締めます。これによりクラ
ンプがレールに締め付けられるので中程度に締めます。クランプハ
ンドルを開閉してみて、締め付けすぎず、緩すぎないようにクラン
プネジを適切に調整してください。反動によるマウントの緩みを防
ぎます。

1.電源オン：明るさボタン（＋/－）を押
し、サイトを電源オンにします。
2.電源オフ： ＋/－ボタンを同時に押すと
電源とモーションセンサーがオフになり
ます。
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