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TransMount�画像転送受信器
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。

画像転送受信器の操作⽅法

❶アンテナ

マイクロUSB充電/通信ポート❷

インジケーターライト�❸

電源ボタン❹

❺取付プレートスロット

安全ロック❻

�HDMI出⼒❼

1

画像転送受信器�x�1 受信器取付プレ
ート�x�1

コールドシュー
マウント�x�1

1/4インチネジ��x�1

LN-HAHB-A02
HDMIミニ～HDMIケーブル�x�1

Micro�USBケーブル�x�1 ユーザーガイド�x�1
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バッテリーの準備と充電

TransMount画像転送受信器にはバッテリーが内蔵されています。初めて受信器を使⽤する際
には、受信器をフル充電にして、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、受信器のマイクロUSB充電/通信ポートをアダプ
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ケーターライトが消えます。

2

バッテリー残量が少なくなると受信器の性能が下がってしまいますので、使⽤する前に必
ずフル充電することを推奨します。バッテリー残量が少なくなると、受信器の電源が⾃動
的に切れます。

WiFiペアリング

TransMount画像転送受信器は、必ずTransMount画像転送送信器と⼀緒に使⽤してください。初
めて受信器を使⽤する際には、WiFiペアリング⼿順を⾏ってください。送信器に付属する
ZW-Micro-002カメラコントロールケーブルで、受信器と送信器のマイクロUSB充電/通信ポート
を接続します。両⽅のデバイスの電源ボタンを3秒以上⻑押しして、電源を⼊れます。受信器の
電源ボタンを5回押して、2台のデバイスをペアリングします。ペアリング⼿順が完了すると、
送信器の緑のインジケーターライトが点灯します。
最初のペアリング後、送信器のWi-fiに⾃動的に接続されます。受信器に送信器のWi-fi情報が保
存されます。

①�TransMount画像転送送信器は、スマートフォン、タブレット、TransMount画像転送受
����信器を含む3台のデバイスまで接続できます。
②送� 信器が⼯場設定にリセット、WiFiパスワードが変更されたり、ファームウェアが更新
　された場合、もう⼀度ペアリング⼿順を実⾏してください。
③1� 台の送信器には1台の受信器のみが接続できます。別の送信器に接続する必要がある場
　合、もう⼀度ペアリング⼿順を実⾏してください。
④ペアリングを⾏う際には、送信器を受信器の上に置いたり、逆にしたりしないでくださ
　い。ペアリングの受信器と送信器の位置については上図を参考にしてください。送信器
　に受信器とモバイルデバイスを接続する際には、送信機から1メートル以上離してくだ
　さい。

�www.zhiyun-tech.jp
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1.�1/4インチネジでモニターの1/4インチネジ⽳に受信器取付プレートを取り付け、ネジを締
����め付けます。

取り付け

モニターへの取付とケーブルの接続

⼀部のモニターには、受信器を取り付けるためのコールドシューが装着されています。そ
の場合、1/4インチネジで、受信器取付プレートと付属のコールドシューマウントを取り
付けます。それをモニターのコールドシューに取り付けます。上の⼿順が終わったら、ネ
ジが締まっていることを確認してください。

2.�取付プレートに受信器にセットします。受信器を押し、安全ロックで固定します。アンテ
����ナを時計回りに90度回転させます。取り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。

�www.zhiyun-tech.jp
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3.�付属のLN-HAHB-A02�HDMIミニ～HDMIケーブルで、TransMount画像転送受信器とモニ
����ターを接続します。

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秒間⻑押しすると受信器の電源がオン/オフします。

•接続後に、電源ボタンを2回押すと、画像転送がオ

��ン/オフします。

•電源をオンにした後でボタンを5回押すと、受信器

��と送信器のWiFiペアリングが実⾏されます（送信

��器と受信器はZW-Micro-002カメラコントロールケ

��ーブル�で接続する必要があります）。

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。

•ペアリング中に速く点滅します。

•電源が切れる際に3回点滅します。

⾚のインジケーターライト[ ]❹ ●

•HDMI信号出⼒が消失すると点灯します。

•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。

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。

�ZHIYUNアプリ�は予告なく定期的に更新することがあります。

ファームウェアの更新

モニターとの併⽤

1.�受信器と送信器がWiFiでペアリングされていることを確認します。
2.送� 信器とカメラを接続してから送信器の電源を⼊れます。送信器の使⽤法については、
���TransMount画像転送送信器のユーザーガイドをご覧ください。
3.受� 信器とモニターを接続してから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。受信器の電源ボ
���タンを2回押すと、モニターにライブストリーミング画像が表⽰され、さらに電源ボタン
���を2回押すとライブストリーミング画像が消えます。

�www.zhiyun-tech.jp

ユーザーガイド



5

⽅法1：キャリアネットワークで更新する
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.受� 信器の電源を⼊れ、緑のインジケーターライトが点灯するまで待ちます。
3.ス� マートフォンでWiFi設定を開きます。送信器のWiFiと接続します（デフォルトパスワー
���ド：12345678)。ZY�Playアプリを起動し、送信機のページを選択します。
4.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、それをタップして継続します。更
���新が成功すると、受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インターネ
ットのページにアクセスできる⼀部のiOSシステムのスマートフォンでのみ使⽤できます。

製品仕様
製品モデル:�COV-02

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）

出⼒フレームレート
出⼒解像度

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

アンテナ回転範囲

送信距離

-

-

5V

1A

-

-

1080P/720P/576P/480P

30/29.97/25/24/23.98fps
-10℃

-

-

-

-

-

25℃

1400mAh

1.5時間

1.5時間

≈135g

270°

40℃

-

-

-

-

-

0-100m

受信器取付プレート付属

⼀⽅向にのみ回転

間に障害物がない場合

免責条項と警告

TransMount画像転送受信器（以下「受信器」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。
Guil in�Zhishen�Information�Technology�Co.,�Ltd�では、本説明書ならびに受信器の関連⽂
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。

⽅法2：WiFiで更新する
1.送� 信器の電源を⼊れます。
2.受� 信器の電源を⼊れ、緑のインジケーターライトが点灯するまで待ちます。
3.ス� マートフォンでWiFi設定を開き、送信器のWiFiに接続します（デフォルトパスワード：
���12345678)。ZY�Playを開き、送信器の製品ページを選択します。「今すぐ⼊⼒」のプロン
���プトが表⽰されたらZY�Playを閉じます。
4.ス� マートフォンでWiFi設定を開き、利⽤可能なWiFiネットワークにスマートフォンを接続
���します。もう⼀度ZY�Playアプリを開きます。ZY�Playアプリにファームウェア更新の通知が
���表⽰されたら、クリックしてファームウェアファイルをダウンロードします。
5.ダ� ウンロードが完了したら、スマートフォンのWiFi設定に進み、もう⼀度送信器のWiFiに
���接続します。ZY�Playアプリに戻り、「今すぐ更新」をタップして最新ファームウェアをダ
���ウンロードします。

①�受信器のファームウェアを更新するには、TransMount送信器が必要です。送信器と
�����受信器が正常に動作していることを確認してください。
②�送信器と受信器のバッテリー残量がどちらも50%以上であること確認してください。
�����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。また、アプリの
�����通知に注意してください。

⼯作频率

送信電⼒（EIRP）

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）

�www.zhiyun-tech.jp
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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。

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.受� 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、受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.受� 信器は防⽔ではありません。受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、受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

受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.�受信器を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。

�www.zhiyun-tech.jp
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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·地震·雷·⾵⽔害·その他の天災地変、公害による損傷。

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.ZHIYUNTECH.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

�www.zhiyun-tech.jp

保証書

製品モデル：COV-02

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）

品質証明書

Q�C検査員：

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。

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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