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TransMount画像転送送信器
ユーザーガイド
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ユーザーガイド

梱包リスト

製品パッケージには次の部品が付属しています。不⾜があった場合は、ZHIYUNまたは最寄
りの販売店にお問い合わせください。

TransMount画像転送送信器の操作⽅法

❶アンテナ

❷マイクロUSB充電/通信ポート

❸インジケーターライト

❹電源ボタン

❺取付プレートスロット

❻安全ロック

❼�HDMI⼊⼒

❽カメラコントロールポート

1

M2.5x9ネジ�×�4
M1.5レンチ�×�1

LN-MBUC-B01
カメラコントロール

ケーブル�x�1

ZW-Mini-002
カメラコントロール

ケーブル�x�1

ZW-Micro-002
カメラコントロール

ケーブル�x�1

LN-MCUS-A03
カメラコントロール

ケーブル�x�1

Micro�USBケーブル�x�1 ユーザーガイド�x�1

画像転送送信器�x�1 送信器取付
プレート�x�1

コールドシュ
ーマウント�x1

1/4インチネジ�x1

�www.zhiyun-tech.jp



バッテリーの準備と充電

TransMount画像転送送信器にはバッテリーが内蔵されています。初めて送信器を使⽤する際
には、送信器をフル充電してから、バッテリーを起動してください。
充電⽅式：付属のマイクロUSBケーブルで、送信器をアダプター（付属しません。5V1Aを推
奨）に接続します。コンセントにアダプターを差し込むと、充電が始まります。充電が完了
すると⻘いインジライトが消えます。

2

使⽤する前に必ず送信器を満充電するよう推奨されます。バッテリー残量が低下すると、
送信器の動作に⽀障が出ます。

取り付け

ZHIYUNスタビライザーへの取り付けとケーブルの接続
1.�WEEBILL-Sへの送信器の取り付け例。
����付属のM2.5x9ネジ2本で、クイックリリースプレートの底⾯に送信器取付プレートを取り
����付けます（⽅向に注意）。付属のレンチでネジを固定します。

2.�取付けプレートに送信器をセットします。チルト軸モーターの⽅向に安全ロックがかかる
　まで押します。アンテナを時計回りに270度回転します。取付けが完了しました。

アンテナは⼀⽅向にしか回りません。最⼤回転⻆度は270度です。回転⽅向に注意してく
ださい。

ユーザーガイド
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3.�ZW-Micro-002ケーブルで、チルト軸のカメラコントロールポートと送信器のマイクロUSB
����充電/通信ポートを接続します。

このケーブルはスタビライザーと送信器間の通信に使⽤されます。適切に接続された場合、
スタビライザーの電源を⼊れると⾃動的に送信器の充電が開始します。これにより、スタ
ビライザーの動作時間に多少影響を与えます。

4.�対応するカメラコントロールケーブルで、カメラのUSBポートと送信器のカメラコントロ
　ールポートを接続します。カメラのHDMIポートと送信器のHDMI⼊⼒を対応するHDMIケー
　ブル（オプション）で接続します。

①カメラコントロールケーブルを送信器のマイクロUSBポートに差し込んでください
（Sonyのカメラコントロールケーブルを除く）。

②ケーブルを着脱する前に、必ずスタビライザーと送信器の電源を切ってください。
　上の⼿順では、わかりやすくするために、ケーブルが⾚で表⽰されています。実際のケー
　ブルの⾊は黒です。
③デバイスを取り付けた後でスタビライザーのバランスを取ります。バランスの取り⽅と調
　整については、スタビライザーのユーザーガイドをご覧ください。

他のデバイスへの取り付けとケーブルの接続
1.カメラホットシューへの送信器の取り付け例。ケースから、送信器取付プレート、コー
　ルドシューマウント、1/4インチネジを取り出します。送信器取付プレートとコールドシ
　ューマウントのネジ⽳に1/4インチネジを取り付けます（⽅向に注意）。カメラのホット
　シューに両者を取り付け、ネジを締め付けます。

ユーザーガイド
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2.�取付プレートに送信器をセットします。送信器を押し、送信器を安全ロックで個体され
����るまで押します。アンテナを反時計回りに90度回転します。取り付けが完了しました。

3.�対応するカメラコントロールケーブルで、送信器のカメラコントロールポートとカメラ
����のUSBポートを接続します。カメラのHDMIポートと送信器のHDMI⼊⼒を対応するHDMI
　ケーブル（オプション）で接続します。

付属のマイクロUSBケーブルで、カメラ本体のパワーバンクにマイクロUSB充電/通信ポート
と電源アダプターを接続すると、送信器を充電できます。推奨電⼒出⼒：5V1A。

使⽤⽅法

インジケーターライトとボタン
❶電源ボタン[����]

•3秒間⻑押しすると送信器の電源がオン/オフします。

•電源ボタンを3回短く押すと5.2GHz周波数帯と5.8GHz

��周波数帯が切り替わります。

•電源をオンにした後でボタンを5回押すと、⼯場設定

��に復帰します。

⻘のインジケーターライト[ ]❷ ●

•充電中に点灯します

•フル充電になると消えます

緑のインジケーターライト [ ]❸ ●

•電源がオンの場合やWiFiが正常に動作している場合

��に点灯します。

•WiFiの準備が完了していない場合はゆっくりと点滅

�します。

•電源が切れる際に速く点滅します。

•現在の周波数帯が5.2GHzの場合は3回点滅します。

⾚のインジケーターライト[ ]❹ ●

•HDMIケーブルを接続した後でHDMI信号が存在しな

��い場合、点灯します。

•バッテリー残量がほぼ5%～20%になるとゆっくり点

��滅します。

本チャートにはケーブルの接続が⽰してあります。詳細についてはTransMount画像転送送信
器互換性リストをご覧ください。

コントロールケ
ーブルの形式

ZW-Micro-002

Micro�USB

ZW-Mini-002 LN-MBUC-B01 LN-MCUS-A03

Mini�USB Type-C Multi�USB

ニコン キャノン パナソニック ニコン ソニー

D850 5D�Mark�Ⅳ 6D�Mark�Ⅱ Z6 A7RM3EOS�R Gh5

カメラポート種別

カメラのブラン
ドと型番

ユーザーガイド
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アプリのダウンロード
左のQRコードをスキャンする�(Android�5.0以降、IOS�9.0以降)�か、App�Store
で「ZY�Play」を直接検索して、「ZY�Play」をダウンロードします。

1.専⽤アプリのZY�Playとペアリングすると、TransMount画像転送送信
���器の種々の機能を有効に活⽤できます。
2.ZY�Playは予告なく定期的に更新されます。

ZHIYUNスタビライザーとの使⽤⽅法
1.��WEEBILL-Sでの送信器の使⽤例。スタビライザーの電源を⼊れ、メニューに進みます。
��「カメラ」でカメラのブランドを選択します。「ccs」を選択します。送信器の電源を⼊れ
����てから、カメラの電源を⼊れます。スタビライザーのOLEDスクリーンに�[�����]�のマークが
����表⽰されると、スタビライザーコントロールパネルでカメラを制御できます。�
2.�ZY�Playアプリを開きます。WEEBILL-S接続ページを選択します。「Connect�Now」をタッ
����プします。Weebil l�SのBluetoothを選択して接続します。「Enter�Now」をタップします。
3.�インターフェイスに進んだら、WiFiアイコン�[������],�をタップします。送信器のWiFiを接続
����します（デフォルトパスワード：12345678)。画像送信アイコン[������],�をタップして、画
����像をライブストリーミングします。

他のデバイスとの使⽤法
1.�まず送信器の電源を⼊れ、次にカメラの電源を⼊れます。
2.�スマートフォンでWiFi設定を開きます。送信器のWiFiを選択します（デフォルトパスワー
����ド：12345678)。ZY�Playアプリを開き、送信器接続ページを選択します。
3.�インターフェイスに進んだら、画像送信アイコン[������]�をタップして、画像をライブストリ
����ーミングします。

LIRE

LIRE

①送信器のWiFi名は、送信器下⾯のラベルに記載されています。USER�ID�XXXX。
②画像転送はPフォーマットのHDMI出⼒を有するカメラのみで利⽤でき、Iフォーマット
���のHDMI出⼒を有するカメラでは利⽤できません。転送画像の画質は、カメラのHDMI出
���⼒によって異なります。1080pが推奨されます。
③DSLRでこの機能を使⽤するには、HDMI出⼒が使⽤できるようにカメラのライブビュ
���ーを起動してください。
④送信器は、同時に3台の外部デバイスに接続できますが、送信器とカメラの操作を⾏え
���るのは、1台のデバイスのみです。
⑤カメラの互換性については、ZHIYUN公式サイトwww.zhiyun-tech.com�の、TransMount
���画像転送送信器互換性リストを参照してください。

ファームウェアの更新

⽅法1：キャリアネットワークで更新します。
1.送� 信器の電源を⼊れます。スマートフォンのキャリアネットワークを起動します。
2.ス� マートフォンでWiFi設定を開きます。送信器のWiFiを接続します（デフォルトパスワー
���ド：12345678)。ZY�Playアプリを開き、送信器接続ページを選択します。
3.Z� Yアプリにファームウェアの更新通知が表⽰されたら、それをタップします。更新が成功
���すると、送信器の電源が⾃動的に切れます。
������この⽅法は、送信器のWiFiに接続されていてもキャリアネットワークを使⽤してウェブペ
������ージにアクセスできる⼀部のiOSスマートフォンでのみ使⽤できます。

⽅法2：WiFiで更新します。
1.送� 信器の電源を⼊れます。
2.ス� マートフォンでWiFi設定を開きます。送信器のWiFiを接続します（デフォルトパスワー
���ド：12345678)。ZY�Playアプリを開き、送信器接続ページを選択します。
3.ス� マートフォンでWiFi設定を開き、WiFiに接続します。もう⼀度ZY�Playを開き、ファーム
���ウェアの更新通知が表⽰されたら、タップしてダウンロードします。
4.ダ� ウンロードが終了したら、WiFi設定を開き、送信器のWiFiを接続します。ZY�Playに戻り、
���更新をタップします。更新が成功すると、送信器の電源が⾃動的に切れます。

ファームウェアを更新する前に、送信器のバッテリー残量が50%以上になっている必要が
あります。更新中は、アプリを閉じたり、バックグラウンドで動作させないでください。
通知に注意を払ってください。

①�送信器のデフォルト周波数帯は5.8GHzです。5.8GHz周波数帯が特殊な⽤途に限られ
����る国では5.2GHz周波数帯に切り替えてください。再起動後も送信器は5.2GHz周波数
����帯のままになります。本体起動後に電源ボタンを3回短く押し、3秒待つと周波数帯が
����切り替わります。5.8GHz周波数帯では緑のインジケーターライトが点灯し、5.2GHz
����周波数帯では3回点滅します。
②�5.2GHz周波数帯のチャンネル36では、送信器は、720Pでのみ動画をストリーミング
����します。

ユーザーガイド
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製品仕様
製品モデル：COV-01

最⼩ 標準 最⼤ 備考

充電電圧
（マイクロUSBポート）

充電電流
（マイクロUSBポート）

出⼒電圧
（カメラコントロールポート）

出⼒電流
（カメラコントロールポート）

⼊⼒解像度

⼊⼒フレームレート

出⼒解像度

出⼒フレームレート

バッテリーの容量

バッテリー作動時間

充電時間

製品正味重量

アンテナ回転範囲

送信距離

-

-

-

-

5V

1A

5V

100mA

1080P/720P/576P/480P

60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98fps

1080P/720P/576P/480P

30/29.97/25/24/23.98fps

-10℃

-

-

-

-

-

25℃

1400mAh

1.5時間

≈133g

270°

40℃

-

-

-

-

-

0-100m

送信器取付プレート付属

中断なく1⽅向のみに回転

間に障害物がない場合

免責条項と警告

TransMount画像転送送信器（以下「送信器」と称する）をお買い上げいただき誠にありがとうご
ざいます。本情報には安全性ならびに法律上の権利や義務について記載されています。ご使⽤の
前に、適切に設定できるよう、本説明書を熟読してください。本説明書に記載の説明や警告を読
まなかったりそれに従わなかった場合、使⽤者やその場に居合わせた⼈が重傷を負ったり、デバ
イスや器物が破損する恐れがあります。Guilin� Zhishen� Information� Technology� Co.,� Ltd�では、本
説明書ならびに送信器の関連⽂書に関する最終的な解釈をする権利を保留しています。本情報の
内容は予告なく更新されることがあります。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、本契約書の条項を理解し、遵守することに
同意したと⾒なされます。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。

ZHIYUNでは、本製品の使⽤に起因する直接的または間接的な損害、傷害または法的責任につ
いて⼀切の責任を負いません。お客様は、ここに記載されているものを含むがこれに限定され
ない安全で合法的な使⽤⽅法を遵守するものとします。

ZHIYUN™およびTransMount™は、Guilin� Zhishen� Information� Technology� Co.,� Ltd（以下
「ZHIYUN」または「ZHIYUN�TECH」と称する）および関連会社の商標です。本書に記載さ
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。

ヒントについて
凡例：� ヒント 重要

QRコードをスキャンしてキャリアネットワークで操作する場合、ご利⽤の通信会社から課⾦
されることがあります。WiFi経由で操作するよう推奨されます。

5.15GHz-5.25GHz,5.725GHz-5.825GHz

5.15GHz-5.25GHz�<20dbm（CE）�
5.725GHz-5.825GHz�<14dbm（CE）
5.15GHz-5.25GHz�<24dbm（FCC）�
5.725GHz-5.825GHz�<30dbm（FCC）������������������������������
5.15GHz-5.25GHz�<23dbm（SRRC）�
5.725GHz-5.825GHz�<27dbm（SRRC）

-

-

-

-

ユーザーガイド
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警告
操作前に本製品の機能を理解するために、ユーザーガイドをよくお読みください。製品を正しく
操作しないと、製品の損傷や個⼈の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。本製品は精密製品です。本製品は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ある⽅法で使⽤しなかった場合、
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使⽤したり、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、セットアップ、または使
⽤する前に、ユーザーガイドのすべての説明と警告を必ずお読みください。

安全操作のガイドライン
ご注意：
1.送� 信器は⾼精度の制御機器です。落下したり外⼒を受けた場合、送信器に損傷が発⽣し、
���その結果故障が起きる恐れがあります。
2.送� 信器は防⽔ではありません。送信器を洗浄液などの液体に接触させないでください。
���クリーニングには乾いた布を使うことをお勧めします。
3.使� ⽤中は、送信器にほこりや砂などが侵⼊しないように保護してください。

警告：

⽕災や使⽤者の怪我や器物破損を防⽌するために、バッテリーの使⽤中、充電中、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。

バッテリーの使用方法

送信器を使⽤する前に必ず満充電してください。

充電

バッテリーの充電が完了すると⾃動的に充電が停⽌します。充電が完了したらバッテリーと充電
器の接続を外してください。
バッテリーの保管

1.送� 信器を10⽇間以上使⽤しない場合、バッテリーの寿命を延ばすため、バッテリーを40%～65%
���まで放電させてから保管してください。
2.バ� ッテリーの電圧が低くなると、低消費電⼒モードに切り替わります。低消費電⼒モードを
���解除するには、バッテリーを充電してください。

バッテリーのメンテナンス
1.�バッテリーを過充電または過放電させないでください。バッテリーの破損の原因になります。
2.�⻑期間使⽤しないと、バッテリーの性能に影響が出ます。
3.�温度が⾼すぎたり、低すぎたりする環境では、絶対にバッテリーを使⽤しないでください。
4.バッテリーの健全性を維持するため、3ヶ⽉に1回、バッテリーを満充電してから放電してください。
バッテリーの廃棄処理

1.指� 定のリサイクル容器に⼊れる前に、バッテリーを完全に放電させてください。バッテリーに
���は有害物質が含まれていますから、⼀般ゴミと⼀緒に廃棄することは禁⽌されています。バッ
���テリーのリサイクルや廃棄については、お住まいの地域の法規や規則に従ってください。
2.バ� ッテリーが完全に放電できない場合は、絶対にリサイクル容器に⼊れないでください。適切
���な対策については、バッテリーリサイクル会社にお問い合わせください。
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保証期間
1.製� 品の受領後15⽇以内に製品に⽋陥が⾒つかった場合、交換または無償修理サービスを受
���けることができます。
2.有� 効な保証期間内（出荷⽇から12ヶ⽉間）に、正常な使⽤状態や条件のもとで、材料また
���は製造上の⽋陥によって製品が故障した場合、ZHIYUNが提供する無償修理サービスを利⽤
���できます。

保証対象外事項
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グが破損または改ざんされた製品。
3.保� 証期間が終了した製品。
4.⽕� 災、洪⽔、落雷などの不可抗⼒により破損した製品。

保証請求⼿順
1.購� ⼊後に製品に不具合や問題が発⽣した場合は、最寄りの販売代理店もしくは、
���SERVICE@ZHIYUN-TECH.COMまたはWebサイトwww.zhiyun-tech.comでZHIYUNのカス
���タマーサービスにお問い合わせください。
2.最� 寄りの販売代理店またはZHIYUN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。

ユーザーガイド

�www.zhiyun-tech.jp



保証書

製品モデル：COV-01

お客様情報

⽒名： 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：

No1メンテナンス記録

修理⽇付： 修理担当者の署名：

故障の原因：

修理結果： □解決済み □未解決 □返⾦済み（交換済み）

保証書

8�www.zhiyun-tech.jp

コンタクトカード

公式サイト Facebook�
(�Zhiyun�Tech�)

Facebook�
(�Zhiyun�Support�)

Instagram YouTube

下のQRコードをスキャンすると、ZHIYUNの最新情報を知ることができます。

品質証明書

Q�C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。

電話：+86�(0)�773-3561275
⽶国ホットライン：+1�808-319-6137、9:00～18:00�GMT-7、⽉～⾦
欧州ホットライン：+49�(0)6101�8132�180、10:00-17:00�GMT+1、⽉～⾦
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com
ウェブサイト：www.zhiyun-tech.jp
住所：09�Huangtong�Road,�Tieshan�Industrial�Zone,�Qixing�District,�
�����������Guilin,�Guangxi,�China.�

www.zhiyun-tech.com�から最新バージョンをダウンロードしてください。
この⽂書は、予告なしに変更されることがあります。
ZHIYUN™およびTransMount™は、
Guilin�Zhishen�Information�Technology�Co.,�Ltd
（以下「ZHIYUN」または「ZHIYUN�TECH」と称する）および関連会社
の商標です。本書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。
Copyright�©�2020�ZHISHEN.All�rights�reserved。
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