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C R A N E  2
クイックスタートガイド
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1. 取り付け

 ● バッテリーカバーを緩め、3 個の IMR 18650 バ
ッテリーを正しい方向 ( バッテリーの正 / 負極
方向に注意 ) に挿入し、カバーを締め付けます。

 ● 三脚を用意し、スタビライザー底面のネジ穴に取
り付け、平面上で三脚を広げます。

2. バランス調整

 ● クイックリリースプレートの固定ねじを緩めて、前
後にスライドできるようにします。
 ● 片手でチルト軸を握り、カメラが静止状態で、レン
ズが前方を向いてほぼ水平になる位置にカメラ
を調整します ( 上図参照 )。調整後、カメラマウン
トの固定ねじを締め付けて固定してください。

 ● 固定ねじを緩めます ( 約 3 回転 )。レンズが上を
向いてカメラが静止する ( 上に示すように、カメラ
が静止し地面に対して垂直になる ) までチルト軸
を調整します。調整後、固定ねじを締め付けて固定
してください。

 ● 固定ねじを緩めます。レンズが前を向いてカメラ
が静止する ( 上に示すように、カメラが静止し地
面と水平になる ) までロール軸を調整します。調
整後、固定ねじを締め付けて固定してください。

4. 操作

 ● [Mode] ボタンを 3 回押す
現在のモードは変更せずに、パン軸を 180°回転
させます ( ロックモードでは使用できません )。

 ● [Mode] ボタンを 4 回押す
チルト軸とロール軸の位置をリセットします。

3. 電源オン / オフ
 ● [ オン / オフ / 動画 ] ボタンを 3 秒間押し続けると、スタ
ビライザーの電源がオン / オフされます。

1. マウントプレートの固定ねじを緩め、安全ロックを押しながら、クイックリリースプレートをスライドして取
り外します（プレートの矢印マークと反対の方向にスライド）。

2. クイックリリースプレートにカメラを取り付け、底面の 1/4 インチネジを締め付けます。
3. カメラを取り付けたクイックリリースプレートを、プレートの矢印マークの方向に従ってスライドし、固定ね

じを締め付ければ、クイックリリースプレートの取り付けは完了です。
4. レンズサポートのネジを緩め、レンズを安定して保持できる高さに調整して、ネジを締め付けます。

·[Mode] ボタンを 1 回押す ·[Mode] ボタンを 2 回押す

PF L

パンフォローモードとロックモードが切り替わ
ります。

フルフォローモードと POV モードが切り替わります。

F POV

 ● パン軸の固定ねじを緩めます。カメラが静止し左
右に回しても垂直アームの水平が維持されるまで
パン軸を調整します ( 上図参照 )。調整後、固定ね
じを締め付けて固定してください。
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ユーザーマニュアル完全版
以下の手順に従って、CRANE 2 の基本機能を学ぶことができます。製品をご利用になる前に、ユーザーマニュ
アルを注意深くお読みください。

クイックスタートガイド

CRANE 2 のデジタル版ユ
ーザーマニュアル

サーボフォローフォーカスのデ
ジタル版ユーザーマニュアル

カメラの取り付けが完了する前にスタビライザーの電源を入れないでください。カメラの落下を防ぐため、起
動する時には手でカメラを支え、安定した状態で操作してください。

パンフォロー
モード ロックモード フルフォロー

モード
視点モード

(POV モード )

環境保護の観点から、この製品では紙媒体のユーザーマニュアルを提供していません。ZHIYUN 公式サイト
www.zhiyun-tech.com からユーザーマニュアルの完全版をダウンロードするか、 QR コードをスキャンしてく
ださい。製品をご利用になる前に、ユーザーマニュアルをお読みください。

「ZY Play」アプリでは、パラメータ設定やスタビライザーの遠隔制御などの操作を行なうことができます。

4.「ZY Play」アプリの接続

公式サイト Weibo

Facebook YouTube

Google+

Youku

Vimeo

WeChat

下記 QR コードをスキャンして ZHIYUN をフォローすると、製品の詳細情報をご覧いただけます。

1. アプリストアで「ZY Play」を検索するか、左の QR コードを直接スキャンして、
ZY Play アプリをダウンロードします (Android 5.0 以降または iOS9.0 以降に
対応 )。

2. スタビライザーの電源を入れ、Bluetooth を起動します。
3. 「ZY Play」アプリを開き、「デバイスと接続する」をタップします。接続するスタ

ビライザーを選択します。

クイックスタートガイド
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8. バッテリーを分解したり、鋭利な刃物で電池を刺したりしないでください。バッテリーの液漏れ、発火、爆発
を引き起こす恐れがあります。

9. バッテリーに強い衝撃を与えたり、潰したり、投げたりしないでください。バッテリーや充電器の上に重い
物を置かないでください。

10. バッテリー内部の電解液には強い腐食性があります。誤って皮膚や眼に電解液が接触した場合は、直ちに
水で 15 分以上洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

11. バッテリーが打撃や大きな衝撃を受けた場合は、使用しないでください。
12. バッテリーを加熱したり、電子レンジや加圧容器に入れないでください。
13. 導電性の物体 ( 金属製デスクの上、眼鏡、腕時計、宝飾品など ) にバッテリーを接触させないでください。
14. バッテリーの正極と負極を短絡させる恐れのあるワイヤーなどの金属物は使用しないでください。
15. バッテリーターミナルが汚れている場合は、乾いた清潔な布で拭いてください。不適切な方法で清掃を行

なうと、バッテリーの接続不良を引き起こし、エネルギー損失や充電不良につながる恐れがあります。

充電
1. バッテリーは満充電になると自動的に充電が停止します。充電完了後はバッテリーを充電器から外して保

管してください。
2. バッテリーを壁のコンセントまたは車の充電器のソケットに直接接続しないでください。必ず ZHIYUN 純

正品の充電器を使用して充電してください。ZHIYUN は、ZHIYUN 純正品以外のの充電器を使用して発生
したいかなる問題に関しても 、 一切責任を負いません。

3. バッテリーと充電器を引火性物質の近くや可燃物 （ カーペットや木材など ） の近くに置かないでください。
事故を防ぐため、充電中は絶対にバッテリーを放置しないでください。

4. 使用直後のバッテリーは高温になっているため、バッテリーを充電しないでください。室温まで温度が下
がってからバッテリーを充電してください 。 45℃以上または 0℃未満の温度でバッテリーを充電すると、
液漏れ、発熱、破損の原因となります。

5. 使用前に充電器の外装、コード、プラグなどの部品に損傷がないことをご確認ください。破損した充電器
を使用しないでください。アルコールなどの可燃性溶剤を含む液体で充電器をクリーニングしないでくだ
さい。使用しないときは充電器を外してください。

バッテリーの保管
1. バッテリーはお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
2. ストーブまたはヒーターなどの熱源の近く、または暑い日に車内にバッテリー放置しないでください。バ

ッテリーを温度が 60℃を超える環境に置くことは絶対に避けてください。 適正な保管温度は 22℃ ~28℃ 
です。

3. 乾燥した環境にバッテリーを保管してください。
4. バッテリーの過放電を防止するために、完全に放電した状態で長期間放置しないでください。バッテリー

の損傷や破損の原因となります。

保証期間

保証対象外事項

保証請求手順

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、一般的なユーザーの通常利用の範囲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、水没、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. 保証期間が過ぎている場合。
4. 火災・地震・雷・風水害・その他の天災地変、公害による損傷。

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、メールアドレ
ス（service@zhiyun-tech.com）または公式サイト www.zhiyun-tech.com から ZHIYUN のカスタマーサー
ビスにご連絡ください。

2. お住まいの地域の代理店または 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。

電話：+86-773-2320856
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：+31-297303057、10:00 ～ 17:00 GMT+1、月～金
公式サイト：www.zhiyun-tech.com
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com
住所 ( 中国 )：
Building No. 13, Creative Industrial Park, Guimo Road, Qixing District, Guilin 541004, Guangxi, China

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：
初回修理記録
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 □返品・交換

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 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 © 2018 ZHISHEN.All rights reserved

免責条項と警告

ZHIYUN CRANE 2 をお買い上げいただきありがとうございます。本書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。ご使用前に本書をよくお読みになり、適切に設定されていることをご確認くだ
さい。本書の説明と警告に従わずに操作を行うと、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。Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd では、本指示書ならびに CRANE 2 の
関連文献に関する最終的な解釈をする権利を留保しています。本書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。

本製品を使用した時点で 、 本書を注意深く読み、 本書の条項を理解し、 これ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、本製品を適切に使用することに同意するものとします。 

ZHIYUN では、本製品の使用に伴って発生した損害や負傷などに関して、一切の法的責任を負いません。お客
様は、本規定に定めるものを含め（規定の内容だけに限定せず）、安全かつ合法的な使用方法を順守するも
のとします。 

ZHIYUN は Guilin Zhishen Information 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。 

警告

操作前に本製品の機能をご理解いただくために、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。精
密機器ですので、本製品には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かった場合、使用者の負傷や製品その他の財産に損害を招く
恐れがあります。お子様が単独で、大人の監督なしに本製品を使用することは避けてください。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の併用、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、メンテナンスの説明が記載され
ています。製品を正しく操作し、損傷や負傷を避けるために、組み立て、セットアップ、ご使用前に、ユーザーマ
ニュアルのすべての内容を必ずお読みください。

凡例： ヒント 重要

ヒントについて

免責条項と警告

安全操作ガイドライン

バッテリー使用方法
1. バッテリーを、いかなる種類の液体にも接触させないでください。雨や湿気の多い場所にバッテリーを放

置しないでください。バッテリーを水没させないでください。 バッテリー内部に水が入ると、化学分解が起
こり、バッテリーの発火や爆発を引き起こす恐れがあります。

2. 使用中にバッテリーとスタビライザーが水没した場合は、ただちにバッテリーを取り外し、可燃物のない
安全な場所に置いてください。バッテリーが完全に乾燥するまで、バッテリーから離れてください。水没し
たバッテリーをを再度使用しないでください。また、以下の「バッテリーの廃棄」の項目の指示に従って、バ
ッテリーを適切に廃棄してください。

3. バッテリーが発火した場合は、水、消火スプレー、砂、消火毛布、乾燥粉末、または二酸化炭素消火器を使
用して直ちに消火してください。バッテリーが発火すると爆発が起こる恐れがあります。実際の状況に応じ
て上記の推奨順序に従って消火してください。

4. ZHIYUN 純正以外のバッテリーは絶対に使用しないでください。交換または予備が必要な場合は、
ZHIYUN 公式サイトまたは正規代理店にて新しいバッテリーを購入してください。ZHIYUN は、ZHIYUN 純
正バッテリー以外によって引き起こされたいかなる損害についても責任を負いません。

5. 完全に放電した状態で長期間放置しないでください。
6. バッテリーは -10℃～ 45℃の温度範囲内で使用してください。45℃以上の環境でバッテリーを使用すると、

火災や爆発の危険があります。-10℃以下でバッテリーを使用すると、重大なバッテリーの損傷を招く場合
があります。 

7. 強い静電気や磁場が発生している環境では、バッテリーを使用しないでください。バッテリー保護回路の
誤作動を引き起こす恐れがあります。

注意：
1. CRANE 2 は高精度のコントロールデバイスです。落下や外的な力にさらされると、CRANE 2 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. CRANE 2 の電源がオンになっている場合、スタビライザー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. CRANE 2 は防水ではありません。CRANE 2 はいかなる液体類にも接触させないでください。クリーニング

には乾いた柔らかい布を使うことをお勧めします。
4. CRANE 2 にほこりや砂などが付着しないようご注意ください。

警告
火災や怪我、器物の破損を防止するために、 バッテリーの使用・充電・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. 長期間使用しないと、バッテリーの性能が低下する恐れがあります。
3. 高温または低温の環境では、絶対にバッテリーを使用しないでください。
4. 温度が 60℃を超える環境にバッテリーを保管しないでください。

バッテリーの廃棄
1. 指定リサイクル容器にてバッテリーを廃棄する前に、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るので、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律や規則に従ってください。 

2. バッテリーを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。適切な処理方法
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。


