
TransMount動体センサーリモコン
ユーザーガイド
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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。

リモコン�x�1 リモコン延⻑プレート�x�1

マイクロUSBケーブル�x�1 ZW-Micro-002ケーブル�x�1 ユーザーガイド�x�1

動体センサーリモコンの操作⽅法

マイクロUSB充電/通信ポート

左ボタン（詳細については「

ボタンの説明」をご覧ください）

ディスプレイスクリーン（詳細

については「ディスプレイスク

リーンの説明」をご覧ください）

前ボタン（詳細については「ボタンの

説明」をご覧ください）

右ボタン（詳細については「ボタンの

説明」をご覧ください）

後ボタン（詳細については「ボタンの

説明」をご覧ください）
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バッテリーの準備と充電

TransMount動体センサーリモコンにはバッテリーが内蔵されています。初めて使⽤する際には、ま
ずコントローラーをフル充電して、本体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、コントローラーのマイクロUSB充電/通信ポートをアダ
プター（パッケージには付属していません。5V1Aのアダプターを推奨します。）に接続します。充
電が終了すると、ディスプレイスクリーンでバッテリーアイコンが点滅しなくなります。

取り付け

TransMount動体センサーリモコンは、TransMount画像転送送信器と受信器と⼀緒に使⽤する必
要があります。この2個のアクセサリーを適切な⽅法で使⽤するには、TransMount画像転送送
信器のユーザーガイドとTransMount画像転送受信器のユーザーガイドをご覧ください。

1.�送信器を取り付け、ケーブルで送信器をWEEBILL-Sに接続します（詳細についてはTransMount
����画像転送送信器のユーザーガイドをご覧ください）。

2.�受信器を取り付け、ケーブルで受信器をモニターに接続します（詳細についてはTransMount画像
����受信器のユーザーガイドをご覧ください）。
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3.�延⻑プレートにコントローラーをスライドして取り付け、ネジを締め付けます。

延⻑プレートからコントローラーを外すにはまず、ネジを緩め、安全ロックを押します。最後
にコントローラーを押してスライドしながら外します。

4.�延⻑プレートに受信器と⼀緒にモニターを取り付けます。
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5.�付属のZW-Micro-002ケーブルでコントローラーと受信器のマイクロUSB充電/通信ポートを接
����続します。

このケーブルはコントローラーと受信器の通信に使⽤されます。接続するとリモコンは⾃動的
に受信器へ給電します。（コントローラの電源を⼊れた場合のみ）※受信器へ給電を⾏った場
合、コントローラーのバッテリーは消耗されるため、稼働時間が変わってきます。

使⽤⽅法

�1.ボ� タンの説明

����ジョイスティック
スタビライザーのカメラとレンズの4⽅向コン
トロール。
����ビデオ�[�����]
1回押すと録画が開始/終了します。
����再配置
ボタンを1回押すと、スタビライザーの位置がリセ
ットされます。
����左�[�����]
•メイン画⾯で�1�回押すと前のオプションに戻ります。
•メニュー画⾯で1回押すと前の画⾯に戻ります。
•Sony�のカメラを使⽤している時は、電⼦ズームを
��コントロールします。
����モード
•1回押すと、PF、L、Fの各モードが切り替わります。
•2回押すと、POV、Go、Vortexの各モードが切り替
��わります。
•⻑押しすると、スタンバイモードが起動または終了
��します。
����LVボタン
•LVボタンを1回押すと、カメラのライブプレビュー
��モードが起動または終了します。
•LVボタンを2回押すと、ハンドル前⾯のすべてのボ
��タンがロックされ、再び2回押すとロックが解除さ
��れます。�

����
����

����右�[�����]
•メイン画⾯で1回押すと次のオプションに進みます。
•メニュー画⾯で1回押すと選択が確定されます。
•Sonyのカメラに接続されている場合は、カメラの
��電⼦ズームを制御します。
����メニュー[•••]
1回押すとメニューが起動または終了します。
����シャッターボタン
•途中まで押すとオートフォーカスが起動します。
•⼀番下まで押すと写真が撮影されます。
����電源ボタン�[�����]
電源ボタンを3秒押し続けると、コントローラーの
電源がオン/オフされます。
����動体センサーオン/オフボタン
上⽅に押すと動体センサーが起動します。下⽅に
�押すと動体センサーが停⽌します。
��

❶

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❶

❹

❺

❻
❼
❽
❾

����ダイヤル
•メイン画⾯でダイヤルを回すと、カメラのパラメ
��ータが調整できます。
•メニュー画⾯でダイヤルを回すと、オプションを
��切り替えることができます。
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•3回押すと、ハンドルのジョイスティックがロッ
��クされ、2回押すと解除されます。



2.�ディスプレイ画⾯の説明

カメラとスタビライザーが接続

ビデオモード

写真モード

受信器とコントローラーが接続

バッテリー残量（コントローラー）

カメラパラメータ設定が調整不可の場合、ボタンがロックされます

カメラパラメータ設定が調整可能の場合、ボタンがロックされます

パンフォローモード

ロックモード

フォローモード

視点モード

Goモード

Vortexモード

絞り値

シャッタースピード値

ISO

EV

コントローラーが充電中 未接続 カメラパラメータ
設定が調整不可

カメラパラメータ
設定が調整可能

Sony�のカメラに接続中 メニュー画⾯

キーロック キーロック アップグレードモード
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����ズームスライダー
⼀部のカメラまたはTransMountサーボズーム/フォ
ーカスコントローラーの電⼦ズームを制御します。

����フォーカス/ズームコントロールホイール
⼀部のカメラまたはTransMountサーボズーム/フォ
ーカスコントローラーの電⼦フォーカスを制御し
ます。



3.�メニューオプションの説明

motion
（動体センサーの設定）

speed
（動体センサーの

追跡速度）

smooth�
（動体センサーの円滑度）

チルト軸

ロール軸

パン軸

speed

control
（ジョイスティック
のスピード制御）

follow
（モーターのフォ
ロースピード）

smooth

deadband

default（デフォルト
設定に復帰する）

はい

いいえ

advance�
（スタビライザーパ

ラメータ設定）

sensi�
（コントロールホ
イールの感度）

低

中

wheel
（コントロールホ
イールの設定）

⾼

最⼤

A（現在のホイール位置をAポイントと設定する）

B（現在のホイール位置をBポイントと設定する）

clear（ABポイントをクリアする）

Lite

A�B�point�*

function
（コントロールホ
イールの機能）

M-focus（TransMount�サーボズーム/フォーカスコントローラー）

E-focus（電⼦ズーム/フォーカス）

Off（ハンドルのコントロールホイールを無効にする）

reverse（ホイール
を逆⽅向に制御する）

オフ

オン

reverse
（ジョイスティックを
逆⽅向に制御する）

vertical
（竖直⽅向）

horizontal
（⽔平⽅向）

joystick�
（ジョイスティッ

クの設定）

angle
（モーター⻆度の微調整）

Pitch（チルト軸⻆度の微調整）

Roll（ロール軸⻆度の微調整）

upgrade
（ファームウェアの更新）

about

UPGRADE�MODE（アップグレードモードに進む）

コントローラーの機種、ファームウェアバージョン

AB�ポイント設定は、ZHIYUNサーボフォローフォーカスに正しく
接続されている場合にのみ利⽤できます。

sensi
（コントロールホ
イールの感度）

低

中

Rocker�
（ズームスライ
ダーの設定）

⾼

最⼤

A（現在のホイール位置をAポイントと設定する）

B（現在のホイール位置をBポイントと設定する）

Clear（ABポイントをクリアする）

Lite

A（現在のホイール位置をAポイントと設定する）

B（現在のホイール位置をBポイントと設定する）

Clear（ABポイントをクリアする）

A�B�point*

function
（ズームスライ
ダーの機能）

M-zoom（TransMount�サーボズーム/フォーカスコントローラー）

E-zoom（電⼦ズーム）

Off�（ズームスライダーを無効にする）

reverse（スライダーを
逆⽅向に制御する）

オフ

オン

calibration（コントローラー
をキャリブレーションする）

はい

いいえ

テーブルの上に置く（テーブルの上に⽔平に置いてください）

チルト軸

ロール軸

パン軸

チルト軸

ロール軸

パン軸

チルト軸

ロール軸

パン軸

チルト軸

ロール軸

パン軸

チルト軸

ロール軸

パン軸

A（現在のホイール位置をAポイントと設定する）

B（現在のホイール位置をBポイントと設定する）

clear（ABポイントをクリアする）

オフ

オン

オフ

オン
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4.�動体センサーの使⽤⽅法
1.�送信器と受信器を接続し、WiFiペアリング⼿順を実⾏します。
2.�送信器を、カメラとWEEBILL-Sに接続します。デバイスの電源を⼊れます。
3.�受信器を、モニターとコントローラーに接続します。デバイスの電源を⼊れます。
4.�接続が成功すると、受信器の緑のインジケーターライトが点灯します。コントローラーの動体
���センサーオン/オフボタンを上⽅にスライドさせると、動体センサーが起動します。コントロー
���ラーの動体センサーオン/オフボタンを下⽅にスライドさせると、動体センサーが停⽌します。

①�デフォルトではロール軸の動体センサーが停⽌されています。起動するには、[メニュー設
����定]�>�[動体]�>�[ロール軸速度の調整]�と進みます。
②動� 体センサーが起動すると、スタビライザーは⾃動的にロックモードになります。
③動� 体センサーの使⽤時にカメラを保護するため、チルト軸のコントロール範囲は+135°～-60°、
���ロール軸のコントロール範囲は±45°、パン軸のコントロール範囲は360°になっています。
④動体センサーを初めて使⽤する際には、コントローラーをキャリブレーションする必要があ
���ります。メニュー設定で「キャリブレーション」を選択します。「はい」をクリックしてキ
���ャリブレーションに進みます。「テーブルの上に置く」（テーブルの上に⽔平に置く）の指
���⽰に従います。画⾯に「お待ちください...」が表⽰されます。3秒待つと画⾯に「√」が表⽰
���されます。キャリブレーションが完了しました。実際の使⽤時にもコントローラーをキャリ
���ブレーションすることができます。

ファームウェアの更新

マイクロUSBケーブルでコントローラーのマイクロUSB充電/通信ポートとノートパソコンを接続し、
ファームウェアを更新します。
1.��ZHIYUN公式サイト：www.zhiyun-tech.comのフロントページを開きます。[ダウンロード]�>�[ファ
����ームウェア]�と進みます。
2.「� ZHIYUN�キャリブレーションアップグレードツール」、「USBドライバー」、コントローラー
����の最新ファームウェアをダウンロードします。（iOSとWin10の場合は、USBドライバーのダウ
����ンロードは必要ありません。）
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製品仕様

製品モデル：COB05

充電電圧

充電電流

動作温度

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

最⼩

-

-

0℃

-

-

-

-

標準

5V

2A

25℃

1300mAh

5時間

1.5時間

約145g

最⼤

-

-

45℃

-

-

-

-

備考

コントローラーと受信器
が同時に動作すると、標
準動作時間が完了します。

免責条項と警告

TransMount動体センサーリモコン（以下「コントローラー」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。

延⻑プレートを除く。

7.4V

30mA

動作電圧

動作電流 -

-

-

-
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3.�コントローラーの電源を⼊れます。Menuボタンを押し、「アップグレード」を選択してファー
���ムウェアを更新します。右ボタンを押し、「アップグレードモード」に進みます。
4.「� ZHIYUNキャリブレーションアップグレードツール」を開き、ファームウェア更新チュートリ
���アルの指⽰に従って更新します。



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.�コントローラーは⾼精度の制御機器です。落下したり外⼒を受けた場合、コントローラーに損傷が
���発⽣し、その結果故障が起きる恐れがあります。
2.コ� ントローラーは防⽔ではありません。コントローラー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、コントローラー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。

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。

保証適⽤範囲外
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·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.�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。

保証書

保証書

10�www.zhiyun-tech.jp

製品モデル：COB05

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）

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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