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At our sole discretion, we will repair or replace product found
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
to be defective under normal use and service without charge
す。
excluding any delivery costs, which will be born by purchaser.
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
We will not be liable for incidental, consequential, or special
が誤使用、改造、放置、または分解された場合、保証は無効に
damages arising out of or in any connection with the use or
なります。
performance of this product. This warranty is void if
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。
the product has been misused, modified, neglected, or

Thank
you for purchasing
the PARALOW HS503G-U Circle Dot
PARALOW
HS503G-Uサークルドットサイトをご購入頂き
sight,
which is a monocular inner circle dot sight, please read
ありがとうございます。本製品はモノキュラーサークルドッ
トサイトです。取扱説明書をよくお読みください。
the
User's Manual carefully.

モデル
Model

disassembled prior to its return.
Please refer to http://www.holosun.com for current and
complete warranty information.
Fig1 PARALOW
Circle Dot Sight
図1 HS503G-U
サークルドットサイト
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特 徴
Features
1.
Covert aiming: When aiming, the red dot is projected
1.隠された照準：
within
the sight so no light can be detected by the target.
照準を合わせると、赤い点がサイト内に投影され、目標に
光を察知されることはありません。目標に見つかってしま
Unlike
a laser sight that appears as a dot that can be seen on
うレーザーサイトとは異なります。
and
by the target.
2.目標捕捉のための視野：
2.
Full field of view for target acquisition: The user can gain
両目を開けて狙いを定めながら、瞬時に目標補足・状況認
rapid
target acquisition and situational awareness while
識ができます。
3.低消費電力：サイト動作に必要な電流はわずか数マイク
aiming
with both eyes open.
ロアンペアです。サイトは1つのバッテリーで最大10,000
3. Low power consumption: Only a few micro-amperes of
時間動作します。バッテリー交換が必要な場合、バッテ
current are required for sight operation. Sight runs on one
リーコンパートメントは底に隠れています。
battery for up to10,000 hours. When battery replacement is
required, the battery compartment is concealed in the base.
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organic
solvents such as alcohol, acetone are allowed. Don't
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
try
to dismantle the device as the internal parts are specially
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
cleaned
and sealed and with anti - fog treatment, Any such
ります。
attempt
will void the warranty.
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
If絡いただくか、ウェブサイトをご覧いただくか、Eメール
repair needed, you can call our customer service center, or
をお送りください。
login
in our website ,or send email to us.

Limited
保 warranty
証
SUMMARY
概要
We
provide limited lifetime warranty from the date of
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。
purchase
on parts and workmanship to the original purchaser.
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Maintenance
and care
メンテナンスとケア
This
device is a precision instrument that deserves reasonably
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
cautious
care. The following tips are provided to ensure long
ています。
lasting use of the sight.
対物レンズ及び接眼レンズを含む光学システムは、マル
The
optical system including the objective window and
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
eyepiece
lens which are multi - coated optical glass. When
浄水でレンズを濡らし、指紋や油分をレンズ用ティッ
cleaning the lenses, blow away the dust on surface, wet the
シュ、ソフトコットン、マイクロファイバータオルで拭き
lens
with lens cleaner or clean water, wiping the fingerprint
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
and
oil stain with lens tissue, soft cotton or microfiber cloth.
要ありません。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。
No
special maintenance needed for housing surface. Avoid
touching the glass surface with dry cloth or tissue paper . No
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4.
Motion power on: The sensor will turn on the power with a
4.モーション電源オン：高感度センサーは、任意のモー
slight
movement of the sight.
ションを検知することで電源オンになります。
5.視差効果の無い光学システム：
5. Parallax free optical system: Parallax is ≤± 1MOA.
視差効果は≤=±1MOA.以下です。
6. Auto power off: The sight will be automatically powered
6.オート電源オフ：サイトは8時間使用されないと自動的に
off
after not being used for 8 hours.
電源オフになります。
7.
Brightness
adjustment: There are 12 settings for the
7.明るさ調整：
intensity
of the red dot so as to match the ambient lighting
周囲の照明条件に合わせてレットドットの明るさを12段階
に設定できます。
conditions.
8.防水：IP67
8.
Waterproof: Ip67
9.埋め込み保護された風損・仰角ターレット
9.
Windage
and elevation turrets embedded for protection.
10.上部の2つのボタン：
10.
Two top mounted buttons: The top mounted buttons
ボタンを上部に取り付けることで、視界を妨げることなく
allow
for easy operation without obstructing the user's
容易な操作が可能です。
vision.
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Multi
Reticle
マルチレリクル
The
reticle for this sight is a central 2MOA dot,
サイトのレチクルは、2MOAドットであり、4
centered
in a 65MOA circle with four
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
positioning
points. The diameter of the circle
は、100ヤード（100mで170cm）で約5
"を
reticle
represents approximately 5'5" at'5
100
表します。
yards
(170cm at 100m).
The
circle reticle can be enabled or disabled as required by
サークルレチクルは、－ボタンを3秒間押すことで、必要に
応じてオン/オフにすることができます。
pressing the "-" button for 3 seconds.

5.注意：
5. Caution:
ターレットを回しすぎないようにしてください。ターレッ
Don't try to rotate the knobs, if you feel the knobs cannot be
トを回すことができないと感じる場合は、調整限界に達し
rotated which proves the adjustment limits. Otherwise the
たことを示しています。ターレットを回しすぎると、損傷
device may be damaged. If the adjusting range is beyond the
する恐れがあります。必要な調整範囲が調整限界を超えて
limits,
consider to add extra spacer between the device and
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
mount rail to expand the adjusting range limits.
加して、調整範囲を広げることをご検討ください。
注意：
Note:
1)Direction adjusting marks are inside the protective cap.
1）方向調整マークは保護キャップの内側にあります。
2)The adjusting screw under the protective cap is waterproof.
2）保護キャップの下の調整ねじは防水仕様です。

Important
notices
重要事項
1.
You must check carefully and make sure for 100% to unload
1.装置の取り付け、照準合わせ、新しいバッテリーの取り
the
bullet from your firearms before any actions taken such
付けなどを行う前に、
·4·
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1. On top of sight is the elevation adjusting knob, windage
1.サイトの上に仰角調整つまみがあり、風損調整つまみは
adjusting knob is on the right side (see Fig5). The sight has
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。
been primarily adjusted in factory.
2.保護キャップ上の凸部分はゼロ調整に使用できます（図5
2. The Convex platform on the protective cap can be used for
参照）。
zeroing alignment(see Fig5).
3.保護蓋を開け、スロット付きねじ回しをスロット付きね
3.First open the protective lid, position slot type screwdriver
じに合わせ、
on the slotted screw , then rotate the screw to right or left for
ねじを回し、左右に動かして調整します。左クリックまた
adjustment. Each left or right click is for one shift moving
は右クリックによる調整は、0.5MOA値に相当します。
4.仰角つまみを右に回すとレットドットが上に移動し、左
equivalent to 0.5 MOA value.
に回すと下に移動します。風損つまみも同様に右に回すと
4. Right turning the elevation knob will moving the red dot
レットドットが右に移動し、左に回すと左に移動します。
up, left turning will lower the red dot. Similar for the windage
adjusting , right turning will move the red dot to right, left
turning will move it to left.
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as device installation , beam adjusting or changing new
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。
battery . Ensure all the operation is under safe condition.
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
2. Please keep the inner package for future maintenance
ておいてください。他の包装材は適切に処分してくださ
mailing purpose. Other packaging material may be disposed
い。
properly.

Battery
バッテリー
1.
The operation voltage for this device is DC3V there is one
1.動作電圧は、CR2032リチウム電池使用のDC3Vです。
2.バッテリーの寿命は10,000時間です。
CR2032
Lithium battery with sale.
3.バッテリーの取り付けおよび交換については、図2を参
2. The battery lifetime is 10000 hours.
照してください。
3. Please see the Fig 2 for battery installation and
Replacement:
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1)
Left-turning to open the battery cap.
1)左に回してバッテリーキャップを開きます。
2)図2のように＋/2の正しい極性でバッテリー収納部分に
2)
Insert the battery into the battery chamber with the right
バッテリーを挿入します。交換時に不要なバッテリーは取
marked
polarities "+" "-", See Fig2, Take the waste battery
り出してください。
out for replacement.
3)キャップを回して閉
バッテリーキャップ
Battery cap
3)
Rotate to close the cap .
じます。

C

0
R2

Zero
setting
ゼロ設定
Elevation
仰角調整つまみ
adjusting knob

Protective
保護蓋
lid

Windage
風損調整
adjusting
つまみ
knob

32

バッテリー
Battery

Fig
2
図２
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Battery
バッテリー
収納部分
chamber

Fig 5
図５
·11·

5.
Turn on/off the circle reticle
5.サークルレチクルのオン/オフ
バッテリー電圧が低い等の場合は、－ボタンを3秒間押すこ
When
the battery voltage is low or other circumstances, the
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
circle
reticle can be enabled or disabled as required by
とができます。
pressing the "-"button for 3 seconds.
6.注：
6.
Note:
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
1)
Memory function: The sight will remember the last saved
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
brightness
setting when powered on and off.
と、レチクルがゆっくりと点滅します。
2)
Low battery Warning: If the battery voltage is below 2.2Vdc,
the reticle will blink slowly.
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Caution:
注意：
The
lost, damage or corrosion of the O-ring inside the battery
Oリングの紛失や破損、腐食により、スロットへ水漏れ
cap
will cause the water leaking into, which may damage the
し、電子回路と装置に損傷を与える恐れがあります。
electrical circuit and device.

Installation
取り付け
1.
The mount bracket is adaptable to the arms with Picatinny
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
Rail,
If the arms have no Picatinny rail , or with other types of
に適応可能です。ピカティニーレールや互換性のあるレー
ル搭載がない銃器の場合は、資格のある鉄砲工へ連絡し、
rail, Please make extra remarks in your purchase order.
レールを取り付けてください。
2.
Firstly insert the Allen wrench into the clamp screw hole,
2.六角レンチをクランプネジ穴へ挿入し、回して凸部分を
then rotate to loosen the convex set, slid the sight into the
緩めてください。そして、サイトを銃器レールの適切な場
weapon
rail to a right position, and finally fasten the clamp
所へスライドさせてください。最後に、クランプネジを締
screw.(Fig3)
めてください。（図3）
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図３
Fig 3

凸部分
Convex
set

Clamp
screw hole
クランプねじ穴
Brightness
reduce
明るさ−ボタン

Sightサイト
operation
1. Switch on (see Fig4)：Press and
1.電源オン（図4参照）：明るさ
ボタン（＋/ボ）を押し、サイト
release either brightness button
を電源オンにします。
図４
明るさ＋ボタン
("+"or"-") to turn on the sight.
Increase
Fig
4 Brightness
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2.
Power off: Press
the"+"and"-"buttons simultaneously will
2.電源オフ：
＋/2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。
turn
the power and motion sensor off.
3.明るさ調整：明るさ設定には12段階あります。
3.
Brightness adjustment:
デフォルトの明るさは、7に設定されています。 レッドドッ
There are 12 brightness settings. The default brightness is the
トの目標に対するコントラストが十分な強度になるまで＋/
7th
level. Pressing the "+"or"-" button until the red dot has a
2ボタンを押してください。1回短く押して離すごとに明る
sufficient
intensity to contrast against the target. One quick
さが調節できます。
4.スリープ時間モード：
press
and release changes brightness.
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
4.
Sleep time mode:
モードに入ります。
1) Please note that your red dot will automatically enter into
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
sleep
mode after 10 minutes of no movement.
存された設定で、一瞬で電源オンになります。
2) The sight will instantaneously wake up and turn on with any
motion detection to last saved setting.
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