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はじめに

ZHIYUN 社の製品をご利用いただきありがとうござ
います。.ZHIYUNTM 製品を使って、素晴らしい瞬間を
しっかり撮影できる楽しさを体験しましょう。
動画制作者のために生まれたフラッグシップスマ
ホスタビライザーであるSmooth.4.は、.多様なファ
ンクションキーが備わっていて、.ボタンを押すだけ
で、カメラパラメータの設定や、.ズームおよびフォ
ーカスなどの操作ができます。新たに設計された 4
つの動作および操作モードにより、自分のハリウッ
ド映画の撮影が可能となります。Smooth.4 は、あな
たの優秀かつ革新的な撮影アシスタントになると
信じております。
本製品をお使いになる前に本書をよくお読みくだ
さい。

はじめに

Smooth.4スタビライザー× 1 三脚× 1

梱包リスト
製品には以下の品目が付属しています。不足があっ
た場合は、ZHIYUN社または最寄りの販売代理店に
お問い合わせください。

キャリングケース× 1 USBケーブル× 1
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1.. モバイルクランプサムスクリュー
2.. カメラクランプ
3.. モバイル充電ポート
4.. ズーム /フォーカスハンドホイール
5.. コントロールパネル ( 詳細については 6ページ
を参照 )

6.. 1/4".のネジ穴
7.. モバイルクランプサムスクリュー
8.. チルト軸モーター
9.. ロール軸モーター
10..固定バックル
11..パン軸モーター
12..Type-C.USB ポート
13..背面のボタン (詳細については6ページを参照 )

Smooth 4 のご紹介

Smooth 4 のご紹介
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Smooth.4 は充電式リチウムイオンバッテリーを内
蔵しており、初めてSmooth.4 を使う際には、バッテ
リーをフル充電してください。
充電方法：パッケージ同梱の Type-C ケーブルをア
ダプターとSmooth.4 に接続します。

バッテリーと充電方法

バッテリーと充電方法

三脚の取り付け
三脚を用意し、スタビライザー底面の 1/4" のネジ
穴にしっかり固定した上で、三脚を平面上に展開し
てください。

取り付け
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スマートフォンの取り付け 
カメラクランプを押して開いた状態にし、スマート
フォンをチルト軸モーターに可能な限り近くにスラ
イドさせ、クランプを閉じてください。背面のモバイ
ルクランプサムスクリューをゆるめてクランプを回
転させ、スマートフォンを垂直にすることもできます。

取り付け

スマートフォンを取り付ける前に Smooth.4 をオ
ンにしないでください。
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バランスを正しく調整することで、操作中の電力
消費量を節減することができます。スタビライザ
ーはバランスが正しく調整されていなくても動作
できますが、モーターはより大量の電力を消費し、
出力トルクにも大きな影響があります。

取り付け

バランス調整
スマートフォンの取り付け後、スマートフォンの水
平が保たれず、傾いたままになる場合、ロール (Y)
軸サムスクリューをゆるめ、水平アーム ( 図中、赤い
マーク)をスライドさせ、手を離したときにスマート
フォンが水平になるまで、バランスを調整してくだ
さい。調整できた後、通常の操作に支障がないよう
にサムスクリューを締めてください。
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Smooth 4 の使用方法

コントロールパネルの概要

❺
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背面のボタン
❸ 

❶ 

❷ 

❹ 

⓫ 
⓬ 
⓭

⓮

⓯

❶.メニュー /リターンボタン.[. .]
・	一般メニューでこのボタンを１回押すと、パラメ
ータ調整メニューに入ります。

・	パラメータ調整メニューでこのボタンを押すと、
設定を保存して前画面に戻ります。

❷.ズーム /フォーカスハンドホイール
ハンドホイールでスマートフォンのカメラの焦点距
離とズーム倍率を調整できます。

❸.ハンドホイール.機能切り替えボタン.[. .]
・	このボタンを 1回押すとハンドホイールの機能
が切り替わります。

・	ボタンのライトが点灯している場合、側面のハン
ドホイールはスマートフォンカメラのズームをコ
ントロールできます。
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Smooth 4 の使用方法

・	ボタンのライトが消灯している場合、側面のハン
ドホイールはスマートフォンカメラのフォーカス
をコントロールできます。

❹.パラメータ表示ボタン.[. .]
・	このボタンを 1.回押すと、撮影パラメータが表示
/非表示されます。

・	アルバムモードではこのボタンを押すと写真の
パラメータが表示されます。

・	このボタンを長押しするとアプリの「フルオート
モード」に自動的に戻ります。

❺.解像度 /フレームレート選択ボタン.[. .]
このボタンを 1回押すと、解像度 /フレームレート
調整メニューに入ります。

❻.カメラ切り替えボタン.[. .]
このボタンを 1回押すと、スマートフォンの前面と
背面カメラが切り替わります。

❼.アルバムモードボタン.[. .]
このボタンを 1回押すと、スマートフォンのアルバ
ムに入り、写真または動画の再生ができます。

❽.確認 / 補助光ボタン.[. .]
・	このボタンは 1回押すと確認ボタンになります。
・	ボタンを長押しすると、補助光が点灯/消灯します。

❾.露出補正ボタン.[. .]
このボタンを 1回押すと、露出補正調整メニューに
入ります。
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Smooth 4 の使用方法

❿.サムホイール
サムホイールを回転させると現在のパラメータオ
プションが調整できます。

⓫.写真ボタン.[. .]
1 回押すと写真が撮影されます。

⓬.動画ボタン.[. .]
1 回押すと、動画撮影が開始 /停止します。

⓭.モード切り替えボタン
・	スライダーを上に押し上げるとPF( パンフォ
ロー )モードに入ります。

・	スライダーを下に押し下げるとL( ロック)モード
に入ります。

⓮.電源ボタン.[. .]
電源ボタンを 2秒間長押しすると、スタビライザー
の電源をオン /オフできます。

⓯.バッテリー残量インジケータ
・	このボタンはバッテリーの残量を表示します。
・	0 ～ 25%:.青いライト1つ点灯；
・	25 ～ 50%:.青いライト2つ点灯；
・	50 ～ 75%:.青いライト3つ点灯；
・	75 ～ 100%:.青いライト4つ点灯；

⓰.「PhoneGo」モードボタン.
このボタンを押すと、スタビライザーは「PhoneGo」
モードに入ります。Smooth.4 はスタビライザーの
動きに素早く追従できます。
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⓱.フルフォローモードボタン
・	このボタンを押すと、スタビライザーはフルフォ
ローモードに入ります。

・	ボタンを素早く二回押しすると、チルト軸モータ
とロール軸モータは初期状態に戻ります。

1..スタンバイモードでも、スタビライザーはス
マートフォンのカメラパラメータのを調整で
きます。

..2..上記のファンクションボタンの一部は、スタビラ
イザーがスマートフォンの「ZY.Play」アプリと接
続されている場合にのみ利用可能です。

Smooth 4 の使用方法
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Smooth 4 の使用方法

操作モードの概要

パンフォローモード： 
チルト軸とロール軸のモーターはロックされ、スマ
ートフォンはスタビライザーの水平方向の移動に
追従します。

ロックモード： 
3 軸すべてがロックされ、スマートフォンはいかな
る移動操作にもスタビライザーチルト軸及びパン
軸の移動に素早く追従します。

前面のボタン

前面のボタン
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フルフォローモード： 
ロール軸がロックされ、スマートフォンはスタビラ
イザーチルト軸及びパン軸の移動に追従します。

「PhoneGo」モード： 
ロール軸がロックされ、スマートフォンはスタビラ
イザーチルト軸及びパン軸の移動に追従します。

背面のボタン

背面のボタン

Smooth 4 の使用方法
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Smooth 4 の使用方法

スタンバイモードへのクイック切り替え
スタビライザーの電源がオンの状態で水平アーム
を手で押し下げると、水平アームは自動的に固定バ
ックルでロックされ、スタビライザーはスタンバイ
モードに入ります。スタビライザーの電源オンまた
スタンバイからの復帰を行う前に、スタビライザー
を固定バックルから手動で取り外してください。
水平アームを水平位置に戻すと、スタビライザーは
スタンバイから復帰します。
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スマートフォンを充電するには、スタビライザーの
Micro.USB ポートとスマートフォンの充電ポートを
ケーブルで接続し、スタビライザーを起動するとス
マートフォンへの充電が開始します。

スマートフォンの充電

位置の手動変更
パンフォローモードまたはロックモードでは、スマ
ートフォンをお好みの角度に回転させることができ、
手を離したところでスマートフォンの角度が固定さ
れます。パンフォローモードではチルト角度を手動
で調整できます。ロックモードではチルト軸とパン
軸を調整できます。

Smooth 4 の使用方法
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アプリの使用方法

アプリのダウンロード
ZHIYUN 社のオフィシャルウェブサ
イト.www...zhiyun-tech...com.から
アプリをダウンロードするか、左側
の QRコードをスキャンしてダウン
ロードしてください (Android.5.0 以
降とiOS.9.0 以降に対応しています )。

iOSまたは Android ユーザは App.Store/Android.
Store で「ZY.Play」を検索してダウンロードすること
もできます。

1.. Smooth.4の専用アプリ「ZY.Play」を使うことで、
機能を最大限に活用することができます。

2.. ZHIYUNアプリは定期的に更新されています
ので、最新バージョンをご利用ください。

接続方法
1.. スタビライザーの電源をオンにし、スマートフォ
ンの Bluetoothもオンにしてください。

2.. ZY.Play アプリを開き、「Connect.Your.Device」
をタップしてスタビライザーを接続します。
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アプリの使用方法

主要機能の概要
カメラパラメータの

迅速調整
カメラ動画および写
真撮影の操作.

カメラのフォーカスお
よびズームの操作 被写体追跡

スタビライザーパラ
メータ設定 タイムラプス

スタビライザーキャリ
ブレーション パノラマ撮影

ZY Play

キャリブレーションが必要な場合
必要に応じてスタビライザーのキャリブレーションを行ってく
ださい。

状況. 対応方法
1.. 起動後、スマホのチルト角度は水平面とわず
かな偏りがある場合。

2.. 起動後、スマホのロール角度は水平面とわず
かな偏りがある場合。

3.. スタビライザーが静止中で、水平方向はわず
かな角度補正が頻繁に行われる場合。

スタビライザ
ーの初期化

1.. 再起動をしても、スマホの水平度にわずかな
偏りがある場合。

2.. スタビライザーが長期間使われていない
場合。

3.. 操作環境の温度は差が大きすぎる場合。

6面キャリブ
レーション
の実施

初期化または 6面キャリブレーションの実施後で
も、スタビライザーのチルトまたはロール角度は
水平面とわずかな偏りがある場合。

モーターの
微調整
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キャリブレーションおよびファームウェアのアップグレード

初期化方法

スタビライザーを起動してスタンバイモードに入っ
た上で、.スタビライザーを水平面に置き、.30 秒待
つと、スタビライザーの初期化が完了します。

..初期化後も角度のずれが残る場合、再度、初期化
方法にて調整してください。

6 面キャリブレーション 
アプリを通じた 6面キャリブレーション：
さらなる詳細については「アプリの使用方法」をご
参照ください。.スタビライザーを Bluetooth 経由
で ZHIYUNアプリ「ZY.Play」に接続し、.「calibration」
を開いてアプリの指示にしたがって6面キャリブレ
ーションをしてください。

..6 面キャリブレーションはスマートフォンクランプ
の 6 面すべてを水平面に対して垂直にすること
です。
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ファームウェアアップグレード手順

USB

ファームウェアアップグレードとキャリブレーションの準備をす
るには、スタビライザーをお使いのコンピュータにMicro.USB
ケーブルで接続してください。
1.. ZHIYUN 社の公式ウェブサイト.www...zhiyun-tech...com.を
開いてください。.「ダウンロード」をクリックすると、ファーム
ウェアアップグレードチュートリアルパッケージがあります
ので、ドライバー、キャリブレーションツールと、お使いのス
タビライザーに対応する最新のファームウェアをダウンロー
ドしてください。(Mac およびWIN.10 システムでは、USBド
ライバーのインストールは必要ありません )。

2.. スタビライザーをお使いのコンピュータにMicro.USB ケー
ブルで接続し、スタビライザーの電源をオンにして、ドライバ
ーのインストールを完了します。

3.. スタビライザーの電源をオンにして、モードボタンを長押し
すると、スタンバイモードに入ります。

4.. ダウンロードした「ZHIYUNジンバルツール」を開き、ファー
ムウェアアップグレードチュートリアルの指示にしたがって
ファームウェアをアップグレードしてください。

モーターの微調整
さらなる詳細については.「アプリの使用方法」.をご参照ください。.
スタビライザーを Bluetooth 経由で「ZY.Play」に接続し、「PTZ」
を開いて、実際の必要に応じてチルトおよびロール軸の角度の
値を調整してください。

キャリブレーションおよびファームウェアのアップグレード
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最小 標準 最大 備考

動作電圧 7.4V

動作電流 120mA 2500mA.

充電入力電圧 4.7V 5V 5.5V

充電入力電力 500mA - 2000mA

電源出力電圧 - 5V -

電源入力電流 - - 2000mA

内蔵バッテリー容量 - 2000mAh*2 -

チルト角度範囲 - 240° -

ロール角度範囲 - 240° -

パン角度範囲 - 300° -

動作温度 -10°C 25°C 45°C
動作時間 - 12 時間 - 試験データ 1

充電時間 - 3.5 時間 - 試験データ 2

充電環境温度 -5°C - +60°C

ペイロード 75g - 210g

水平アーム調整範囲 - 10mm -

クランプ径 65mm - 82mm

適用可能範囲
クランプに固定可能なサイズのあらゆるスマー

トフォン

基本仕様
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「1」..このデータは温度が 25℃でスタビライザーの
バランスが適切に調整されている状態でのもの
です。

「2」..Smooth.4 は保護されており、充電時の温度が
高すぎる場合、デバイスとバッテリーを保護す
るために充電を停止します。温度が 25℃の場合、
このテストを行うために、5V/2A のバッテリーチ
ャージャーを用いてください。充電時間は環境
に応じて変動しますので、実際の結果は異なる
可能性があります。

..このマニュアルのすべてのデータは Zhiyun 社の
ラボでの内部実験によって収集されたものです。
条件ごとにデータはある程度異なりますので、実
際の Smooth.4 の利用方を参照してください。

基本仕様
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ZHIYUN社の Smooth.4をご利用いただきありがと
うございます。ここに記載されている情報は、お客
様の安全と法的権利と責任に関わります。使用前に
本書をよくお読みになり、正しく設定されていること
を確認してください。本書の説明と警告に従わず操
作を行うと、ご自身や周囲の人々に傷害をもたらし、
装置や財産に損失を招く恐れがあります。ZHIYUN
社は、本書および Smooth.4 に関連するすべての関
連文書の最終的な解釈の権利、および予告なしに
いつでも変更を加える権利を留保します。最新の製
品情報については.www...zhiyun-tech...com.をご
覧ください。

本製品を使用することにより、本書を注意深く読み、
本書の条項を理解し、同意したことと見なされます。
お客様は、本製品の使用中、お客様自身の行為およ
びその結果について、お客様が全責任を負うことに
同意するものとします。ZHIYUN 社が作成し入手可
能にしたすべての条件、予防措置、慣行、方針、およ
びガイドラインに従って、本製品の適切に使用する
ことに同意するものとします。

ZHIYUNTM.では、本製品の使用に伴って発生した損
害や負傷などに関して、.一切法的責任を負いません。
ユーザーは、本規定に定めるものををはじめとし.
(.ただしこれに限定しない.)、安全かつ合法的な使
用方法を順守するものとします。

ZHIYUNTM.は Gui l in . Zh ishen. In format ion.
Technology.Co.,.Ltd..( 以下.「ZHIYUN」または.
「ZHIYUN.TECH」.と称する ).およびその関連会社の
商標です。ここに記載されているすべての製品名ま
たは商標は、その所有者である各社の商標または
登録商標です。

免責条項と警告
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免責条項と警告

このガイドは参照目的に限定されており、内容につ
いて保証されるものではありません。製品は、その色、
サイズなど、その他の要素も含め、実際の製品と異
なる場合、実際の製品が優先されます。

用語集
以下の用語は、製品の資料全体にわたって使用さ
れており、本製品を使用する際の様々な起こりうる
危険のレベルを示します。

警告：.手順を適切に守らないと、物的損害、重大な
事故、.または重傷を負う可能性があります。

注意：.手順を適切に守らないと、物的損害や重傷を
負う可能性があります。

注記：.手順を適切に守らないと、物的損害や軽傷を
負う可能性があります。

ヒント
シンボルの説明 :... .操作と利用のヒント

.注意事項
QR.コードをスキャンして、ユーザーマニュアルをダ
ウンロードしたりする場合は、通信料金などが発生
する可能性がありますので、WiFi.のご利用をお勧め
します。
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警告
操作前に本製品の機能を理解するために、ユーザ
ーマニュアルをよくお読みください。製品を正しく
操作しないと、製品の損傷や個人的な財産の損失
を引き起こし、さらに人身への傷害を招く恐れがあ
ります。本製品は精密製品なので、常識的な注意深
い操作が必要であり、さらに基本的な機械操作が
できる能力を必要とします。本製品を安全かつ責任
を持って使用しないと、使用者が負傷したり製品や
その他の財産が破損する恐れがあります。本製品は、
大人の監督なしにお子様が一人で使用することは
できません。ZHIYUN 社が提供する製品ドキュメン
トに記載または指示に従って使用し、互換性のない
コンポーネントとの使用、またはその他の方法で使
用しないでください.。..この安全ガイドラインには、
安全、操作、メンテナンスのための説明が記載され
ています。製品を正しく操作し、損傷や重傷を避け
るために、組み立て、セットアップ、または使用前に、
ユーザーマニュアルのすべての指示と警告を必ず
お読みください。

免責条項と警告
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免責条項と警告

安全操作ガイドライン
注意
1.. Smooth.4 は高精度のコントロールデバイ
スです。落下させたり衝撃を与えたりすると、
Smooth.4 が損傷を受ける可能性があり、動作
不良が発生するおそれがあります。

2.. Smooth.4 の電源がオンになっている場合、ジ
ンバル軸の回転が外的な力によって妨げられ
ないようにしてください。

3.. Smooth.4 は防水ではありません。Smooth.4.
はいかなる液体類にも接触させないでくださ
い。クリーニングには乾いた柔らかい布を使う
ことをお勧めします。

4.. Smooth.4.にほこりや砂などが付着しないよう
注意してください。

警告
火災や使用者の怪我や器物破損を防止するため、
バッテリーの使用中や充電中や保管中は、以下の
安全ガイドラインを必ず守ってください。
注記
バッテリー使用方法
使用するたびにバッテリーが完全に充電されて
いることを確認してください。

充電
バッテリーが完全に充電されると自動的に充電が
停止します。充電が完了したら、充電器からバッテ
リーを外してください。
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バッテリーの保管
1.. バッテリーを.10.日以上利用しない場合は、40%.
~.65%.まで放電してください。これによりバッテ
リーの寿命が大きく延長できます。

2.. 残量が少なくなると、バッテリーはハイバネーシ
ョンモードに入ります。バッテリーを充電すると、
ハイバネーションモードから復帰します。

免責条項と警告

QC検査員：

本製品は品質基準を満たしており、厳格な
検査後に販売が許可されています。

品質証明書

製品の詳細については、ZHIYUN.社の公式サイトを
ご覧ください :.www...zhiyun-tech...com
この文書は、予告なしに変更されることがあります。
ZHIYUN™.は ZHISHEN の商標です。
Copyright.©. 2017-2018. ZHISHEN.. All. rights.
reserved
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保証書

保証期間

保証対象外事項

1.. 製品到着後.15.日以内に初期不良が発生した場
合、交換または無料修理サービスを提供いたし
ます。

2.. ご購入後.12.カ月の保証期間中に、通常のコンシ
ューマー向けの利用法および利用環境におい
て発生した製品の不良が、原材料または製造上
の問題に起因するものと確認された場合には、
無償にて修理いたします。

3.. 一部の州や国では、黙示的保証の存続期間に制
約がないため、上記の保証期間が適用されない
場合があります。

1.. 無許可の修理、誤用、衝突、不注意、誤った取り
扱い、浸漬、事故、不正改造によって発生した故
障の場合。

2.. 不適切な使用、ラベルやセキュリティタグが破損
または改ざんされた製品。

3.. 保証期間が過ぎた製品。
4.. 火災・地震・雷・風水害・その他の天災地変、公害
による損傷。
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保証請求手順
1.. ご購入いただいた製品について万一障害が生
じた場合、お住まいの地域の代理店もしくは、
service@zhiyun-tech.comまたはウェブサイト
www.zhiyun-tech.comで ZHIYUN.社のカスタ
マーサービスまでご連絡ください。

2.. お住まいの地域の代理店または ZHIYUN 社の
カスタマーサービスでは、製品の問題やお客様
が遭遇した問題に関するサービスについてその
手続方法をご案内致します。ZHIYUN 社は破損
または返品された製品を再検査する権利を留
保します。

保証書
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保証書

顧客情報

顧客名：

電話番号：

住所：

販売情報

販売日：

製品シリアル番号：

代理店の名称：

電話番号：

初回のメンテナンス記録

修理日付：

修理員の署名：

故障の原因：

修理結果： □解決済み

□未解決

□返品・交換
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オフィシャルアカウント

ウェブサイト Weibo

Facebook

YouTube

Google+

Youku

Vimeo

WeChat

電話：+86-773-2320856
ウェブサイト：www.zhiyun-tech.com
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com
住所：.Creative.Industrial.Park,.GuiMo.Road,.QiXing.

District,.Guilin.541004,.Guangxi,.China.
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