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PLUG ME IN

Venture 30 is in protective shipping mode.
Plug it into a USB port before using.
BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 30 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l’utiliser.
これを差 し込んで下さい Venture 30は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 30 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.
CONÉCTEME: El Venture 30 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

日本語

スマートチャージ・シークエ
ンスロファイルを素早く作成
カスタム充電プロファイル
を素早く作成

7,800 mAh

IPX6

先進的で長持ちのリチウ
ム内蔵バッテリー。

全天候型・耐衝撃性
の設計。

マイクロUBSケーブル:
お手持ちの機器を充電します

ライト/インジケータ:
65ルーメン懐中電灯 &
バッテリーレベル・イ
ンジケータ
USBポート:
お手持ちの機器を充電します

充電ケーブル:
Venture 30を充電します

ご使用前に充電して下さい
電気供給が可能なUSB電源から内蔵ケーブルを
使ってVenture 30 を充電して下さい。新品の
Venture 30は、配送など長時間の不使用によっ
て起こり得る自己放電を防止するため、保護モー
ドで出荷されています。Venture 30は電気供給
が可能なUSB電源につなぐまでは、お客様の機器
を充電しません。
1. ケーブルのUSB側のプラグを抜き、電気供給が
可能なUSBポートに差し込みます。
2. 上面のインジケータに青色ライトが点滅して充
電中であることをお知らせします。インジケー
タの青色ライトはそれぞれバッテリー容量の
20％ずつを表します。 青色ライトはVenture
30が充電される速さに応じて点滅します。ゆ
っくりとした点滅は充電が遅いことを示しま
す。より速い点滅は充電が速く進んでいること
を示します。
3. Venture 30がフル充電されて使える状態にな
ると、すべてのライトが同時に点滅します。

SOLARREADY™
Venture 30はGoal ZeroのNomad ® ソーラー
パネルから急速に充電ができるように設計され
ています。
1. 内蔵ケーブルのUSB側のプラグを抜き、Nomadパネルの背面のUSBポートに差し込みま
す。
2. インジケータの青色ライトが点滅して充電中で
あることをお知らせします。それぞれの青色ラ
イトはバッテリー容量の20％ずつを表します。
3. Venture 30がフル充電されて使える状態にな
ると、すべてのライトが同時に点滅します。
4. 青色ライトはVenture 30が充電される速さ
に応じて点滅します。ゆっくりとした点滅
は充電が遅いことを示します。より速い点
滅は充電が速く進んでいることを示しま
す。
5. ソーラーから充電する場合は、充電
にどのように影響するかを確認する
ため、パネルを太陽の方に向けて下
さい。

Nomadソーラーパネルの
背面にあるUSBポート

Venture 30はパススルー電力が使えるので、
機器とVenture 30を同時に充電できます。
Venture 30のバッテリーが切れている時にバッ
テリーボタンを押すと、インジケータの最初の青
色ライトが点滅します。

USBポート

5 時間

マイクロ & USBデバイス/
携帯電話、タブレット、その他

Nomad
7 ソーラーパネル

8時間

マイクロ & USBデバイス/
携帯電話、タブレット、その他

機器を充電する
Venture 30はPOVカメラ、携帯電話、タブレット、その他のUSB駆動のデバイスを充電するように設
計されています。

7”
ヘッドランプ
5-10回

POVカメラ
9回

携帯電話
2-3回

タブレット
1回

1. 充電ケーブルを使ってVenture 30のUSBポー
トに差し込みます – 二つとも同時に働きます
ので、電源を友達と共有することができます。

2. デバイスがマイクロUSBで充電するものであ
れば、内蔵ケーブルをご使用下さい。

3. 青色ライトは機器が充電される速さに応じて点
滅します。ゆっくりとした点滅は充電が遅いこ
とを示します。より速い点滅は充電が速く進ん
でいることを示します。もし充電時間が遅いよ
うであれば、スマートチャージ・シークエンス
(次のセクションを参照)を使います。Venture
30がフル充電されていることをご確認下さい。

スマートチャージ・シークエンス
Venture 30の先進的スマートチャージ機能は、
機器をできるだけ速く充電するようにUSB出力を
最適化し適合させます。このシークエンスは両方
のUSBポートで独立して動作します - つまりそ
れぞれに異なる充電プロファイルを設定すること
ができるのです。シークエンスをリセットまたは
やり直しをするまでは、最速のプロファイルが適
用・保存されます。
1. 機器をVenture 30のUSBポートにつないだ状態
でバッテリーボタンを約5秒間押し続けると、ス
マートチャージ・シークエンスが作動します。
2. 機器に伴う異なるプロファイルが検査される時、
インジケータの青色ライトが点滅を始めます。
3. 点滅が終わる時には最速のプロファイルが選択さ
れています。

どのように動作するか: 機器をつないだ際に充電器
に高出力と表示されていても、充電が遅いことにお
気付きになったかもしれません。つないだ機器がど
のくらい速く充電されるかは、機器と充電器との間
のやりとりに帰着します。どのデバイスにも充電時
のそれ自体の選好があります。難しいのはその選好
を解読するために、製造者がどの言語を使ったかを
特定することです。Venture 30のスマートチャー
ジング機能は翻訳者の役割を果たします。機器の言
語を特定し解読して、過充電や過熱を起こすことな
くできるだけ最速のプロファイルを適用します。こ
の機能によってVenture 30は、市場において最も
適合性の高い充電器の一つになっています。
充電時間が遅いとお感じになった場合や新品の機器
をつなぐ場合は、スマートチャージ・シークエンス
を稼働させることをお勧めします。

インジケータの青色ライト

バッテリーボタン

懐中電灯
Venture 30には65ルーメンの懐中電灯が内蔵
されています。高、低、ストロボの三つの設定
があります。
懐中電灯ボタンを押して65ルーメンの懐中電灯を
作動させます。

1. 懐中電灯ボタンを約５秒間押し続けて下さい。す
べてのライトが一度点滅して懐中電灯の選択モー
ドに入ったことをお知らせします。
2. 懐中電灯ボタンを押したまま、三つのライトモー
ドを循環するためにバッテリーボタンを押します
どのモードであれ懐中電灯ボタンを放した時点の
モードが、懐中電灯の初期モードになります。ラ
イトが点いている時はライトを覗きこまないで下
さい - 極めて明るい光です。

懐中電灯

懐中電灯ボタン

堅牢な設計
Venture 30はIPXレーティング6の装備で出荷されます。スプレーして浜辺に持って行きましょう、雨
の中に放っておきましょう - ゴムのプラグを心配することはありません。それは外で使えるように設計
されています。外にいて、なにごともうまく対処しましょう。母なる自然が何をしようとも - 急に水た
まりに落としても。
Venture 30を水に浸さないで下さい

輸送/ストレージモード
30を長時間使わない場合は、自己放電を防ぐために輸送/ストレージモードを再開させて下さい。これ
によってVenture 30は出荷時の設定にリセットされます。
1. ライトが点滅するまでバッテリーボタンを約30秒間押し続けて下さい

2. バッテリーボタンを放します。
3. このモードから出るには電気供給が可能なUSB電源にVenture 30をつないで下さい。

出荷時設定に戻す:
保存された充電プロファイルを全て消去しVenture 30を輸送/ストレージモードに設定するために使
います。
1. ライトが点滅するまでバッテリーボタンを約30秒間押し続けて下さい。Venture 30はリセットされ
輸送/ストレージモードになります。

2. Venture 30を再稼働させるためには、電気供給が可能なUSBポートにつなぎます。青色ライトが点
滅して充電の準備ができたことをお知らせします。

トラブルシューティング
機器が充電されない？
1. バッテリーボタンを押してVenture 30のバッテリーレベルを確認して下さい。Venture 30のバッテリ
ーが切れている時にバッテリーボタンを押すと、インジケータの最初の青色ライトが点滅します。

2. 同梱のケーブルを使ってVenture 30を完全に充電して下さい。
3. Venture 30のソフトリセットを試して下さい。（下記参照）

ソフトリセット:Venture 30がフリーズした時や機器の充電に問題があった時に使います。
1. 懐中電灯ボタンを約30秒間押し続けて下さい。ライトが初期点滅して懐中電灯の選択モードに入った
ことをお知らせします。

2. ライトが一列にニ回点滅するまで押したままにして下さい。青いLEDライトが点滅したらリセットが
成功したことのお知らせです。
3. バッテリーボタンを押すか、5秒間待つことで通常操作が再開します。

技術仕様
Venture 30 充電器/パワーパック
ポート:

充電時間:
GOAL ZERO Nomad 7

8 -16 時間

GOAL ZERO Nomad 13

6 -12 時間

GOAL ZERO Nomad 20

5 - 6 時間

2A USB電源

5 時間

バッテリー:
セル型

リチウムイオン NMC

セル容量

28Wh (3.6V, 7800mAh)

ライフサイクル

数百サイクル

保存期間

差し込んだまま維持、ま
たは3-6ヶ月ごとに充電

ヒューズ

なし

管理システム

充電および低バッテリ保
護を内蔵

USBポート (出力)

5V, 2.4A (最大12W)ま
で。安定化

USB-マイクロポー
ト (入力)

5V, 2.1A (最大10.5W)
まで

一般:
IPレーティング

IPX6

連鎖の可不可

不可

重量

8.8オンス (250g)

寸法

4.5 x 3.25 x 1 イン
チ (11.4 x 8.25 x
2.5 cm)

操作使用の温度

華氏-4-140F (摂氏
0-40C)

認証

CE, FCC, ROHS

保証

12ヶ月

