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ZHIYUN Crane Plus のご購入をありがとうございます。本文に記載された内容はお客様の安全及び合法
的権益並びに責任に関わります。本商品を使用する前に，本文を注意深く閲覧することにより、商品に
対して正確に設置することを確保してください。本文の説明と警告に従わず操作を行う場合はご自分と
周囲の人々に損傷をもたらし、Crane Plus またはその周辺の物品を損傷する可能性があります。本ファ
イル及び Crane Plus における全ての関連するファイルの最終的な解釈の権利は桂林智神情報技術株式会
社が保有します。予告なしに更新する場合があります。www.zhiyun-tech.com 公式サイトにアクセス
して最新の商品情報を取得することができます。

本商品を使用することにより、免責条項と警告を既にご覧になったと見なされます本条項における全て
の条項と内容を理解し、認め且つ受け入れると見なされます。本商品の使用により引き起こす可能性の
ある効果に対し、全責任を負うことを、お客様が承諾することになります。正当な目的だけにより本商
品を使用し、且つ本条項及び智雲の制定した如何なる関連条例、政策とガイドラインを認めることを、
お客様が承諾することになります。

智雲は、商品の直接または間接的な使用によって発生した損失、損傷及び如何なる法律責任に対し、責
任を負うことがありません。ユーザーは本文に記載された全ての安全ガイドラインを含むがそれに限ら
ない内容に従うべきです。

ZHIYUN は桂林智神情報技術株式会社及びその関連会社の商標です。本文に現れた商品の名称、ブラン
ドなど、全てはその所属会社の商標または登録商標です。

商品リスト

本商品を使用する前に、商品の包装内に以下の全ての物品が含まれるかどうかを注意深くチェックして
ください。欠落がある場合、ZHIYUN またはお客様のエージェンシーにご連絡ください。

免責条項と警告

用語表 

本商品は以下の記述項を使用して不適切な操作による潜在的なリスクに対して等級ごとに説明します。

ご警告： ガイドラインに従わず操作を行う場合には、財産の損失、重大事故と深刻な損傷を引き起こす可
能性があります。

ご注意：説明に従わず操作を行う場合には、財産の損失と比較的深刻な損傷を引き起こす可能性がありま
す。

ご注意：説明に従わず操作を行う場合には、財産の損失と軽傷を引き起こす可能性があります。

記号の説明：      操作、使用の提示            重要な注意事項。

閲覧提示 

スタビライザーの本体 1

レンズホルダ 1

26500 リチウム充電器 1

USB データライン 1

パナソニックカメラコ
ントロールケーブル 1

ソニーカメラコントロ
ールケーブル 1

スタビライザーのバッ
テリー収納部 1

レンズ固定ねじ 2

26500 リチウム電池 2

三脚 1

滑り止めテープ 1
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Crane Plus は比較的複雑なものであるため、ユーザーは基本的な手作り能力及び安全常識を備えなけ
ればならず、且つ注意深く取り扱わなければなりません。まず Crane Plus のユーザーマニュアルを閲
覧し、商品の機能を把握した後に取り扱ってください。不明確な操作は商品の損傷と財産の損失を引き
起こし、さらに人身への傷害をもたらす可能性があります。本商品は子供向けのものではありません。
Crane Plus と智雲の提供、推奨した商品ではないものと組み合わせて使用すること、または智雲の提供
する商品ファイルに記載された安全ガイドラインに従わず取り扱うことはおやめください。本ファイル
は安全ガイドライン、操作と維持などの説明が含まれます。Crane Plus を正確に、安全に使用すること
ができるように、取り付け、設置と使用する前にユーザーマニュアル及び安全ガイドラインに記載され
た全ての説明警告を注意深く閲覧し、且つ関連説明に厳格に従って Crane Plus の取り付けと使用を行っ
てください。

ご注意：
1. Crane Plus は高精度の制御による装置です。転落または外力の衝突を受ける場合には、Crane Plus

の損傷を負い、作動の異常をを引き起こす可能性があります。
2. Crane Plus の電源を入れた後、クラウドテラスが外力に阻止されないように確保します。
3. Crane Plus は防水不可能です。Crane Plus を如何なる液体またはそれに対する如何なる清潔機能の

液体と接触することはおやめください。柔らかく乾燥した布で Crane Plus の清潔を行うことが推奨
されます。

4. Crane Plus を取り扱うプロセスにおいてほこりや砂の防止に注意を払ってください。

ご注意：
起動プロセスにおいて Crane Plus の揺れより起動失敗をもたらす可能性があるので、Crane Plus を起
動させる場合にはハンドルの安定を保ってください。

予告なしに内容を更新する場合があります。
ZHIYUN ™は智雲の商標である　Copyright©2017 は智雲の保有する版権である

ご警告 

安全操作のガイドライン 

免責条項と警告免責条項と警告

使用
1. バッテリーを如何なる液体に接触させること、バッテリーを水に入れまたはそれを濡れることは禁止

される。雨または湿った環境におけるバッテリーの使用はおやめください。バッテリーの内部が水に
触れた後に分解反応が発生することにより、バッテリーの自燃を引き起こす可能性があり、さらに爆
発を引き起こす可能性がある。

2. バッテリーを不意に水に落とした場合、適時にバッテリーを取り外してそれを安全な広い場所に置い
てください。この場合には、バッテリーが完全に乾燥するまでにバッテリーから離れてください。乾
燥されたバッテリーを再び使用してはならず、本文の廃棄処理方法に従って適切に処理すべきである。

3. バッテリーに火事が起こった場合、直ちに水、霧、砂、消火毛布、乾燥粉末、二酸化炭素の消火器を
使って消火してください。火事が大きくなった後に爆発が発生しやすい。実際の状況に応じて以上の
推奨順序に従って消火方式を選んでください。

4. 智雲の公式が提供するものではないバッテリーの使用は禁止される。新しいバッテリーを変更する場
合は、智雲の公式サイトまたは指定されたチャンネルにて購入してください。智雲の公式が提供する
ものではないバッテリーの使用によって発生したバッテリー事故及び設備の故障については、智雲は
責任を負わない。

5. 膨張、液漏れ、損傷のあるバッテリーの使用及びそれに対する充電は禁止される。バッテリーに異臭、
発熱（バッテリー自体の温度は 160° F （71° C）を超えない）、変形、変色または他の如何なる異常
現象が発生した場合に使用してはならない。バッテリーに異常状況が発生した場合、指定された智雲
または他の代理店に連絡して更なる処理を求めてください。

6. -10° C から 45° C の温度環境においてバッテリーを使用してください。温度が高すぎると（45°以上）
バッテリーの発火、さらに爆発を引き起こす可能性がある。温度が低すぎると（-10° C 以下）バッ
テリーに深刻な損傷を与える。

7. 強い静電または磁場環境におけるバッテリーの使用は禁止される。そうでなければ、バッテリーの保
護プレートは効力を失う。

8. 如何なる方式でバッテリーを取り外しまたは尖った物で刺し破ることは禁止される。そうでなければ、
バッテリーの液漏れは発火さらに爆発を引き起こす可能性がある。

9. バッテリーに対する機械衝撃、ロール当たりまたは投げは禁止される。バッテリーまたは充電器に重
いものを置くことはおやめください。

10. バッテリー内部の電解質は強い腐食性を有するため、不意に皮膚または目に接触した場合、直ちに水
で洗い、且つ医師の診察を受けてください。

11. バッテリーが転落または外力による衝撃を受けた場合、バッテリーの使用を中止してください。
12. バッテリーを加熱することはおやめください。バッテリーを電子レンジまたは圧力鍋に置くことはお

やめください。
13. バッテリーの芯を導体表面（例えば金属のテーブル表面）に置くことはおやめください。
14. ワイヤまたは他の金属物体でバッテリーの正負極の短絡を引き起こすことはおやめください。
15. バッテリーのインタフェースに汚れがある場合、清潔な、乾燥した布で拭いてください。そうでなけ

ればバッテリーの接触不良を引き起こし、それによりエネルギーの消耗または充電故障を引き起こす
可能性がある。
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免責条項と警告免責条項と警告

充電
1. バッテリーを壁にあるコンセントに直接接続することはおやめください。バッテリーは必ず智雲公式

の提供する専用充電器で充電を行ってください。智雲公式の提供するものではない充電器で充電を行
うことによって引き起こされた全ての結果については、智雲は責任を負わない。

2. バッテリーと充電器を燃えやすい、可燃物（例えばカーペットと木製品）の近くにおいて充電を行う
ことはおやめください。事故の発生を避けるために、充電過程に十分な注意を払ってください。

3. 使用終了ばっかりのバッテリーは高温状態にあるため、すぐにそれに対して充電することはおやめく
ださい。バッテリーの温度が室温までに下がった後に充電してください。充電温度が 45° C 以上また
は 0° C 以下の場合はバッテリーの液漏れ、加熱または損傷を引き起こす可能性がある。

4. 毎回充電器を使用する前に、充電器のハウジング、線材及びプラグに損傷があるかどうかをチェック
してください。損傷のある充電器を使用することはおやめください。アルコールまたは他の可燃性を
有する液体で充電器の清潔を行うことはおやめください。使用しない場合は充電器を電源と切断して
ください。

保管
1. バッテリーを子供及びペットの触れない場所に保管してください。
2. バッテリーを熱源（ストーブまたはヒーター）に近い場所及び暑い日における車内に置くことはおや

めください。バッテリーを 60° C 超えの環境下に保管することはおやめください。理想的な保管環境
温度は 22° C - 28° C である。

3. 乾燥した環境においてバッテリーを保管してください。
4. バッテリーが過放電状態に入ることで芯の損傷をもたらすことにより、使用不可能になることを避け

るために、バッテリーを徹底的に放電した後に長く保管することはおやめください。
メンテナンス
1. 温度が高すぎる、または低すぎる環境下においてバッテリーを使用することはおやめください。
2. バッテリーを環境温度が 60° C 超えの場所に保管することはおやめください。
輸送
1. バッテリーを飛行機上に持つ前に、必ずバッテリーを 25% 以下のバッテリー残量までに放電してく

ださい。放電する前に必ず火元から離れてください。必ず風通し、乾燥した場所に保管してください。
2. バッテリー
3. バッテリーをメガネ、時計、ジュエリーなどの金属物体と一緒に保存または輸送することは禁止され

る。
4. 損傷のあるバッテリーを輸送してはならない。輸送時、必ずバッテリーの残量を 50% 以下までに放

電してください。
廃棄処理
必ずバッテリーを徹底的に放電した後、バッテリーを指定されたバッテリー回収箱に入れてください。
バッテリーは危険な化学品であり、一般的なゴミ箱に捨てることは禁止される。
関連詳細は、地元のバッテリー回収と廃棄処理の法律法規に従ってください。

ご注意

使用
毎回使用する前に、バッテリーの残量が十分であることを確保する。
充電
バッテリーが完全に充電された場合は自動的に充電を停止する。充電完了後、バッテリーと充電器との
接続を切断してください。
保管
1. １０日以上バッテリーを使用しない場合、バッテリーの耐用年数を延長するために、バッテリーを

40%-65% の残量までに放電して保存してください。
2. バッテリーの電圧が低すぎる場合、バッテリーは低消耗モードに入る。バッテリーを充電してから低

消耗モードが解除される。
3. 使用しない場合、バッテリーを取り外して専用のバッテリー箱に保存することが推奨される。
メンテナンス
1. 芯に対して損傷を引き起こすため、バッテリーを過充電、過放電してはならない。
2. 長期バッテリーを使用しない場合、その性能に対して影響を与える。
3. バッテリーの活性を保つために、3 ヶ月ごとに改めて充電と放電してください。
廃棄処理
バッテリーを徹底的に放電することができない場合、バッテリーを直接バッテリー回収箱に捨てること
はおやめください。この場合は専門なバッテリー回収会社に連絡して更なる処理を求めるべきである。

予告なしに内容を更新する場合があります。
ZHIYUN ™は智神の商標である
Copyright©2017-2018 は智神の保有する版権である
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スタビライザーのクイックスタートチュートリアル

Crane Plus に対する認識 

バッテリーの準備及び使用の説明

初めて Crane Plus 商品を使用するには、バッテリーを有効にし且つ商品の順調使用を保証するために、
包装内に提供される充電装置を使ってご自分の商品を充電してください。

手動ねじ

横方向アーム

縦方向アーム

USB インタフェース

MODE

1/4 インチねじ
（3/8 インチにてサポートされる）

バッテリー残量
表示ライト

手動ねじ 
レンズホルダ 
レンズ固定ねじ
レンズホルダの固定ねじ 

カメラ固定プレート
クイックリリースプレー
トのロックボルト

カメラ制御ケーブルの
接続口

ロッカー
ON/OFF

駆動レバー

 

状態表示ライト

Micro USB 5V 電 源
出力インタフェース

商品の名称：26500 リチウム電池充電器 
商品の型番：ZC-26500
入力：DC-5V  2400mA 
出力：DC-4. 2V  1200mA*2  

26500 リチウム電池
容量：3600mAh
電圧：3.7V

ご注意
1. 智雲 ZC-26500 シリーズ専用のリチウム電池で充電し、

他の型番とブランドのバッテリーを使用しないでくださ
い。そうでなければ、事故が発生する可能性がある。

2. 合格した 5V アダプタを使用してください。出力電流
≥ 1000mA；充電時間はアダプタの最大出力電流によっ
て決まる。

●充電中赤ランプが長く光る 

●充電完了青ランプが光る

本商品を使用する前に、商品の包装内に以下の全ての物品が含まれるかどうかを注意深くチェックして
ください。欠落がある場合、ZHIYUN またはお客様のエージェンシーにご連絡ください。

ご注意：本商品はカメラを含まず、画像は参照用で、実際の商品に準じます。

ZHIYUN 公式の標準または販売された充電バッテリーを使
用してください。公式バッテリーではないものの使用によ
る爆発、火事と人事事故については、当社は責任を負わない。
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取り付け方法

使用方法

正面設置モード 倒立設置モード

カメラを迅速取り付けプレートに平行して置き、その底部の 1/4 ねじを迅速取り付けプレートの溝に位
置合わせ、カメラをできるだけ俯仰軸モータに接近させ、続いてねじ❹をカメラと締める。

カメラの取り付けが完了する前に起動しないでください。

1

1

2

2
3
4

カメラの取り付け カメラの取り付け

カメラを迅速取り付けプレートに平行して置き、その底部の 1/4 ねじを迅速
取り付けプレートの溝に位置合わせ、カメラをできるだけ俯仰軸モータに接
近させ、続いてねじ４とカメラを締める。

カメラの取り付けが完了する前に起動しないでください。
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俯仰軸のバランス調節 

横ロール軸のバランス調節 

2

11

迅速取り付けプレート
手動で迅速取り付けプレートの底部のねじ４を緩
め、そ。

まずねじ❷を緩め（約三回）、続いてカメラの位置
を移動してそのレンズを静止時に地面とほぼ垂直状
態に保たせ、ねじ❷を締める。

ねじ❶を緩め、続いて横方向アーム1を移動するこ
とでそれが静止する時に横方向アームを地面とほぼ
水平状態に保たせ、ねじを締める。

カメラを押して前後移動を行わせ、そのレンズを静
止時に地面とほぼ水平状態を保たせ、ねじを締める。

バランスの調節 バランスの調節
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針路軸の水平重心の調節 操作パネルの紹介

3

2

ねじ ❸ を緩め、続いて縦方向アーム2を移動する縦方向アームを静止時に地面とほぼ水平状態に保た
せ、最後にねじを締めた後に全ての調節を完了する。

ロッカー

MODE

バッテリー残量表示ライト

ON/OFF

駆動レバー

ロッカーの説明
ロッカーの動作に対応するカメラの上下左右四つ
の方向の調節

駆動レバーの説明
ソニーカメラに対し、T 方向は焦点距離の延長を実
現し、W 方向は焦点距離の短縮を実現する。松下
カメラに対し、T、W 方向はいずれもカメラのフ
ォーカス機能である。

ON/OFF
スタビライザーを起動する（３秒ぐらい押して起
動する）。
電源が起動した後、ボタンはカメラ制御用（カメ
ラに接続した場合）とし、シングルクリックして
撮影を実現し、ダブルクリックして録画に入り、
再びダブルクリックして録画を中止する。

MODE
シングルクリックしてスタビライザーの作動モー
ドを切り替えることができる　１秒長押して待機
状態に入り、もう一回１秒長押してウェイクアッ
プする。。

バッテリー残量表示ライト
1. 黄色は起動とシャットダウン表示である（起動

の場合は３秒フラッシュしてから１秒長く光っ
た後に消える；シャットダウンの場合は３秒フ
ラッシュした後に消える）。

2. 青はバッテリー残量表示である（４回フラッシ
ュする場合は 75%-100%；３回フラッシュする
場合は 50%-75%；２回フラッシュする場合は
25%-50%；１回フラッシュする場合はバッテ
リー残量が低すぎる）。

バランスの調節 スタビライザーの起動
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どうのようにスタビライザーを起動するか

2. バッテリーを取り付けた後、電源バタンを３秒ぐらい押し、スタビライザーを起動する。

事故を避けるために、オリジナルバッテリーを使ってください；初めて起動して使用する場合は、潜在
的なスタビライザー故障によるカメラの揺れを防止するために、手でカメラを優しく支えてください。

モードチェンジ説明図

1. バックカバーを緩めて二つの 26500 リチウム電池
を入れ（正極を統一して矢印方向に向かうことに注
意）、続いてバックカバーを締める；バックカバー
が底まで締めたことを確保してください。そうでな
ければ、起動することができない。

スタビライザーの起動 操作モードの説明

モードスイッチ：
1. [MODE] ボタンを 1 回押すたびに、パンフォロ

ーモード、ロックモード、POV モードの 3 つの
モードが順番に切り替わります。電源投入時の
デフォルトモードはパンフォローモードです。

2. 上の 3 つのモードのいずれかで [MODE] ボタ
ンを 2 回押すと、フルフォローモードになりま
す。このモードで [MODE] ボタンを 1 回押すと、
以前のモードに戻ります。

3. [MODE] ボタンを早く 3 回続けて押すと、動作
中のコントロールモードは変化せずに、パン軸
に沿ってカメラが 180°回転します。

左右に従うモード：
チルト軸とロール軸がロ
ックされていると、カメ
ラはスタビライザーの動
きに追従して左右にパン
します。ジョイスティッ
クを上 / 下に押すと、チ
ルト軸を手動で制御でき
ます。

完全ロックモード：
このモードは、3 軸のす
べての動きをロックし
て、撮影方向にカメラを
固定させます。ジョイス
ティックを上 / 下、左 /
右に押すと、チルト軸と
パン軸を手動で制御でき
ます。

完全従うモード：
カメラは、スタビライザ
ーの動きに追従してパン
とチルトを行います。ジ
ョイスティックを左 / 右
に押すと、ロール軸を手
動で制御できます。

POV モード：
カ メ ラ を 左 / 右 に 最 大
45°の角度まで回転する
ことができ、ジンバルハ
ンドルの動きに追従して
左 / 右に無制限に 360°
の角度でパンが行なえま
す。

45°45°ロール軸横ロール軸 横ロール軸 横ロール軸

俯仰軸 俯仰軸 俯仰軸 俯仰軸

針路軸 針路軸 針路軸 針路軸

左右に従
うモード

完全ロッ
クモード

完全従う
モード

MODE をダブル
クリック

MODE をシングルクリック

MODE をシン
グルクリック

MODE をシン
グルクリック

1 回押すと、前のモード
に戻ります

POV 
モード
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どの場合において初期化する必要があるか ファームウェアのアップグレードのステップ

初期化ステップ 

1. スタビライザーを起動した後、カメラの俯仰角度と水平面と偏差がある。
2. スタビライザーを起動した後、カメラの横ロール角度と水平面と偏差がある。
3. 静止を保つ場合、水平方向に頻繁な小角度の修正がある。

1. 正確にバッテリーを取り付ける。
2. 手でカメラの固定プレートを支え、続いて電源ボタンを長押してスタビライザーを開き、この場合に

モータには作用力があり、カメラの取り付けプレートをしっかり掴んでロッカーを長押す必要があり、
それによってスタビライザーを待機状態に入らせる。

3. スタビライザーの静止を保ち、約１０秒を待ち、スタビライザーは自動的に初期化を完了する。。

初期化後にやはり角度の偏差問題が現れた場合には、ステップに従ってもう一度初期化を行ってください。

1. 智雲公式サイトを開く：www.zhiyun-tech.com
2. ホームページにある「軟件のダウンロード」のところにファームウェアのアップグレードのチュート

リアルを見つける。
3. ご自分のスタビライザーに対応する駆動、校正ツール及び最新のファームウェアをダウンロードする。
4. ファームウェアのアップグレードのチュートリアルにおける操作に従ってファームウェアのアップグ

レードを行う。

アップグレードのプロセスにおいてバッテ
リーを取り付けてください

初期化と機阿能の説明 初期化と機能の説明

USB 線
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主要機能の説明

スタビライザーと携帯との接続

まずは智雲の公式サイト：www.zhiyun-tech.com にて APP をダウンロード
し、または直接左図にある二次元コードをスキャンしてダウンロードしてもよ
い（Android4.3 以 上、iOS9.0 以 上）。iOS ユ ー ザ ー は APP Store に て「ZY 
Play」を検索してダウンロードすることができる。

最新バージョンの APP に従ってください；予告なしに更新する場合がある。

監視インタフェース：
スタビライザーの作動状態
を確認するためのもの。

標準インタフェース：
スタビライザーの三軸が水
平方向と偏差が発生する場
合、キャリブレーションを
行わなければならない。「キ
ャリブレーション開始」を
クリックすると、参考図の
提示により 1 つずつ並べ
て、六面のキャリブレーシ
ョンを完成してください。

雲台設定：
スタビライザーの関係パラメ
ーター（具体的な操作方法は
APP を参照してください）を
調整することができます。

制御インタフェース：
直接にスタビライザーの作動
モード及び対応するスタビラ
イザージョイスティックのす
べて機能を変更することがで
きます。

1.  App Store/Google Play ストアで「ZY Play」を検索してダウンロ
ードしてください。

2.  スタビライザーをオンにします。
3.  「ZY Play」を開き、「Connect Device」をタップして、お使いの

スタビライザーを選択します。

APP のダウンロード 

APP の使用説明 APP 使用の説明
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パナソニックカメラ用のコントロールライン ソニーカメラ用のコントロールライン

適用可能なカメラのモデル
MULTIポートで操作されるSONY製カメラに対応。

適用スタビライザー型番
雲 鶴（Crane）、 雲 鶴 -M （Crane-M）、 雲 鶴
Plus（Crane Plus）。スタビライザーファームウ
エアのバージョン V1.50 およびその以上。

適用可能なカメラのモデル
GH3/GH4/GH5

サポート機能
1. シャッター
2. 録画 サポート機能

1. シャッター
2. 録画
3. ズーム
注：電動レンズ以外は、光学ズームをサポートしない
（電動レンズのお薦め：E PZ 18-105mm F4 G OSS、E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS）。

取扱い方法
1. まず PC 又はスマホン APP に接続して、「スタビライザー設定」のページから、「パナソニック」

を選んで、それからパラメーターを保存します。
2. まずコントロールラインの Micro USB プラグとスタビライザーのチルト軸モーター内側のカメラ制

御インターフェイスに接続して、他端をカメラの「REMOTE」インターフェイスに接続します。
3. スタビライザーカメラを起動しなければならなくて、でなければカメラを制御できなくなる恐れがあ

ります。

取扱い方法
接続
1. まず PC 又はスマホン APP に接続して、「スタビライザー設定」のページから、「パナソニック」

を選んで、それからパラメーターを保存します。
2. まずコントロールラインの Micro USB プラグとスタビライザーのチルト軸モーター内側のカメラ制

御インターフェイスに接続して、他端をカメラの「REMOTE」インターフェイスに接続します。
3. スタビライザーカメラを起動しなければならなくて、でなければカメラを制御できなくなる恐れがあ

ります。

操作
1. シャッター（焦点合わせ動作を含む）：「電源ボタン」をクリックすると、1 回撮影になります。
2. 録画：「電源ボタン」をダブルクリックすると、録画開始になり、更にダブルクリックすると録画か

ら退出します。

カメラとジンバルの接続説明図

操作
1. シャッター（焦点合わせ動作を含む）：「電源ボ

タン」をクリックすると、1 回撮影になります。
2. 録画：「電源ボタン」をダブルクリックすると、

録画開始になり、更にダブルクリックすると録画
から退出します。

3. 焦点合わせ：ハンドル上のレバーを「Ｔ」方向（上）
又は「Ｗ」方向（下）に押すと、いずれも焦点合
わせを実現することができます。

カメラ用のコントロールラインは別途に購入しなけ
ればならない。

主要な部品使用の説明 主要な部品使用の説明

適用スタビライザー型番
雲鶴（Crane）、雲鶴 Plus（Crane Plus）。スタ
ビライザーファームウエアのバージョン V1.50 お
よびその以上。

カメラ用のコントロールラインは別途に購入しなければならない。
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ZW-B02 無線リモコン（別途購入）

ON/OFF & 動画 (2 ステップシャッターリリースボタン )
1. ボタンを 1 秒以上一杯に押すとリモコンが起動し、デフォルトのマスターモードに進みます。
2. リモコンがオンのときにボタンを 1 秒以上一杯に押すと、リモコンがオフになります ( このときイン

ジケーターも消灯します )
3. スタビライザーがカメラに接続されている場合 : 写真撮影モードでは、シャッターボタンを半押しに

してフォーカスを合わせ、さらに完全に押し込むと写真が撮影されます。ボタンを素早く二度押し込
むと ( 完全に押し込んでください )、動画撮影モードと写真撮影モードが切り替わります。

ボタンの組み合わせ
電源ボタン + トグル : 電源をオンにしながら、トグルを W の方向に押すとスレーブモードに入り、リ
モコンのファームウェアを携帯電話経由でアップグレードできます ( まず「ZY Play」アプリをダウンロ
ードしてアップデートしてください )。
電源ボタン + Mode ボタン :Mode ボタンと電源ボタンを同時に押すと、最寄りのスタビライザーに
Bluetooth 経由でペアリングできます。
Mode ボタン : モード選択 ( ジンバルと同じ機能を共有 )
ジョイスティック：方向操作 ( ジンバルと同じ機能を共有 )
スライダー：ズームイン / アウト。
カメラを制御するには適切なカメラケーブルが必要です。一部のリモート操作機能は、一部のカメラの
モデルではサポートされていない可能性があります。

モードボタン

充電インジケーター

電源 \ シャッター
（二段式ボタン）

駆動レバー

ブルートゥースのステータスライト

ロッカー

バッテリー残量表示ライト

使用方法

1. リモコンの後ろ部にある手動ねじを
緩め、ゴムスリーブ（赤い部分）を
緩める；ねじを締める場合はゴムス
リーブを締める。

2. 後ろ部の手動ねじを緩めたリモコンを両手でハンドルを
持って操作制御しやすい部位（上記図面に示すようであ
る）に取り付ける。

２分の間にリモコンに対する操作がない場合、リモコンは自動的にシャットダウンする。

基本パラメータ
１．充電電圧：5V
２．充電電流：100mA
３．理論上の作動時間：＞ 30 時間
４．内蔵ポリマーリチウム電池のバ
ッテリー容量：150mAh
５．送信と受信電流：11.9mA
６．正常作動電流：4.2mA
７．有効制御距離：10m（遮断なし）

バッテリー残量表示ライト
90% - 100%　定期的に４回点滅す
る。
75% - 90%　定期的に３回点滅する。
55% - 75%　定期的に２回点滅する。
30% - 55%　定期的に１回点滅する。
0% - 30% 　迅速に点滅する。

ブルートゥースのステータ
スライト
設備に接続していない場合：
持続的に点滅する。
接続した後：長く光る。

充電表示ライト
充電中：　赤ランプ
充電完了：　緑ランプ

主要な部品使用の説明 主要な部品使用の説明
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CRANE-EH001 の Crane デューアルグリップ（別途購入）

取付方法：
1. 水平ロッドの両側から 2 本のハンドルを挿入します。
2. ハンドルのねじを締め付けます。
3. ハンドル中央の固定クランプを緩め、保護リングを取り外し、スタビライザーに挿入します。
4. 保護リングを使用してスタビライザーに固定クランプを取り付け、固定クランプのねじを締め付けます。

取り付ける場合に図面に示
す部位に挟む

正面に持つ姿勢 倒立設置の姿勢

主要な部品使用の説明 主要な部品使用の説明
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最小 標準 最大 備考

入力電圧 6.8V 8.4V 12.6V

作動電流 80mA 110mA 6000mA

作動温度 -10° C 25° C 45° C

作動時間 12h 18h 重心のバランス

充電時間 3h

機体の重さ 950g バッテリー抜き

俯仰軸の機械動作範囲 360° 無限回転

横ロール軸の機械動作範囲 360° 無限回転

平行移動軸の機械動作範囲 360° 無限回転

負荷重量 350g 2500g

基本パラメータ Crane Plus ファームウェア V1.52 以上では、モーターの出力のパラメータ設定をサポートしています。
ユーザは、キャリブレーションアップグレードツールまたはアプリを利用してモーターの出力を設定し、
様々な重量のカメラに対応させることができます。

設定プロセス

調整方法 1：アプリの説明に記載された接続方法を参照してください。まず ZY PLAY で Crane を接続し、
次に適宜強度を選択して、ZY PLAY のモーター動力を正しく設定します。

調整方法 2：
1. キャリブレーションアップグレードツールと USB ドライバを Zhiyun 社のオフィシャル Web サイト

からダウンロードしてください。ダブルクリックして USB ドライバをインストールします。
2. ジンバルと PC を USB ケーブルで接続し、[Tool] をダブルクリックしてツールを起動します。ジンバ

ルの電源をオンにし、[Mode] ボタンを数秒間長押しすると、ジンバルがスタンバイモードに入ります。
3. [Setting] をクリックすると、パラメータ設定ページが開きます。[Open] をクリックすると、別のモ

ジュールのモーターパワーを設定します。
4. モーターパワーには低、中、高の 3 つのオプションがあります。 

Low: デフォルト設定 ( 推奨対象 :Crane Plus + Sony A7S、またはより軽いモデル )
Medium: 中程度の設定 ( 推奨対象 :Crane Plus + Sony A7S)
High: 最大設定 ( 推奨対象 :Crane Plus + Canon 5D)

パラメータの説明 モータートルク調整の操作ガイド
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保証カード

品質保証期限に対する説明

品質保証は以下を含まない

智雲の品質保証サービスを取得するには、
以下のステップに従って操作してください 

1. 受け取りの日から１５日以内に、品質問題が現れた場合、返品または無料修理サービスを享受するこ
とができる。

2. 商品は正確の使用及び維持下における保証期が受け取りの日から一年とし、保証期間内にある商品に
ついいては、当社の提供する無料修理サービスを取得することができる。

1. 授権されていない修理、誤用、衝突、不注意、過剰使用、液の入り、事故、変動。
2. 不正確に本商品を使用すること、またはラベル、セキュリティタグを剥がし、修正すること。
3. 保証期間を超えた場合。
4. 火事、洪水、雷撃など不可抗力による損傷。

1. 商品を購入後に故障した場合、対応する保証サポートを取得するために、地元の智雲の授権代理
店に連絡してください。地元に代理店がない場合、智雲会社のメールアドレス (service@zhiyun-
tech.com）またはサイト（www.zhiyun-tech.com）によって当社の顧客サービス担当者に連絡し
てください。

2. 智雲の代理店または智雲の顧客サービス担当者は、どのように関連材料と商品を送付するか、且つ
どのようにお客様の保証問題を処理するかをお知らせます。智雲会社は商品を再検査する権利を留
保します。

ユーザー情報

ユーザーの名前： 連絡先：

連絡住所：

販売情報

販売日付： 機体のシリアル番号：

代理店の名称：

代理店の連絡先：

一回目の修理記録

修理日付： 修理員の署名：

故障の原因：

処理の結果： □直った □直ってない □返品

保証カード
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連絡カード

電話：+86-773-2320856
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com 
ウェブサイト：www.zhiyun-tech.com
住所：広西荘族自治区桂林市七星桂磨大道創意産業園 13 棟６階

商品の全ての情報を知るためには、ZHIYUN 公式サイト : www.zhiyun-tech.com
にアクセスしてください予告なしに内容を更新する場合がある
ZHIYUN ™は智雲の商標である
Copyright©2017 は智雲の保有する版権である

本商品は厳格な検査により標準と一致し、
販売が認められる

合格証
検査員 :

公式サイト ウェイボー

Facebook

Youtube

Google+

优酷

Vimeo

WeChat
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