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•  警告や使用方法をよくお読みいただき、従ってください。
•  本Abom® 製品は、冬の屋外スノースポーツを快適に楽しみ、風、雪、霧などか

ら目を保護するようデザインされています。本ゴーグルをそれ以外の目的
では使用しないでください。  

•  本ゴーグルは硬い物や化学薬品の飛び散りなどの衝撃から眼を保護する
ものではありません。  

•  スキーやスノーボードを楽しむ際は無理をせず、常に周囲、方向、スピード
に気を配ってください。

•  ゴーグルを水につけないでください。  
•  本製品の対象年齢は13歳以上です。
•  本製品は眼鏡をかけての着用はできません。
•  California Proposition（カリフォルニア州法案） 65による警告：本製品には、カリ

フォルニア州において確認されている、発がん、先天異常、その他生殖障害
の原因となる化学物質が含まれている場合があります。
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注記：最初にABOM HEET ヒーテッドレンズゴーグルをご使用になる前に、 
完全に充電するようお願いします。

警告



2

箱に含まれるもの
•  Abom HEETゴーグル 
•  充電器

バッテリー充電試用方法
Abom HEETゴーグルの充電は、付属の充電器とマイクロUSBケーブルで行います。充電方法：
•  保護用充電ポートキャップを取り外してください（ゴーグルの図参照）。
•  充電器を一般の電源コンセントに差し込み、その充電器にUSBケーブルを差し込み 

ます。
•  マイクロUSBケーブルコネクターをゴーグルの充電ポートに差し込みます。
•  2～3秒後にゴーグルのLEDが赤色に点灯し、充電中であることを示します。LEDが緑色に

変わると、充電が完了した合図です。所要時間は最大2.5時間です。
•  保護用充電ポートキャップを元に戻します。
本ゴーグルは、気温 32°f （0°c） から 90°f（32°c）の間でのみ充電できます。この範囲外の気温
で充電すると、充電が停止する場合があります。その場合は、気温が規定レベルになるま
でLEDが赤く点滅し続けます。

注記：バッテリー寿命を最大限にするためには、ゴーグルを完全に充電してください。 
オフシーズン中の保管の前に

ゴーグルのお手入れ
•  Abom製ゴーグルには、保管やお手入れ用にやわらかい布袋が付属しています。レンズを

傷める可能性があるため、レンズを拭くのに紙製品や研磨剤は使用しないでください。
•  ゴーグルのレンズは清潔な、マイクロファイバー製のレンズクリーニング用布で拭いて

ください。
•  保管前にゴーグルを完全に乾かしてください。
•  ゴーグルが乾いたら付属のやわらかい布袋に入れて保管してください。
•  長期間保管する場合は、保管前にゴーグルを完全に充電するようにしてください。
•  使用前にゴーグルを完全に充電するようにしてください。

•  マイクロUSB充電ケーブル
•  取扱説明書

•  ゴーグルバッグ
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操作モード
Abom HEETヒーテッドレンズゴーグルには2つの操作モードがあります： 

ヒート オン デマンド（一時的な曇り取り）
レンズが曇ったら、レンズの右側にある電源ボタンを素早く押してください。LEDが青く
点灯しレンズヒーターが作動します。ヒーターは7間作動しますが、その後ヒーターと
LEDはバッテリー節約のためにオフになります。再度レンズが曇ったら、電源ボタンを
押し、必要に応じてこれを繰り返してください。オンデマンドモードを終了しゴーグル 
ヒーターをオフにするには、LEDがオフになるまで電源ボタンを長押しします。
常時オン（継続的な曇り取り保護）
レンズ右側の電源ボタンを1.5秒間長押しします。LEDは橙色に点灯し、使用者がゴー
グルをオフにするまでオンのままとなります。このモードでは、内部センサーの検知し
た環境条件に応じて自動的にレンズに熱が適用されます。常時オンモードを終了し 
ゴーグルヒーターをオフにするには、LEDがオフになるまで電源ボタンを長押しします。
ヒート ブースト アクティベーション
万が一ヒート オン デマンドまたは常時オンモードのどちらかで曇りが生じた場合は、
ボタンを素早く押すことで、40秒間のヒートブーストが可能になります。使用者がこの 
ヒートブーストを適用すると、LEDは素早く3回点滅します。

オン/オフ　 
ボタン

チャージングポート
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LED表示
注記：Abom HEETゴーグルは、昼夜、様々な環境下でLEDの明るさを適切に 

保つよう自動輝度調節機能が付いています。
アクティブ モード

青色LED – ゴーグルはオンデマンドモードです
橙色LED – ゴーグルは常時オンモードです

バッテリー充電
赤色LED – バッテリー充電中です。
緑色LED – バッテリー充電が完了しました。

警告
低速での赤色ストロボ – バッテリー残量警告（充電の残存量が15％以下）。操作モード
に入った時には3回の低速ストロボ、通常の操作中は3分間に1度の割合で表示が行わ
れます。
高速での黄色ストロボ – レンズが適切に設置されていない、欠陥がある、またはレンズ
がない場合。使用者が任意の操作モードに入る際に発光します。
高速での赤色ストロボ – 温度条件を上回る、または下回るためバッテリー充電のプロ
セスが停止した場合。

レンズの色合いと光透過に関する仕様 
レンズカラー VLT* レンズの色合い
Eclipse Black 12% ダークグレー
Copper Dome 30% コッパー
X-Ray Grey 34% ナチュラルグレー
Resolution Red 42% ローズ
Lumen Yellow 66% イエロー
Clear 77% クリア
Gold Rush Mirror 20% グレー
Sunrise Red Mirror 26% サトルイエロー
Flash Green Mirror 30% サトルローズ
Sky Blue Mirror 30% コッパー

*可視光線透過率(VLT)は、レンズを透
過する可視光のパーセンテージで
す。VLTが低いほどブロックされる光
の量が多くなります。
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レンズの取り外し方 
Abom HEETゴーグルは、レンズを交換して、ユーザーの必要に応じてレンズの色味を変えること
ができます。レンズ部分の取り外しは、ここに説明されているようにして行うことができます。

1. ゴーグルの上部シャーシの内側に
指を置き各指を開きます。

2. レンズをつかんだ状態で、センタ
ーピンとサイドのかみ合わせピン
の１つがシャーシからはずれるま
で、ゆっくりと本体上部をレンズか
ら離すように曲げます。

3. しっかりゴーグル本体の端をつかみ、かみ合わせピンが完全に本体から外れる
まで、図に示されている方向にレンズを引っ張ります。ゴーグルをずらし、逆サイ
ドでもステップ3の手順を行います。
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レンズの取り付け方 

1. レンズを正しい向きにし、レンズの
片側にあるレンズフレームのかみ
合わせピンを本体にある長方形の 
ソケットにはめ込みます。 

2. かみ合わせピンが適切な位置にあ
る状態で、レンズフレームの両方の
角が上に示されているように本体と
同じ高さにはまっているか確認して
ください。

3. しっかりゴーグル本体の端をつかみ、
レンズの端がストラップアタッチメン
トとぴったり合うまで図に示されて
いる方向にレンズをスライドさせま
す。ゴーグルをずらし、逆サイドでも 
ステップ3の手順を行います。

注記：レンズが完全にHEETゴーグルに
はまっているか確認するには、一瞬オ

ン／オフボタンを押してください。 
レンズが適切にはまっている場合は、 
青色LEDが点灯します。高速での黄色 

フラッシュが点滅したら、レンズが完全
にはまっていないことを意味します。
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限定的保証

Abom製ゴーグル（以下「製品」という）は、購入日より1年間（以下「限定的保証期間」という）
に限り、製造上の欠陥を補償する製品保証が適用されます。この保証は、購入者またはギ
フトとして製品を受け取った方で、Abom社認定ディーラーの購入証明書を持つ方にのみ
有効です。Abom社は、限定的保証期間の間、製品に材料および仕上がりに欠陥がないこと
を保証し、保証請求が認められた場合、無料でゴーグルを修理または交換します。Abom社
は単独の裁量により、製造者の欠陥を判断します。Abom社は、使用者に起因するレンズの
傷、経年劣化や摩耗、その他不適切な手入れ、過失、改造、誤った製品の使用、乱暴な取り
扱い、事故または紛失による損傷や欠陥を保証しません。本保証は、消費財の販売を監督
する州および国の適用法のもと、顧客の法的権利に影響を及ぼすことはありません。保証
に関する詳しい情報については、Abom社ウェブサイトにある保証ページをご覧ください： 
www.abom.com/warranty。
市場性の保証、特定の目的への適合性の保証を含む、すべての黙示的保証は購入日より1
年間に限られます。
限定的保証サービスを受けるために、Abomアメリカ本社の電話番号にご連絡いただくか、ウ
ェブサイト (www.abom.com/warranty) から保証請求を申請し、その指示に従ってください。お客
様から当社へ郵送する必要がある場合、輸入手数料、関税、税金を含む発送料、保険料、配
送料はお客様のご負担となります。Abom社は有効な保証請求に関する返送料を負担いたし
ます。

製造者の米国本社：
Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon  97223.

503-430-5494

カスタマーサポート
Abom社のカスタマーサポートは、オンラインwww.abom.com/warrantyまたはサポート電話番
号、503-430-5494を通し、米国太平洋時間の月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までご
利用いただけます。 

© 2017 Abominable Labs LLC.無断複写・転載を禁じます。
Abom、Abominable、Abominable Labsは、Abominable Labs, LLCの商標です。 

Abom社の特許および商標に関する詳細については、www.abom.com/legalをご覧ください。
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