START ENJOYING WONDERFUL VAPING NOW!
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INSTRUCTIONS
Thank you for choosing VapeOnly Lancer. Before using this product, please read this
manual carefully to ensure correct operation. If there are any questions, please contact:
customer@vapeonly.com.

NOTES
• Under the following circumstances product use is prohibited:
Any period of medication, depression, heart disease, asthma, pregnancy and
lactation and if the user is under 18 years old.
• Please use the device according to the local law concerning electronic cigarettes.
• Keep away from children, as the device contains several hard parts that can be
disassembled and cause a potential choking hazard.
• DO NOT disassemble the device yourself, please contact our vendor or the
professional customer service at VapeOnly.
• DO NOT sabotage the device, especially the lithium battery. It should be handled
carefully and kept properly to avoid dangers of leakage, fire burning and explosion
caused by a number of reasons including; impact and compression.
• DO NOT put the device (especially the lithium battery) in a high temperature
environment to avoid danger of explosion.
• VapeOnly is not responsible for accidents of battery leakage, burning, explosion etc.
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• To avoid device failure, DO NOT put the device close to magnetic fields.
• To avoid short-circuiting the device and endangering people, DO NOT put the
device in a humid environment or near water.
• DO NOT clean the device surface with chemicals or other liquids, to avoid the
machine surface discoloration and corrosion. It may even cause damage to the
device e.g. by short-circuit.
• DO NOT overcharge the battery (by more than 10 hours); overcharging will shorten
the battery life.
• The device should be kept in a cool, dry environment with the battery level at 8090% when the device is not in use for extended periods.
• DO NOT touch the material inside if the battery cell is broken. In case of contact with
eyes or skin, flush immediately with plenty of water and seek medical advice.
• Clean it as soon as possible if the e-liquid leaks into the thread on the top of the
battery.

PRODUCT INTRODUCTION
Lancer is an exquisitely designed, modeling concise, rigid-flexible, hand feeling
comfortable and high quality electronic cigarette product. It supports power mode
(POWER) , temperature mode (TC), TCR mode, bypass mode (BYPASS) and voltage
mode (VOLT). Lancer is a superior MOD which you deserve.
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SPECIFICATIONS

DEVICE OVERVIEW

Name

LANCER

Size

37.5mm*22.5mm*86.0mm

Net Weight

150g

Atomizer Interface

510

Power Mode

1.0W-75.0W

Power button
Turn on/off, vaping and confirming

Temperature Control Mode

100ºC-315ºC（200°F-600°F）

Device body

Coils

SS316, Ni200, Ti, Cr

Resistance Range

0.1Ω-3.0Ω

Voltage Output

0.1V-9V

Current Output

1.5A-35A

OLED

0.96"

Micro USB

Charging/ Online upgrade

Material

Zinc alloy, stainless steel, acrylic, brass
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Atomizer interface
Compatible with all atomizers with
510 interface
Wheel button
Adjust parameters

OLED screen
System functions display

USB interface
System upgrading and charging
Battery cover
Fixing battery
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PACKING LIST

STEPS OF OPERATION

• Lancer MOD

1pc

• USB Charging Cable
• Manual

1pc
1pc

MAIN FUNCTIONS

1. Power On
Press power button 5 times in succession within 2 seconds when the devised is
turned off and you will see the animation, entering the main interface. (as shown in
the picture).
In the standby status, press any button to active the system and light up the screen.

• The maximum output power is up to 75W
• Temperature control range 100ºC-315ºC (200°F-600°F), supports coil materials of
Ni200, SS316, Ti, Cr; and 3 sets to define “TCR”
• BYPASS mode, experience the amazingness of mechanical device
• Voltage mode (0.20V-9.00V), back to the classic
• It supports atomizers with resistances 0.1Ω-3Ω, a wide range of applications
• OLED screen (0.96", 64×128 pixels ) provides sharper and clearer image
• “Quick setting” and “menu mode”, easier to operate
• Dry running proof technology, the MOD automatically detects the situation of the coil,
the “No Liquid” sign will be showed if the coil is overheat
• Brightness of screen adjustable, soft light at night saves energy, easier to read under
the sunshine
• Online upgrading function is added, to check version information and to upgrade system
• Single puff time 1S-12S, it can be set as need
• The current setting will be saved if the device is turned off
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2. Power Off
• Press the power button 5 times in succession in Main Interface to turn off the
device.
• Press the power button 2 times in succession in Main Interface, turn the wheel
button to right, entering the main menu, adjust the wheel button to choose power
symbols, press the power button again to confirm, the screen shows “yes, no”,
choose “yes”, press power button to confirm, the screen shows “Goodbye!” and
goes black, the device is power off then.
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3. Vaping
• In Main Interface, press the power button and inhale, the device will stop working
if the power button is held for more than 10 seconds (the time can be adjusted in
the menu), release power button and you can start next puff.
• Device will enter standby status if there is no operation in 15 seconds, you need
to press the power button to activate the device.
4. Adjusting
In Main Interface, turning the wheel button to right to higher the power, temperature,
voltage. Turning the wheel button to left the lower them.
• In Power Mode, the power increases or decreases 0.1W at a time, after holding for
longer than 2 seconds, the power increases or decreases 1W at a time.
• In TC Mode, the temperature increases or decreases 10°F at a time in Fahrenheit
mode and 5ºC in Celsius mode. Fahrenheit mode and Celsius mode can swift.
• In VOLT Mode, the voltage increases or decreases 0.01V at a time, after holding
for longer than 2 seconds, the power increases or decreases 0.1v at a time.
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5. Battery Installation
• A fully charged 18650 battery.
• Remove the battery cap; confirm the positions of “+” and “-”, install the battery;
cover the battery with cap. The screen shows the logo and goes black after 2
seconds. (If the screen does not light up, please confirm the battery is installed
correctly and fully charged)

QUICK SETTING
Press the power button 3 times in succession in 2 seconds, the cursor lights up and
entering the Quick Setting. Press power button to move the cursor to choose, adjusting
wheel button can change the setting of the items. Press the power button and hold for 1
second to exit Quick Setting.
1. Vaping Mode
Vaping Mode includes Power Mode (POWER), Temperature Control mode (Ni200,
SS316, Ti), TCR mode (M1, M2, M3), Bypass Mode (BYPASS), Voltage Mode (VOLT).
You can customize the mode you prefer in Vaping Mode if you don’t want to display
all the modes.

6. Firmware upgrade
Please see official website page: www.vapeonly.com/support/download
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• Power Mode

• Temperature Control Mode
Battery Level Indicator

Battery Level Indicator

Power Value

Temperature Value
Power Unit

Power Mode
Coil resistance

Coil resistance

Voltage (not adjustable)

Power (not adjustable)

Current (not adjustable)

TCR value (not adjustable)

Puff (vaping time)

Puff (vaping time)

1) When the cursor is on the Vaping Mode, adjust the wheel button, choose POWER,
that is power mode. It supports all the coil materials in Power Mode.
2) Press power button once, the cursor moves to the next editable item in the
current mode.
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Temperature Control Mode
Ni, SS, Ti

Temperature Unit

1) When the cursor is on the Vaping Mode, adjust the wheel button, choose TCNi200, SS13, Ti, that is temperature control mode. It supports Ni200, SS13, Ti in
the current mode.
2) Press power button once, the cursor moves to the next editable item in the
current mode.
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• TCR Mode

• Bypass Mode
Battery Level Indicator

Temperature Value
TCR Mode
M1, M2, M3

Temperature Unit

Voltage Value

Voltage Unit

BYPASS Mode
Coil resistance

Coil resistance

Power (not adjustable)

Power (not adjustable)

TCR value

Current (not adjustable)

Puff (vaping time)

Puff (vaping time)

1) When the cursor is on the Vaping Mode, adjust the wheel button, choose TCR-M1,
M2, M3, that is TCR mode. You can customized 3 groups of coil resistance factors
in TCR mode.
2) Press power button once, the cursor moves to the next editable item in the
current mode.
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Battery Level Indicator

1) When the cursor is on the Vaping Mode, adjust the wheel button, choose BYPASS,
that is BYPASS mode. It supports all coil materials, works like a mechanical MOD.
2) Press power button once, the cursor moves to the next editable item in the
current mode.

15

• Voltage Mode
Battery Level Indicator

Voltage Value

2. Resistance
• Resistance reset- When the cursor is on the “
”, turn the wheel button to left to
reset the resistance, turn the wheel button to right again to restore the resistance.
• Resistance lock- When the cursor is on the “
”, turn the wheel button to right to
lock the resistance, turn the wheel button to left again to unlock.

Voltage Unit

Voltage Mode
Coil resistance
Power (not adjustable)
Current (not adjustable)
Puff (vaping time)
1) When the cursor is on the Vaping Mode, adjust the wheel button, choose VOLT,
that is voltage mode. It supports all coil materials in current mode.
2) Press power button once, the cursor moves to the next editable item in the
current mode.
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3. TCR value
• When the cursor is on the“
”, turn the wheel button to right to raise the TCR
value, turn the wheel button to left to lower the TCR value.
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Tips:
1. Lock the coil original resistance after changing temperature control coil to make sure
the temperature control to function better.
• Enter the quick setting mode, choose the resistance item “
”, turn wheel button
to left to clear the current resistance, it shows “0.00Ω”
• Exit the quick setting mode, press power button 1-2 seconds after the temperature
control coil is ready, you can have the new resistance.
• Enter the quick setting mode, choose the resistance item “
”, press power
button on the right to lock the current resistance.
2. When the original resistance is locked, you also need to set proper “
”. You can
set the “
” manually in the TCR M1/M2/M3. The coil may not heat if the “
” is not
accurate, or the sign of “No liquid” may indicate the “
” setting is too low. If there is
no indicator when the coil over heats or dry heats, the “
” setting is too high.
3. After using the coil for a while, the temperature control features of the coil many
change, you need to lock the original resistance again or change the coil.
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3. Vaping time and puffs
Vaping time- When the cursor is on the“
”, turn the wheel button to right to switch
to puffs “
”, turn the wheel button to left to reset.
Puffs- When the cursor is on the“
”, turn the wheel button to right to switch to
vaping time“
”, turn the wheel button to left to reset.

MAIN MENU
When the device is on, press the power button 2 times in succession in 2 seconds,
entering the main menu operation, choose different functions buy turning the wheel
button, press to power button to confirm. Press the power button and hold for 1 second
to exit main menu and back to main interface.
Vaping Mode
Power, Ni, SS, Ti, M1, M2,
M3, Bypass, Volt
Vaping Time
1S-12S time setting
Screen Brightness
0%-100% brightness setting

Power Off
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Batter info
voltage and battery level

Puff numbers
0-9999
System information
Version information searching
Restore factory settings

Back to main interface
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The functions of different menus are illustrated below
• Vaping mode
：
Adjust just the wheel button and press the power button to tick the item you
choose, press the power button again to cancel it, press the power button and
hold it for long to exit to main interface, then only the ticked item will be showed
in the quick setting.
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• Battery information
：
It shows the voltage and battery level of the current battery.
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• Vaping time
：
Adjust wheel button to set the single puff vaping time 1s-12s
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• Puff numbers
：
It shows the puff numbers, turn the wheel button to right can clear the data.
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• Screen brightness
：
Adjust wheel button to adjust the screen brightness from 1%-100%. Key
combination easy operations as follows:
In the main interface, press the power button and hold it, turn the wheel button
to right to adjust the screen brighter; press the power button and hold it, turn the
wheel button to right to adjust the screen darker.

• System information
：
To check the software version information, turn the wheel button to right and
the screen shows “Yes, No”, choose “Yes”, and press power button to confirm to
restore factory setting.

• Power off

：See power off operations

• Back to main menu

26

：Exit menu interface
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WARNINGS

套装说明书
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使用须知 :
感谢您选择 VapeOnly 的 LANCER ！使用前请仔细阅读本手册以快速了解并正确使用。如
果有其它问题，请将问题反馈至 VapeOnly 专业售后服务邮箱：customer@vapeonly.com。

• 禁止使用化学物质或其它液体清洁机器表面，以免导致机器表面褪色或腐蚀，更可能
导致机器短路从而引起机器损毁或更大危险。
• 禁止电池长时间充电（大于 10 小时），过度充电会造成电池寿命缩短。
• 长时间不使用时，请保持电量在 80-90%，并存放在干燥，阴凉的地方。

注意事项：
• 禁止 18 岁以下的未成年人使用，成年人有以下情况下禁止使用：
服药期、抑郁症、心脏病、哮喘、怀孕及哺乳期妇女。
• 请在严格依照当地关于电子烟的相关法律下使用本机器。
• 禁止将机器放置在儿童可触及的范围之内，因为机器含有一些可拆解的坚硬零部件，
以免儿童误吞食。
• 禁止私自拆解机器，有问题请联系经销商或 VapeOnly 专业售后人员。
• 禁止人为破坏机器，特别是锂电池，应轻拿轻放，妥善保管，以免因冲击和挤压等原
因引起泄露、燃烧、爆炸等危险。

• 假如电池电芯破损，应避免接触里面物质。若不小心被沾染到皮肤，应立即用大量清
水冲洗并及时就医。
• 如果有烟油渗漏到电池顶部的内螺纹内部，请及时清理干净。

产品介绍：
Lancer 精致小巧，造型简洁大方，刚柔并济，手感舒适，质量可靠。支持功率模式（POWER）、
温控模式（TC）、TCR 模式、直通模式（BYPASS）以及电压模式（VOLT），是一款性能
卓越的 MOD, 您值得拥有。

• 禁止将机器（特别是锂电池）放在高温环境或丢入火中，以免引起爆炸危险。
• VapeOnly 不对电池泄露、燃烧、爆炸等意外事故负任何责任。
• 禁止将机器置于磁场附近，以免出现故障。
• 禁止将机器置于潮湿环境或水中，以免短路损坏机器甚至造成危险。
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参数规格：

机器概览：

产品名称

LANCER

产品尺寸

37.5mm*22.5mm*86.0mm

产品重量

150g

雾化器接口

510 接口

功率模式

1.0W-75.0W

温控模式

100ºC-315ºC（200°F-600°F）

雾化丝种类

SS316, Ni200, Ti, Cr

阻值范围

0.1Ω-3.0Ω

输出电压

0.1V-9V

输出电流

1.5A-35A

OLED

0.96"

Micro USB

充电 / 在线升级

材质

锌合金、不锈钢、亚克力、黄铜
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雾化器接口
适合所有 510 接口的雾化器
拨钮
调节参数
电源键
开关机，吸烟以及确认
机身
OLED 屏幕
系统功能显示

USB 接口
升级系统及充电
电池盖
固定电池
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包装清单：

• 单次吸烟时间 1 秒 -12 秒 , 可根据自己需要设置。
• 设备在关机时，会自动保存当前工作设置，无需开机后再次重新设置

• Lancer 主机

1个

• USB 充电线

1根

主要操作：

• 说明书

1份

1. 开机：

主要功能：
• 最大输出功率达到 75W
• 温控范围 100ºC-315ºC（200°F-600°F），支持 Ni200、SS316、Ti、Cr、更有三组可
自定义“TCR”值的设置。
• BYPASS 模式，体验机械烟的劲爆，酷爽。
• 调压模式 (0.20V-9.00V), 回归经典。
• 支持 0.1Ω-3Ω 阻值的雾化器，使用范围广。
• OLED 显示屏（采用 0.96 寸 64X128 像素），显示更清晰与细腻。
• “快捷设置”与“菜单模式”相结合，操作方便简单。
• 防干烧技术：为防止干烧，防止发热丝过热，主机会自动侦测其状态并且在屏幕显示：
“No Liquid”。
• 屏幕亮度可调节，在夜晚可以更柔和省电，阳光下则更显眼。
• 增加在线升级功能，可查阅版本信息，更新系统。
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当设备处于关机状态时，2 秒内快速按“电源键”5 下，显示开机动画，并进入“主界面”
（如图）。
在待机状态下 , 按任意键来激活系统及点亮屏。

35

2. 关机 :
• 在“主界面”状态下，快速按“电源键”5 下，即可关机。
• 在“主界面”状态下，2 秒内快速按“电源键”2 下，再“拨钮”向右，进入主菜单，
通过“拨钮”选择电源符号，再按“电源键”确认，屏幕显示“yes/no”，选择“yes”，
按“电源键”确认，屏幕显示“Goodbye!”，屏幕黑屏，设备关机。

3. 吸烟
• 在“主界面”状态下，按住“电源键”吸烟 , 吸烟时间超过 10 秒 ( 单次吸烟时长可
在“主菜单”中设置）自动停止，松开“电源键”准备下次吸烟。
• 15 秒内未进行任何操作，设备将进入待机状态，需按任意键唤醒设备。
4. 调节
在“主界面”状态下，
“拨钮”向右可加大功率、温度、电压等数值。
“拨钮”向左可减小。
• “功率”模式下，功率以 0.1W 增减，长按 2 秒后以 1W 增减。
• “温控”
°F
模式下，
华氏度以 10°F 增减，
摄氏度以 5ºC 增减，
当数值达到最高或最低时，
和 ºC 可自行切换。
• “电压”模式下，电压以 0.01V 增减，长按后以 0.1V 增减。
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5. 电池安装
• 准备一节满电的 18650 电池。
• 取下设备的电池盖；确认“+”，“-”极的位置，准确安装电池；盖上电池盖。屏
幕显示 LOGO，2 秒后黑屏。
（如果屏幕不亮，请确认电池是否安装正确（正极朝里），
电池电量是否充足）。

快捷设置：
2 秒内快速按“电源键”3 下，光标发亮，进入“快捷设置”。按“电源键”上下移动光
标进行选择，调节“拨钮”可对每一项进行设置，长按“电源键”1 秒，可退出“快捷设置”。
1. 吸烟模式：
“吸烟模式”包含功率 (POWER) 、温控（Ni200 、SS316 、Ti）、TCR(M1、 M2 、
M3) 、直通（BYPASS）、电压（VOLT）五种模式。如果您不需要全显示，可以在“主
菜单”中“吸烟模式”项里自定义您常用的模式。（详见“主菜单”中“吸烟模式”图解）

6. 固件升级
请关注官网页面 : www.vapeonly.com/support/download
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• 功率模式

• 温控模式

电池电量指示

功率值

功率单位

功率模式
雾化丝阻值

电池电量指示

温度值
温控模式
Ni、SS、Ti

温度单位

发热丝阻值

电压 ( 不可调）

功率 ( 不可调）

电流 ( 不可调）

TCR 阻值 ( 不可调）

吸烟口数 ( 吸烟时间）

吸烟口数 ( 吸烟时间）

1) 当光标停留在“吸烟模式”这项时，调节“拨钮”，选择“POWER”，即功率模式。
功率模式下支持所有类型发热丝。

1) 当光标停留在“吸烟模式”这项时，调节“拨钮”，选择 TC-Ni200、SS316、Ti，
即温控模式。支持“Ni200、SS316、Ti”这三种发热丝的雾化器。

2) 按“电源键”一下，光标下移至当前模式下的下一个可编辑项。

2) 按“电源键”一次，光标下移至当前模式下的下一个可编辑项。
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• TCR 模式

• 直通模式

电池电量指示

温度值
TCR 模式
M1、M2、M3

温度单位

电池电量指示

电压值

电压单位

直通模式
发热丝阻值

雾化丝阻值

功率 ( 不可调）

功率 ( 不可调）

TCR 阻值 ( 不可调）

电流 ( 不可调）

吸烟口数 ( 吸烟时间）

吸烟口数 ( 吸烟时间）

1) 当光标停留在“吸烟模式”这项时，调节“拨钮”，选择 TCR-M1、M2、M3，即
TCR 模式。TCR 模式可自定义三组发热丝电阻系数。

1) 当光标在“吸烟模式”这项时，调节“拨钮”，选择“BYPASS”, 即直通模式。直
通模式支持所有发热丝类型，功能相当于机械杆。

2) 按“电源键”一次，光标下移至当前模式下的下一个可编辑项。

2) 按“电源键”一次，光标下移至当前模式下的下一个可编辑项。
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• 电压模式

电池电量指示

电压值

2. 电阻：
• 电阻清零 - 光标停留在“
恢复阻值。
• 电阻锁定 - 光标停留在“

”时，“拨钮”向左可清除阻值，“拨钮”再向左可
”时，
“拨钮”向右可锁定阻值，
“拨钮”再向右可解锁；

电压单位

电压模式
雾化丝阻值
功率 ( 不可调）
电流 ( 不可调）
吸烟口数 ( 吸烟时间）

1) 当光标在“吸烟模式”这项时，调节“拨钮”，选择“VOLT”，即电压模式。电
压模式支持所有发热丝类型。
2) 按“电源键”一次，光标下移至当前模式下的下一个可编辑项。
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3. TCR 阻值：
光标停留在“

提示：
”时，“拨钮”向右 TCR 值变大，“拨钮”向左 TCR 值变小；

1. 为了得到更好的温控效果，在更换温控发热丝后，先锁定发热丝初始阻值。
• 进入“快捷设置”，选择电阻“
”项，“拨钮”向左清除当前阻值，显示“0.00Ω”
• 退出“快捷设置”，温控雾化丝准备好后，按“电源键”1 秒 -2 秒，得到新的阻值。
• 进入“快捷设置”，选择电阻“
”项，“拨钮”向右锁定当前阻值。
2. 当锁定初始阻值后，需要设置合适的“
”值。在“M1、M2、M3”中，可以手
动设置“
”值。当“
”值不准确时，可能会出现发热丝不加热，或者“No
liquid”的提示，可能是“
”值设置过小。如果发热丝过度加热，或者出现干烧后
仍不提示，则是“
”值设置过大。
3. 当温控发热丝使用一段时间后，可能发热丝的温控特性会发生变化，需要重新锁定初
始电阻，或者更换发热丝。
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主菜单：

4. 吸烟时间或吸烟口数：
吸烟时间 - 光标选择“
向左可清除数值。

”时 ,“拨钮”向右可切换吸烟口数“

”，“拨钮”

吸烟口数 - 光标选择“
向左可清除数值。

”时 ,“拨钮”向右可切换吸烟时间“

”，“拨钮”

开机后，2 秒内快速按“电源键”2 下，“拨钮”向右，进入菜单操作， 调节“拨钮”
选择各项功能，按“电源键”确认，长按“电源键”1 秒退出“主菜单”返回“主界面”。

吸烟模式
Power, Ni, SS, Ti, M1, M2,
M3, Bypass, Volt
吸烟时间
1s-12s 时间设置
屏幕亮度
0%-100% 亮度设置

关机
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电池信息
电压及电量

吸烟口数
0-9999
系统信息
版本信息查询
恢复工厂设置
返回主界面
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各功能详解
• 吸烟模式
：
调节“拨钮”选择您需要的选项按“电源键”打勾，再次按“电源键”取消打勾，
长按“电源键”退出至主界面，即可在“快捷设置”中仅显示您所勾选的选项。
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• 电池信息
：
显示当前电池电压及电量的状态。
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• 吸烟时长
：
调节“拨钮”设置单次吸烟时长 1 秒 -12 秒；初始设置为 10 秒。
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• 吸烟口数
：
显示吸烟口数，“拨钮”向右可清除数据
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• 屏幕亮度
：
调节“拨钮”可调节 1%-100% 的亮度。
组合键便捷操作如下：在“主界面”状态下下，按住“电源键”不松 ，同时“拨钮”
向右屏幕变亮；按“电源键”不松，同时“拨钮”向左屏幕变暗。

• 系统信息
：
查看软件版本信息，“拨钮”向右屏幕出现“Yes,No”提示，选择“Yes”, 按“电
源键”确认恢复出厂设置。

• 关机
• 返回主界面
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：详见关机操作
：退出菜单界面
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提示

雾化丝短路

雾化丝电阻过低

低电量保护
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雾化丝电阻过高

抽烟时间超时

未检测到雾化器

干烧，烟液不足

过热保护

取扱説明書

电池输出不足
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ご使用の前に :

この度は VapeOnly の電子タバコ Lancer をお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご確認
ください。
ご不明な点、ご質問等がございましたら、VapeOnly カスタマーサポートまでご連絡
ください。
メールアドレス：customer@vapeonly.com

注意事項 :

・ 20 歳未満および 20 歳以上でも下記に該当する方は、本製品をご使用にならないで
ください。 薬を服用されている方 / 抑うつ / 心臓病 / 喘息などの症状お持ちの方
/ 妊娠中または授乳中の方
・ 本製品を使用する際は、使用する国や地域の電子タバコに関する法律を順守してく
ださい。
・ 本製品は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。本製品には取り外
し可能な小さい部品や硬い部品が使用されおり、誤って飲み込む可能性があります。
・ 本 製 品 を 分 解 し な い で く だ さ い。 も し 故 障 し た 場 合 は、 販 売 代 理 店 ま た は
VapeOnly カスタマーサポートにご連絡ください。
・ 本製品に強い衝撃や圧力を加えないでください。リチウムイオンバッテリーが破損
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し、液漏れ、燃焼、爆発等が起こる恐れがあります。
・ 本製品（特にバッテリー部分）を高温の場所や火に近づけないでください。爆発等
が起こる恐れがあります。
・ リチウムイオンバッテリーの液漏れ、燃焼、爆発等の事故について、 VapeOnly は
一切責任を負いません。
・ 本製品を磁石や磁気を帯びた物に近づけないでください。故障の原因となります。
・ 本製品を湿気の多い場所や水に近づけないでください。故障の原因となります。
・ 本製品を洗剤やその他の化学薬品等で洗浄しないでください。色褪せ、腐食、故障
の原因となります。
・ 本製品を長時間（10 時間以上）充電しないでください。過充電によりバッテリー
の寿命が縮まる恐れがあります。
・ 本製品を長期間使用しない場合は、バッテリー残量を 80% ～ 90% にし、直射日光
の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
・ バッテリーが破損した場合は、絶対に中の液体や物質に触らないでください。もし
液体が皮膚についた場合は、すぐに大量の水で充分に洗い流し、皮膚科医など専門
医の診察を受けてください。
・ リキッドがバッテリー上部の接続部分に漏えいした場合は、すみやかに拭き取って
ください。
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製品紹介：

Lancer はコンパクトかつ高性能なテクニカル MOD です。パワーモード、温度管理モ
ード、TCR モード、Bypass モード、電圧モードの 5 種類の喫煙モードをお好みで切
り替えることができます。スタイリッシュで高級感あるデザインと相まって、どんな
シーンでも活躍します。

仕様 :

商品名
サイズ
商品重量
アトマイザー規格
パワーモード
温度管理モード
コイルの種類
抵抗値
出力パワー
出力電流
OLED
Micro USB
材質
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LANCER
37.5mm x 22.5mm x 86.0mm
150g
510 規格
1.0W-75.0W
100ºC-315ºC（200°F-600°F）
SS316, Ni200, Ti, Cr
0.1Ω-3.0Ω
0.1V-9V
1.5A-35A
0.96 インチ
充電 / オンラインアップデート
亜鉛合金、ステンレス、アクリル、真鍮

製品概要：
アトマイザー規格
510 規格のすべてのアトマイザーに対応
調整ダイヤル
各種設定内容を調整する
電源ボタン
電源の ON/OFF、喫煙ボタン、決定ボタ
ンに使用
本体ボディ
有機 EL ディスプレイ
各種設定内容を表示する

USB ポート
充電、システムアップデートに使用
バッテリーカバー
バッテリーを固定する
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本体付属品：

• Lancer 本体 x 1

• USB 充電ケーブル x 1
• 取扱説明書 x 1

LANCER の特長：

• 最大 75 ワットの高出力です。
• 100℃ -315℃（200℉ -600℉）の広範囲の温度管理を行えます。
Ni200、SS316、Ti のコイルの材質を判断し、それぞれ TCR（抵抗温度係数）の
値を 3 パターンまでカスタマイズ設定できます。
• Bypass（バイパス）モードを使うことで、メカニカル MOD のような強烈なパワー
と爽快感を体験できます。
• ベーシックな電圧調整モード（0.20V-9.00V）が搭載されています。
• 抵抗値範囲 0.1 Ω -3 Ωのコイルまで幅広く対応しています。
• より鮮明できめ細かく映る、有機 EL ディスプレイ（0.96 インチ、64 x 128 ピクセル）
を採用しました。
• メニューからクイック設定が行えるので、操作が簡単です。
• 空焚きによるコイルの過加熱を防ぎます。本体が自動的に状態を検知し、ディスプ
レイに「No Liquid」（リキッド切れ）と表示します。
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• 環境に応じてディスプレイの明るさを調整することができます。
• オンラインアップデート機能が搭載されており、最新版のファームウェアに更新す
ることができます。
• 1 回の喫煙時間を、1-12 秒の間で自由に調整できます。
• 電源を OFF にしても設定が自動的に記憶され、次回の喫煙時に再設定する必要があ
りません。

主要操作：

1. 電源を入れる：

電 源 OFF の 状 態 で 電 源 ボ タ ン を 2 秒
以 内 に 5 回 押 す と 電 源 ON に な り、
vapeonly ロゴが出た後にホーム画面が
表示されます。
待機状態で電源ボタンを押すとシステム
が起動し、ディスプレイが点灯します。
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2. 電源を切る :

• ホーム画面で電源ボタンを 2 秒以内に 5 回押すと、電源 OFF になります。
• ホーム画面で電源ボタンを 2 秒以内に 2 回押し、調整ダイヤルを右に回すと、
メインメニューが表示されます。
調整ダイヤルで電源マークを選択し電源ボタンで決定すると、ディスプレイに
「 yes / no 」と表示されます。「 yes 」を選び決定するとディスプレイに「
Goodbye! 」と表示され、ディスプレイが暗くなり電源 OFF になります。

3. 喫煙する

• ホーム画面で電源ボタンを押している間はミストが発生し、喫煙できます。電源
ボタンから手を放すとミストは止まります。喫煙時間が 10 秒を超えると、保護
機能により自動的に停止します ( 喫煙時間の上限は最大 12 秒までメインメニュ
ーで設定可能 )。
• 15 秒間なにも操作をしなかった場合は待機状態になります。電源ボタンを押す
と待機状態から復帰します。

4. 各種調整をする

ホーム画面で調整ダイヤルを右に回すと、パワー、温度、電圧などの設定値を上げ
ることができます。左に回すと設定値を下げます。
• パワーモードでは、出力を 0.1 ワットごとに設定できます。長押しすると 1 ワッ
トごとに設定できるようになります。
• 温度管理モードでは、摂氏 5℃・華氏 10℉℃きざみで増減します。数値が温度
管理範囲を超えると、自動的に切り替わります。
• 電圧モードでは、電圧を 0.01 ボルトごとに設定できます。長押しすると 0.1 ボ
ルトごとに設定できるようになります。
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5. バッテリーの取り付け

• 18650 型リチウムイオン電池 1 個を使用します。フル充電したものを用意して
ください。
• バッテリーカバーを開けて電池を正しい向きに挿入し、バッテリーカバーをしっ
かり閉めてください。ディスプレイに vapeonly ロゴが表示され、2 秒後に消灯
します。（ディスプレイにロゴが表示されない場合は、電池のプラスマイナスの
向きが正しいか、電池の充電が切れていないかをご確認ください。）

クイック設定：

2 秒以内に電源ボタンを 3 回押すとカーソルが表示され、クイック設定を行えます。
電源ボタンでカーソルを上下に移動させて各項目を選択できます。また調整ダイヤル
を回すと、各項目の詳細設定を調整することができます。クイック設定を終了するに
は電源ボタンを 1 秒間長押ししてください。
1. 喫煙モード

「喫煙モード」には、パワーモード、温度管理モード（Ni200 、SS316 、Ti）、
TCR モード (M1、 M2 、M3)、Bypass モード、電圧モードの 5 種類があります。
メインメニューでモードの表示 / 非表示をカスタマイズできます。（詳細は、メイ
ンメニューの喫煙モード図をご確認ください。）

6. ファームウェアのアップデート

最新情報はオフィシャルサイトにてご確認ください。
www.vapeonly.com/support/download
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• パワーモード

• 温度管理モード

バッテリー残量

出力

出力単位

パワーモード
コイル抵抗値

電圧（調整不可）

バッテリー残量

温度
温度管理モード
Ni、SS、Ti

温度単位
コイル抵抗値

出力（調整不可）

電流（調整不可）

TCR 抵抗値（調整不可）

喫煙回数（喫煙時間）

喫煙回数（喫煙時間）

1) 「喫煙モード」にカーソルがある状態で調整ダイヤルを回し「POWER」を選ぶと、
パワーモードに設定できます。パワーモードではすべての種類のコイルを利用で
きます。

1) 「 喫 煙 モ ー ド」 に カ ー ソ ル が あ る 状 態 で 調 整 ダ イ ヤ ル を 回 し TC-Ni200、
SS316、Ti を選ぶと、温度管理モードに設定できます。温度管理モードでは
TC-Ni200、SS316、Ti のコイルを利用できます。

2) 電源ボタンを 1 回押すと、次の設定項目にカーソルが移動します。

2) 電源ボタンを 1 回押すと、次の設定項目にカーソルが移動します。
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• TCR モード

• Bypass（バイパス）モード

バッテリー残量

温度
TCR モード
M1、M2、M3

温度単位

バッテリー残量

電圧

電圧単位

Bypass モード
コイル抵抗値

コイル抵抗値

TCR 抵抗値

電流（調整不可）

喫煙回数（喫煙時間）

喫煙回数（喫煙時間）

出力（調整不可）

出力（調整不可）

1) 「喫煙モード」にカーソルがある状態で調整ダイヤルを回し TCR-M1、M2、
M3 を選ぶと、TCR モードに設定できます。TCR モードではコイル抵抗値を 3
パターンまでカスタマイズ設定できます。

1) 「喫煙モード」
にカーソルがある状態で調整ダイヤルを回し「BYPASS」
を選ぶと、
Bypass モードに設定できます。Bypass モードではすべての種類のコイルを利
用できます。メカニカル MOD のような機能で使用できます。

2) 電源ボタンを 1 回押すと、次の設定項目にカーソルが移動します。

2) 電源ボタンを 1 回押すと、次の設定項目にカーソルが移動します。
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• 電圧モード

バッテリー残量

電圧

電圧単位

電圧モード

2. 2016/10/112016/10/11：
• 抵抗値のリセット
[
] にカーソルがある状態で調整ダイヤルを左に回すと、現在の抵抗値をリセ
ットできます。さらに左に回すとリセットを取り消せます。
• 抵抗値のロック
[
] にカーソルがある状態で調整ダイヤルを右に回すと、現在の抵抗値をロッ
クできます。さらに右に回すとロックを解除できます。

コイル抵抗値

出力（調整不可）
電流（調整不可）
喫煙回数（喫煙時間）
1) 「喫煙モード」にカーソルがある状態で調整ダイヤルを回し 「VOLT」を選ぶと、
電圧モードに設定できます。電圧モードではすべての種類のコイルを利用できま
す。
2) 電源ボタンを 1 回押すと、次の設定項目にカーソルが移動します。
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3. TCR 抵抗値：
[
] にカーソルがある状態で調整ダイヤルを右に回すと、TCR 値が大きくなりま
す。左に回すと TCR 値が小さくなります。

ヒント：

1. より上手に楽しむために、温度管理用コイルを交換したあとはまず抵抗値をロック
しよう。
• クイック設定で抵抗値の項目を選択し、調整ダイヤルを左に回すと、現在設定さ
れている抵抗値が消去され 0.00 Ωと表示されます。
• クイック設定を閉じて温度管理用コイルの準備後、電源ボタンを約 2 秒押すと新
しいコイルの抵抗値が測定されます。
• クイック設定で抵抗値の項目を選択し、調整ダイヤルを右に回すと、現在の抵抗
値がロックされます。
2. 抵抗値をロック後に、正しく TCR の数値を設定してください。
「M1、M2、M3」で、
手動で TCR の数値を設定することができます。TCR の数値が正しくない場合はコ
イルが加熱されないことがあります。「No Liquid」と表示された場合、TCR の設
定数値が小さすぎる可能性があります。コイルの過加熱、空焚きが発生したにも関
わらず「No Liquid」が表示されない場合、TCR の設定数値が大きすぎる可能性が
あります。
3. 温度管理用コイルを一定期間使用し続けた場合、コイルの温度管理特性が変わるこ
とがあります。その場合は再度抵抗値を測定するか、コイルを交換してください。
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メインメニュー：

4. 喫煙時間 / 喫煙回数：
喫煙時間

[
] にカーソルがある状態で調整ダイヤルを右に回すと、喫煙回数 [
わります。左に回すと数値をリセットできます。

] に切り替

喫煙回数
[
] にカーソルがある状態で調整ダイヤルを右に回すと、喫煙時間 [
わります。左に回すと数値をリセットできます。

電源ボタンを 2 秒以内に 2 回押し調整ダイヤルを右に回すと、メインメニューが表示
されます。調整ダイヤルで各項目を切り替え、電源ボタンで決定できます。電源ボタ
ンを 1 秒間長押しするとホーム画面に戻ります。

] に切り替

喫煙モード
Power, Ni, SS, Ti, M1, M2,
M3, Bypass, Volt
喫煙時間
1-12 秒で設定可能
ディスプレイの明るさ
1-100% で設定可能

電源 OFF
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バッテリー情報
電圧 / 残量
喫煙回数
0-9999
システム情報
バージョン確認
設定のリセット
ホーム画面に戻る
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各機能の説明：
• 喫煙モード
：
調整ダイヤルを回して選択し、電源ボタンを押してチェックを入れます。再度電
源ボタンを押すとチェックが外れます。電源ボタンを長押しするとホーム画面に
戻り、クイック設定でチェックしたモードのみが表示されます。
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• バッテリー情報
：
現在のバッテリー残量と電圧が表示されます。
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• 喫煙時間
：
調整ダイヤルを回し、1 回の最大喫煙時間を 1-12 秒の間で設定できます。設定
した喫煙時間を超えると、保護機能により自動的に停止します。
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• 喫煙回数
：
これまでの喫煙回数が表示されます。ダイヤルを右に回すとリセットできます。
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• ディスプレイの明るさ
：
調整ダイヤルを回し、ディスプレイの明るさを 1%-100% の間で設定できます。
ディスプレイの明るさのクイック調整
ホーム画面で電源ボタンを押しながら調整ダイヤルを回すと、ディスプレイの明
るさを素早く設定できます。
・右に回すとディスプレイが明るくなります。
・左に回すとディスプレイが暗くなります。

• システム情報
：
ファームウェアのバージョンを確認できます。
調整ダイヤルを右に回すとディスプレイに「 Yes / No 」が表示されます。
Yes を選択して電源ボタンを押すと、工場出荷状態にリセットされます。

• 電源 OFF

：詳細は電源 OFF 時の説明をご覧ください。

• ホーム画面に戻る
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：メニューからホーム画面に戻る
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ヒント

ショート

低抵抗セーブ

バッテリー
残量不足
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高抵抗セーブ

喫煙時間セーブ

コイル接続不良

空焚き / リ
キッド不足

過加熱セーブ

バッテリー
出力不足

