
本PDFドキュメントでは以下の機能が利
用できます。

クイックキーワード検索
検索ボックスにキーワードを入力して

検索ボタンを押します

チャプター間のクイックジ
ャンプ

「目次」で特定のチャプターをクリッ
クすると、そのチャプターにジャンプ

します

*上の機能に対応するには、Adobe Readerなど
の読み込みソフトウェアが必要です。
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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
は最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

梱包リスト

CRANE■3■LABスタビライ
ザー■ｘ■1

三脚× 1 クイックリリースプレート■
■x■1

HDMI■Mini ～ HDMI マイク
ロHD■HDMI ケーブル■×■1

HDMI■Mini ～ HDMIミニ
HD■HDMI ケーブル■×■1

USB■3.0 ～ USBミニカメラ
コントロールケーブル■× 1

USB■3.0 ～ USB マイクロカ
メラコントロールケーブル■

× 1

USB■3.0 ～マルチカメラコ
ントロールケーブル■× 1

USB■3.0 ～タイプ Cカメラ
コントロールケーブル■× 1

USB■3.0 ～ USBミニ 8P■+■
Ø2.5mmプラグカメラコン
トロールケーブル■× 1

Micro■USB ケーブル■x■1 18650■リチウムイオンバッ
テリー■x■3

18650リチウムイオンバッ
テリー充電器■×■1

クイックスタートガイド■■
×■1

USBケーブルストレージボ
ックス■×■1

ストレージケース■x■1
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CRANE 3 LAB の詳細

CRANE 3 LAB の詳細

1.■■ クイックリリースプレート

2.■■ クイックリリースプレートラッチ

3.■■ クイックリリースプレートつまみねじ

4.■■ カメラ画像転送・制御モジュール■
（詳細は 3 ページを参照■ ）

5.■■ パン軸ラッチ

6.■■ 1/4 インチネジ穴

7.■■ 電源ボタン

8.■■ フォローフォーカスホイール

9.■■ ジョイスティック

10.■■三脚

11.■■つまみネジ

12.■■ロール軸モーター

13.■■ロール軸ラッチ

14.■■コントロールスティック■（詳細は
12 ページを参照■ ）

15.■■チルト軸モーター

16.■■つまみネジ

17.■■チルト軸ラッチ

18.■■つまみネジ

19.■■パン軸モーター

20.■■バッテリーコンパートメント

21.■■ USB■電源出力コネクター

22.■■ Mode ボタン■（詳細は 12 ページ
を参照■ ）■

18
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カメラ画像転送・制御モジュール

番号 インターフェイス 機能 出力 入力

1 WiFi スイッチ スタビライザーのWiFi をオ
ン /オフします / /

2
サーボフォローフォーカ
スおよびサーボズーム /
フォーカスコントローラ
ーインターフェイス

サーボフォローフォーカスま
たはサーボズーム /フォーカ
スコントローラーを接続して
制御します

11V/2A 禁止

3
サーボフォローフォーカ
スおよびサーボズーム /
フォーカスコントローラ
ーインターフェイス

サーボフォローフォーカスま
たはサーボズーム /フォーカ
スコントローラーを接続して
制御します

11V/2A 禁止

4 DC■8.0V 電源出力コネク
ター

Canon■5Dシリーズなどのカ
メラの充電に使用できます■
（詳細は 20 ページを参照■
）

8V/2A 禁止

5 ミニ HDMI インターフェ
イス

カメラからHDMI ビデオ信
号を受信します / /

6 カメラコントロールイン
ターフェイス

1.■■ コントロールケーブルを
介してカメラを接続して
制御します。詳細につい
ては、ZHIYUN カメラコ
ントロールケーブルの
説明を参照してください■
（詳細は 8 ページを参
照■ ■）

2.■■ Sonyミラーレスカメラ
などのミラーレスカメラ
の充電に使用できます

5V/1A 禁止

7 USB充電出力コネクター 携帯電話などの外部デバイ
スの充電に使用できます 5V/1A 禁止

本スタビライザーは、上記の USBインターフェイスなどのインターフェイスから
の直接充電に対応していません。

3

2

1

6

5

4 7

インターフェイスに関する説明
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充電器とバッテリーの説明

初めてCRANE■3■LABを使用する際には、正常に動作するように、同梱されている専用
の充電装置でバッテリーをフル充電して起動してください。

ステータスインジケーターライト

マイクロUSB 充電ポート

1.■■ CRANE■3■LAB を長時間動作させるには、純正 ZHIYUN■2600mAhリチウムイ
オンバッテリーを使用するようお勧めします。

2.■■ ZC-18650-3 バッテリー充電器は 18650リチウムイオンバッテリー専用に設
計されています。事故の原因となりますので、他のモデルや種類のバッテリ
ーの充電には使用しないでください。

1.■■ 本スタビライザーには高エネルギー密度のバッテリーが装着されています。
このため、適正に使用しないで保管すると、火災、経済的損失、使用者の怪我
を引き起こす可能性があります。バッテリーを使用する前に、本書の免責事
項と注意事項、ならびにバッテリーラベルの説明をお読みください。

2.■■ ZHIYUN から提供された認定バッテリーのみを使用してください。ZHIYUN
は、ZHIYUN以外のバッテリーによって引き起こされた爆発、火災、事故につ
いては一切の責任を負いません。

充電器の仕様
名前：18650リチウムイオンバッテリー充
電器
モデル名：ZC-18650-3
入力：5V■⎓■2400mA
出力：4.2V■⎓■800mA*3
●充電すると赤いライトが点灯します。
●フル充電すると青いライトが点灯します。

バッテリーの仕様
名前：18650リチウムイオンバッテリー■
モデル名：18650
容量：2600mAh
電圧：3.6V

充電手順

バッテリーを使用しない場合は、同梱のバッテリースロットに入れるか、
プラスチック製のストレージケースに入れてください。
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充電手順

1.■■ 充電器に、正しい方向■（プラス極とマイナス極）■にバッテリーを挿入します。
2.■■ マイクロ■USB■ケーブルで、アダプターに充電器を接続します。
3.■■ 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。

マイクロUSB
ケーブル■

マイクロUSB
ケーブル■

アダプター

アダプター

電源コンセント

電源コンセント

1.■■ 充電器の両側にマイクロUSB■5V ポートがあります。充電器の一方もしくは両
方から自由にバッテリーが充電できます。両方から充電すると充電時間が短
くなります。

2.■■ 電源容量が不十分■（アダプターの電流が 1000mA 未満である場合など）■で
ある場合、バッテリーが充電できないことがあります。使用する充電器によっ
て条件が変わることがあります。電流容量の大きいアダプターを使用するよ
うお勧めします。

3.■■ バッテリーは、スタビライザーのUSB ポートから充電できません。

1.■■ バッテリーの充電には、検定済みの標準■5V/2000mA■以上のアダプターを使
用してください。充電時間はアダプターの最大入力電流に左右されます。

2.■■ 本スタビライザーには、標準で、高放電定格の専用バッテリーが付属してい
ます。ZHIYUN から提供された認定バッテリーのみを使用してください。

3.■■ バッテリーがフル充電されていることを確認してください。充電不足のバッテ
リーを使用すると、スタビライザーが動作しないことがあります。

充電手順
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取り付け

•■ スタビライザー底面に三脚を取り付け、平らな面で三脚を広げます。

•■ バッテリーが簡単に持ち上がるよう
に、バッテリーコンパートメントの
底に取り出し用リボンを敷いてくだ
さい。

•■ バッテリーコンパートメントのロック
を外してバッテリーカバーを取り外
し、正しい方向に■18650■バッテリー
を 3本入れます■（プラス極とマイナ
ス極に注意）。

三脚の脚1本をスタビライザーのハンドルと平行になるように置くと、きわめて安
定します■（上記参照）。

三脚の取り付け

バッテリーの入れ方
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取り付け

a.■■クイックリリースプレートを取り出し、クイックリリースプレートにカメラをマウント
し、底面の 1/4インチネジを締め付けます。
b.■■クイックリリースプレートのレンズサポートを調整し、レンズの安定度を確認して
ください。
c.■■3軸をロックしてスタビライザーに向かってクイックリリースプレートをスライドし、
クイックリリースプレートラッチをロックします。

カメラをマウントする前に、カメラが準備されていることを確認してください。レ
ンズキャップを取り外し、カメラにバッテリーとメモリーカードが挿入されている
ことを確認してください。

クイックリリースプレートラッチが
固着したら持ち上げてください。ク
イックリリースプレートラッチの位
置を調整して、カメラがきつ過ぎた
り緩過ぎないか確認してください。

カメラの取り付け

•■ スタビライザーの各軸にはラッチが装着されています。このラッチを使用して軸を
ロックすると、取り付けや保管が簡単に行なえます。

取り付け時のロック状態 保管時のロック状態
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カメラコントロールケーブル
のマーク：① /② / ③ / ④ / ⑤

HD■HDMI ケーブルの
マーク： / /

ZHIYUN ケーブル接続図
マーク ① ② ③ ④ ⑤
コネクター
の形式

USB■3.0 ～ USB■
Mini USB■3.0 ～ USB■Micro USB■3.0 ～■Multi USB■3.0 ～ USBミMini■

8P■+■Φ 2.5mm■plug USB■3.0～ Type-C

マーク

コネクター
の形式 HDMI■Mini■～■HDMI■Mini HDMI■Mini■～■HDMI■Micro HDMI■Mini■～■

HDMI

カメラモデ
ル

Canon Nikon Sony Panasonic
5D3 5D4 1DX2 D850 A7M3 A7RM3 GH4 GH5

写真 √ √ √ √ √ √ √ √

ビデオ √ √ √ √ √ √ √ √

ライブプレビ
ュー √ √ √ √ × × × ×

AV √ √ √ √ √ √ × √

TV √ √ √ √ √ √ × √

ISO √ √ √ √ √ √ × √

EV √ √ √ √ √ √ × √

デジタルズ
ーム × × × × √ √ × ×

AF √ √ √ √ √ √ √ √

手動電子式
フォローフォ
ーカス

√ √ √ √ × × × ×

画像の転送 √ √ √ √ √ √ √ √

1.■■完全互換リストについてはウェブサイトをご覧ください。
2.■■画像転送は、720Pまたは 1080P の HDMI 出力のあるカメラでのみ利用できます。
3.■■HD■HDMI ケーブル を使用するカメラをお持ちの場合、ZHIYUN サービスチームに、お近くの
販売店についてお尋ねください。

4.■■スタビライザーの映像転送機能を適用する場合、または Sony 製カメラで外部モニターを使用
する場合は、HDMI ポートからの出力がないため、ビデオモードの使用はお勧めできません。

5.■■SonyとPanasonic、および一部の Canonカメラでは、ビデオモードでパラメータを設定するこ
とはできません。

6.■■電源を切った状態でカメラとスタビライザーにコントロールケーブルを接続し、できる限りホッ
トスワッピングを避けてください。

取り付け

スタビライザーに同梱されているカメラコントロールケーブルとHD■HDMI ケーブル
で、カメラとスタビライザーを接続します。

データケーブルの接続
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取り付け

ケーブルでスタビライザーの動作が妨害されないように、CRANE■3■LAB には、標
準で、下図のようなマジックストラップが付属しています。
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取り付け

調整手順を容易にするため、調整前に 3本の軸をロックし、1本ずつロックを外し
て調整するようお勧めします。

•■ レンズを上に向け、チルト軸のつまみネジを
わずかに緩め、レンズを上に向けた状態でカ
メラが静止する■（右図に示すように、カメラ
が地面に対して垂直になり静止する）■まで、
カメラを前後に押して移動させます。つまみ
ネジを締め付けてこの手順を終了します。

•■ チルト軸とクイックリリースプレートラッチの
ロックを外し、カメラが静止して、正面向きの
レンズとほぼ同じ高さになるまで、カメラを
前後に押して移動させます■（右図を参照）。次
にクイックリリースプレートラッチをロックし
ます。

•■ クイックリリースプレートのつまみネジを緩
め、カメラグリップを、できる限りチルト軸モ
ーターに近づけてください。

バランス調整
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取り付け

•■ ロール軸のロックを外し、そのつまみネジをわ
ずかに緩め、カメラが地面に対して水平になり
静止するまで、カメラを前後に押して移動させ
ます■（右図を参照）。つまみネジを締め付けて
この手順を終了します。

•■ パン軸のロックを外し、そのつまみネジをわず
かに緩め、カメラが地面に対して水平になり
静止するまで、パン軸を調整します■（右図を参
照）。つまみネジを締め付けてこの手順を終了
します。

1.■■ スタビライザーの電源を入れる前に、モーターのロックが解除され自由に動
くことを確認してください。モーターがロックされた状態でスタビライザーの
電源を入れると、モーターが過熱して破損します。

2.■■ スタビライザーのバランスを取ると、動作が最適化され、稼働時間が長くなり
ます。

取り付け中に固着したら、クイックリ
リースプレートのつまみねじをわずか
に緩めて引き出してください。
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使用法

1. 電源ボタン [  ]
•■ 3 秒間長押しするとスタビライザーの電源がオン /オフします。
•■ ダブルクリックすると、スタンバイモードが起動または終了します。

2. パンフォローモード
1 回押すとパンフォローモードになります。

3. ロックモード
1 回クリックするとロックモードになります。

4. フォローフォーカスコントローラー
•■ サーボフォローフォーカス■（Lite）■をスタビライザーに接続すると、フォローフォー
カスコントローラーによって制御することができます。
•■ 一部の CanonとNikon のカメラでは、フォローフォーカスコントローラーによ
る電子式フォローフォーカスコントロールが利用できます。詳細については、
CRANE■3■LAB 互換リストを参照してください。■

5. ジョイスティック
スタビライザーにおけるカメラとレンズの 4方向コントロール。

6. ズームロッカー
•■ サーボズーム /フォーカスコントローラー■（Max）■（別売）■がスタビライザーに接続
されると、ズームロッカーによって制御することができます。
•■ 電動式レンズ付きSonyカメラにスタビライザーを接続すると、ズームコントロー
ラーで光学ズームを操作することができます。非電動式レンズの付いた Sonyカメ

2
3

4
5

1

6

7

14

15

16

17

18

19

20

10
9
8

13
21

12
11

ボタンの説明

https://api.zhiyun-tech.com/v1/r/DuhNjk
https://api.zhiyun-tech.com/v1/r/DuhNjk
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使用法

ラにスタビライザーを接続すると、ズームコントローラーでデジタルズームを操作
することができます。詳細については、CRANE■3■LAB 互換リストを参照してくださ
い。■

7. パラメータダイヤル
ダイヤルを回すと、すばやくカメラパラメータを設定できます。

8. フォローモード [ F ]
1 回クリックするとフォローモードになります。もう一度クリックすると、以前のモードに
戻ります。

9. POV モード /Vortex モード [ POV ]
•■ 1 回クリックすると、視点モードが起動または終了します。もう一度クリックすると、
以前のモードに戻ります。
•■ ダブルクリックすると、Vortex モードが起動または終了します。もう一度クリックす
ると、以前のモードに戻ります。

10. リセット [ RE ]
1 回クリックすると、モーターが、現在のモードの始点にリセットされます。

11. テレビ [ TV ]
1 回クリックすると、シャッター速度が設定されます。

12. AV [ AV ]
1 回クリックすると、絞りの値が設定されます。

13. ISO [ ISO ]
1 回クリックすると、ISO 値が設定されます。

14. PhoneGo モード [ GO ]
押し続けるとPhoneGoモードになり、スタビライザーの 3軸のフォロー速度が速くな
ります。

15. ビデオ [  ]
1 回クリックすると録画が開始 /終了します。

16. ライブプレビュー [ LV ]
1 回クリックすると、カメラが反射ミラーを跳ね上げてライブプレビューモードになり
ます。

17. 写真
•■ 半押しすると、カメラのオートフォーカスモードが有効になります。
•■ 奥まで押すと写真が撮影されます。

18. 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。

https://api.zhiyun-tech.com/v1/r/DuhNjk
https://api.zhiyun-tech.com/v1/r/DuhNjk
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1.■■ スタビライザーの電源を入れる際には、誤って回転しないように、片手でカメ
ラを保持してください。

2.■■ 電源を入れる際にはスタビライザーのハンドグリップを振動させないでくだ
さい。さもないと、起動が失敗する場合があります。

3.■■ ISOボタンを1回クリックし右ボタンをクリックするとISO値が選択できます。

19. ダイヤル
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。

20. メニュー [ ●●● ]
1 回短く押すとメニュー画面が起動または終了します。

21. 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。

使用法
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OLED ディスプレイの説明

カメラのパラメータ設定
が利用可能な場合のイン

ターフェイス

カメラのパラメータ設定
が利用できない場合のイ

ンターフェイス

メニューインターフェイス

アイコンの説明：■

カメラとスタビライザーとの接続が成功

ビデオモード

写真モード

バッテリー残量レベル■（スタビライザー）

PF パンフォローモード

L ロックモード

POV 視点モード

F フォローモード

GO PhoneGoモード

V Vortex モード

AV 絞り値

TV シャッタースピード値

ISO ISO 値

露光値

使用法
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メニューオプションの説明

モーター■（モータート
ルクの設定）

low 低トルク
medium 中程度のトルク
high 高トルク

ホイール■（フォローフ
ォーカスホイールの

設定）

感度■（フォローフォ
ーカスホイールの

感度）

low 低感度
medium 中程度の感度
high 高感度

ABポイント1

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

優先順位■（ホイー
ルの優先順位）

handle ハンドルコントロールを優先する
external 外部コントロールを優先する 2

off フォローフォーカスホイールを無効にする
reverse ホイールを逆方向に制御する■

ジョイスティック■（ジョ
イスティックの設定） reverse

vertical 垂直方向のジョイスティック■

horizontal 水平方向のジョイスティック

ズームロッカー■（ズー
ムロッカーの設定）

感度■（ズームロッカ
ーの感度）

low 低感度
medium 中程度の感度
high 高感度

ABポイント1

A ズームロッカーの現在位置をAポイントと
して設定する

B ズームロッカーの現在位置をBポイントと
して設定する

clear AB ポイントをクリアする
reverse ズームロッカーを逆方向に制御する■

キャリブレーション■
（キャリブレーション

の設定）

yes 6 面キャリブレーションに進む■

no キャリブレーションの設定を終了する

角度■（モーター角度
の微調整）

pitch チルト軸モーターの微調整
roll ロール軸モーターの微調整

フォーカス■（フォロー
フォーカスおよびズー
ム /フォーカスコント
ローラーの設定）

Lite アップグレ
ード

サーボフォローフォーカス■（Lite）■のファー
ムウェアのアップグレード■3

Max アップグレ
ード

サーボズーム /フォーカスコントローラー■
（Max）■のファームウェアのアップグレード■3

about 映像転送ファーウェアバージョン、WiFiとブルートゥースの名前に関する情報。
右ボタンを押すと、スタビライザーファームウェアバージョンが表示されます。

“1”■■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。

“2”■■外部コントロールとは、スタビライザー経由のローカルコントロールを除く、ブルートゥースま
たはケーブルによるリモコンを意味します。（リモコンは別途購入する必要があります）。

“3”■サーボフォローフォーカス■（Lite）■およびサーボズーム /フォーカスコントローラー■（Max）は別
途購入する必要があります。

使用法
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モータートルクの調整

スタビライザーを重量の異なる各種のカメラやレンズに合わせて適切な使用状態に
するには、スタビライザーのモータートルクを調整する必要があります■（3段階に調整
可能）。

調整方法：■

モータートルクの値が高すぎたり低すぎると、スタビライザーが振動し、性能に影
響が出ます。

オプション 可搬重量 互換性のあるカメラとレンズの例

low
（デフォルト） 低 Sony■A7シリーズ■+■Sonnar■T*■FE■35mm■F2.8■ZA

medium 中 Canon■5Dシリーズ■+■EF■50mm■f/1.4■USM

high 高 Canon■5Dシリーズ■+■EF■24-70mm■f/2.8L■II■USM

1.■■ [ メニュー ]■ボタンを 1回押し、ダイヤルを「motor」に合わ
せ、右ボタンを押し、モーターのトルク設定に進みます。

2.■■ ダイヤルを回して適宜モータートルクレベルを選択し、右ボ
タンを押して確定します。

使用法
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コントロールモードの説明

パンフォローモード （PF）：PF モードボ
タンを 1 回クリックするとこのモードに
なります
チルト軸とロール軸がロックされている
と、カメラはスタビライザー水平方向の
動きを追従します。ジョイスティックを上
下に押すと、チルト軸が制御できます。

ロックモード （L）：ロックモードボタンを
1 回クリックするとこのモードに進みます
このモードは、3軸のすべての動きをロ
ックして、撮影方向にカメラを固定させ
ます。ジョイスティックを上 / 下、左 / 右
に押すと、チルト軸とパン軸を手動で制
御できます。

視点モード （POV）：POV モードボタンを
1 回クリックするとこのモードに進みます
このモードでは、カメラを、最大 45 度
まで左 / 右にロールでき、スタビライザ
ーの動きに追従して、3個のモーターが
360 度無制限に回転します。

フォローモード （F）：フォローモードボタ
ンを 1 回クリックするとこのモードに進
みます
カメラは、スタビライザーの動きをパン
とチルトにて追従します。ジョイスティッ
クを左 /右に押すと、ロール軸を手動で
制御できます。

赤で囲んだモーターはスタビライザーハンドルと一緒に自由に動き、グレーで囲
んだモーターはロックされます。

ロール軸 ロール軸

ロール軸ロール軸 45°

チルト軸 チルト軸

チルト軸チルト軸

パン軸 パン軸

パン軸パン軸

使用法
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PhoneGo モード （GO）：PhoneGo モー
ドボタンを押し続けるとこのモードに進
みます
スタビライザーの動きに追従して、高
速で、カメラが左 / 右にパンし、上 / 下
にチルトしますが、ロール軸は固定さ
れます。

Vortex モード （V）：POV モードボタンを
ダブルクリックするとこのモードに進み
ます
カメラがハンドルの動きに追従して90
度の角度でチルトしますが、ロール軸は
固定されます。このモードはアンダース
ラングジェスチャーで使用してください。
ジョイスティックを左右に押すとパン軸
が回転します。

使用法

ロール軸 ロール軸

チルト軸 チルト軸

パン軸 パン軸

手動角度ロック

パンフォローモード■（PF）■とロックモード■（L）■では、特定の角度に手動でカメラを回
転でき、グリップを緩めると、カメラの位置が固定されます。パンフォローモードでは
（PF）、チルト軸の角度を手動で調整できます。ロックモードでは（L）、パン軸とチルト軸
の角度を手動で調整できます。
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使用法

DC 8.0V 電源出力コネクターの使用法

スタビライザーの側面にある■DC■8.0■V■電源出力コネクターは、DC■コネクター■DR-E6■
（（別売）■を使用して、キャノン■5D■
カメラの充電に使用できます。

5D3/5D4 カメラの充電：
電源オン：
1.■■ まず、DC■8.0V■電源出力コネ
クターにケーブルの電源入
力端を接続し、ケーブルの他
端をカメラに接続します。

2.■■ スタビライザーにカメラを取
り付け、スタビライザーの電
源を入れてからカメラを起動
します。

電源オフ：
まずカメラの電源を切ってから、
スタビライザーからコネクターを
抜きます。

5D2 カメラの充電：
電源オン：
1.■■ スタビライザーを起動し、
[Mode]■ボタンを長押しして
スタンバイモードにします。

2.■■ DC■8.0V■電源出力コネクターにケーブルの電源入力端を接続し、ケーブルの他端
をカメラに接続します。

3.■■ スタビライザーにカメラを取り付け、スタビライザーのバランスを調整します。
4.■■ カメラの電源を入れ、電源ボタンを長押ししてスタビライザーを起動します。
電源オフ：
まずカメラの電源を切ってから、スタビライザーからコネクターを抜きます。

1.■■ 純正の Canon■DR-E6■DC■電源コネクターを推奨します。不具合があった場合
は本書の手順に従ってください。

2.■■ 必ず手順通りにカメラの電源をオンオフしてください。さもないと、カメラが
起動しない恐れがあります。
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アプリのダウンロード

画像転送システムと ZY Play に関する説明

アプリの操作

1.■■ CRANE■3■LAB 画像転送システムは、ZY■Playとの組み合わせでのみ適用できます。
2.■■ 画像転送機能を適用する前に、カメラコントロールケーブルとHDMI ケーブルが
適正に接続されていることを確認してください。

3.■■ Sony 製カメラの場合、USB 接続で「PCリモート」を選択してください。「PCリモー
ト設定」で静止画像保存先として「PC+カメラ」を選択してください。LUMIXカメラ
の場合、USB 接続で「PC■（テザー）」を選択してください。

4.■■ クラウンギヤ付きTransMount 電話ホルダー■（別途購入の必要あり）■を使用する
と、スタビライザーへのカメラの取り付けや、カメラ画面の表示角が調整しやすく
なります。

左の QRコードをスキャンする■（Android■5.0 以降または
iOS■9.0 以降が必要）■か、App■Storeまたは Google■Play か
ら「ZY■Play」を直接検索してダウンロードします。

1.■■ CRANE■3■LAB 専用にデザインされた ZY■Playと組
み合わせると、種々の機能が使いやすくなります。

2.■■ ZY■Play は予告なく変更することがあります。必ず最
新バージョンを参照してください。
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ZY Play メイン機能

カメラパラメータ設定

フォーカス /ズームコン
トロール

スタビライザーのパラ
メータの設定

スタビライザーキャリブ
レーション

画像の転送

動画と写真の撮影

パノラマ

ファームウェアのアップ
グレードZY Play

スマートフォン / タブレットにスタビライザーを接続する方法

1.■■ 対応するカメラコントロールケーブルとHDMI ケーブルでスタビライザーをカメ
ラと接続します。バランスを調整したらスタビライザーの電源を入れます。モバイ
ル端末のブルートゥースとWiFi をオンにします。

2.■■ ZY■Play を開き、CRANE■3■LAB の製品ページを選択します。「デバイスの接続」をク
リックし、対応するブルートゥース名のあるスタビライザーを選択します■（「バージ
ョン情報」でブルートゥースのフォーマット名「CRANE■3■LAB_XXXX」にチェックを
入れます）。

3.■■ WiFi アイコン■[ ]■をタップし、プロンプトに従ってスタビライザーのWiFi に接続
します■（初期パスワード：12345678）。

アプリの操作
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スタビライザーのキャリブレーションが必要な場合は？

初期化方法

1.■■ 正しくバッテリーを装入します。
2.■■ 片手でクイックリリースプレートを保持します。電源ボタンを長押ししてスタビラ
イザーの電源を入れます。スタビライザーの電源を入れるとモーターが動き始め
ます。クイックリリースプレートを確実につかみ、電源ボタンをダブルクリックして、
スタビライザーでスタンバイモードを有効にします。

3.■■ スタビライザーを机上に置いて静止させ、30 秒間待つと、スタビライザーは自動
的に初期化を完了します。

状況 対応方法
1.■■起動後の水平位置で、カメラのチルト角度にわずかな偏りが
ある。

2.■■起動後の水平位置で、カメラのロール角度にわずかな偏りが
ある。

3.■■ スタビライザーが静止中でカメラが水平位置のとき、わずかな角
度の補正が頻繁に行われる。

スタビライザ
ーの初期化

1.■■ スタビライザーを起動した後で水平位置からやや逸脱している。
2.■■ スタビライザーが長期間使用されていない。
3.■■ スタビライザーの温度が、所定の動作温度と著しく異なっている。

6面キャリブ
レーション

スタビライザーの初期化と6面キャリブレーションを実行した後で、
水平位置で、カメラのチルト角またはロール角度にわずかな偏りが
ある。

モーターの微
調整

必要に応じてスタビライザーをキャリブレーションしてください。

キャリブレーションおよびファームウェアのアップグレード
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6 面キャリブレーション

A. OLED ディスプレイガイドによる 6 面キャリブレーション：
1.■■ スタビライザーの電源を入れ、スタンバイモードに進み、「キャリブレーション」オ
プションにダイヤルを回します。右を押して確定します。

2.■■ 下に示したように、図中の 6つのステップに従って、6面キャリブレーションを実
行し、いずれかのボタンを押してメニューを閉じます。

キャリブレーションおよびファームウェアのアップグレード

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

水平面にチルト軸のモーターを押し付け、（上に示すように）■スタビライザーのディス
プレイに「STEP■2」が表示されるまで待ちます。

水平面にカメラ画像転送・制御モジュールのいずれかの面を押し付け、（上に示すよう
に）■スタビライザーのディスプレイに「STEP■3」が表示されるまで待ちます。

水平面にカメラ画像転送・制御モジュールの別の面を押し付け、（上に示すように）■ス
タビライザーのディスプレイに「STEP■4」が表示されるまで待ちます。
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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プグレード

ステップ 4

ステップ 5

ステップ 6

B. アプリによる 6 面キャリブレーション
ZY■Play にスタビライザーを接続し、「キャリブレーション」に進み、アプリの説明に従っ
て、6面キャリブレーションを終了します。

簡単に言うと、6面キャリブレーションとは、カメラ画像転送・制御モジュールの 6
面全部を水平面に対して垂直に配置することです。

水平面にチルト軸アームのラッチを押し付け、（上に示すように）■スタビライザーのデ
ィスプレイに「STEP■5」が表示されるまで待ちます。

水平面にカメラ画像転送・制御モジュールの別の面を押し付け、（上に示すように）■ス
タビライザーのディスプレイに「STEP■6」が表示されるまで待ちます。

水平面にチルト軸アームの別の面を押し付け、（上に示すように）■スタビライザーのデ
ィスプレイに「√」が表示されるまで待ちます。
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モーターの微調整

スタビライザーのファームウェアのアップグレード

サーボフォローフォーカスおよびサーボズーム / フォーカスコント
ローラーのファームウェアのアップグレード

スタビライザーによるモーターの微調整：
1.■■ スタビライザーの電源を入れ、スタンバイモードに進み、ダイヤルを回し、右を押
して、「角度」オプションに進みます。■

2.■■ 実際のニーズに合わせて、チルト軸とロール軸の角度の値を調整します。

アプリによるモーターの微調整：
スタビライザーを「ZY■Play」に接続します。「スタビライザー設定」に進み、実際のニー
ズに合わせて、チルト軸とロール軸の角度の値を調整します。

キャリブレーションおよびファームウェアのアップグレード

スタビライザーが接続されると、「ZY■Play」は、最新ファームウェアを自動的に検索しま
す。タップすると自動的にアップグレードされます。

1.■■ ファームウェアをアップグレードする前に、スタビライザーとスマートフォン
のバッテリー残量が 30%を上回っていることを確認してください。アップグレ
ード中はスタビライザーの電源を切らないでください。

2.■■ アップグレード中はスタビライザーを使用しないでください。

1.■■ スタビライザーのファームウェアにサーボフォローフォーカスおよびサーボズー
ム /フォーカスコントローラーのファームウェアが含まれている場合、スタビライ
ザーのファームウェアをアップグレードした後で、サーボフォローフォーカスおよ
びサーボズーム /フォーカスコントローラーのファームウェアをアップグレードす
ることができます。

2.■■ サーボフォローフォーカス■（Lite）■およびサーボズーム /フォースコントローラー■
（Max）■をスタビライザーに適切に接続し、「メニュー」ボタンを押して、[フォーカ
ス ]-->[Lite/Max]-->[ アップグレード ]■と選択します。アップグレードの間、2台の
モーターのステータスインジケーターが速く点滅します。アップグレードが終わっ
たらスタビライザーを再起動します。

アップグレードするサーボフォローフォーカスまたはサーボズーム /フォースコ
ントローラーの名前を正しく選択してください。さもないと、性能に影響が出たり、
正しく動作しないことがあります。

標準パッケージには、サーボフォローフォー
カス■（Lite）■およびサーボズーム /フォース
コントローラー■（Max）■は同梱されていませ
ん。必要に応じて別途購入してください。
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製品仕様

最小 標準 最大 備考

動作電圧 9.8V 11.1V 12.6V

動作電流 360mA 5400mA

充電電圧 - - -

充電電流 - - -

携帯電話 USB 出力電圧 - 5V -

携帯電話 USB 出力電流 - - 1A

カメラ USB 出力電圧 - 5V -

カメラ USB 出力電流 - - 1A

カメラ充電ポート出力電
圧 - 8V -

カメラ充電ポート出力電
流 - - 2A

機械的なチルト範囲 -93° 273° +180°

機械的なロール範囲 - 360° - 回転角度が無制限

機械的なパン範囲 - 360° - 回転角度が無制限

動作温度 -10°C 25°C 45℃

バッテリー作動時間 - 7.5 時間 ラボデータ 1

充電時間 - 4 時間 - 充電電流
2400mA

有効ペイロード 650g - 4500g

ブルートゥース Bluetooth■5.0

WiFi WiFi■2.4G の画像転送信号の最大有効範囲：50m■（妨害や
電波障害のない場合）

製品モデル：CR103

Sony■A7 および 16-35mm■F2.8レンズを装着してスタビライザーのバランスがよく取
れている状態で実行した完全試験の結果、7.5時間の動作時間データが得られました。
試験中の環境温度は 25℃で、完全に静止した状態に維持されていました。
注意：本ユーザーガイドのデータは、ZHIYUN にて実施されたラボテストで収集され
ています。■
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免責条項と警告

ZHIYUN■CRANE■3■LAB■をお買い上げいただき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■CRANE■3■LAB■の関連する文書につい
て、最終的な説明を行うすべての権利を留保します。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 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、安全で合法的な慣行を遵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。

凡例： ■ヒント ■重要

ヒントについて

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。
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免責条項と警告

安全操作のガイドライン

ご注意：
1.■■ CRANE■3■LAB は高精密機器です。落下したり外力を受けた場合、
CRANE■3■LAB■に損傷が発生し、その結果不具合が起きる恐れがあります。

2.■■ CRANE■3■LAB の電源を入れる際に、外力によってスタビライザー軸の回転が
妨害されないことを確認してください。

3.■■ CRANE■3■LAB■は防水ではありません。CRANE■3■LAB■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。

4.■■ 使用中は、CRANE■3■LAB■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、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。バッテリーを水中に落とさないでく
ださい。バッテリー内部に水が入ると、化学分解が起こり、バッテリーが発火する
可能性があり、さらに爆発につながる可能性があります。

2.■■ 使用中にバッテリーとスタビライザーを一緒に水中に落とした場合は、すぐに取
り出して、安全で開いた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。バッテリーは絶対に再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.■■ バッテリーが火災を起こした場合は、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。バッテリーに起因
する火災で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 以外のバッテリー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.■■ 膨張、液漏れ、または損傷したバッテリーは絶対に使用したり、充電したりしない
でください。バッテリーから異臭がしたり過熱■（最高温度である160℉ /71℃を上
回る）■した場合は、絶対に使用または充電しないでください。バッテリーが異常な
場合は、ZHIYUNまたは ZHIYUN 正規代理店にお問い合わせください。

6.■■ バッテリーは、-10℃■～■45℃■の温度範囲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℃■以下の環境ではバ
ッテリーに重大な損傷が起こる恐れがあります。

7.■■ 強い静電気や電磁環境では、バッテリーを使用しないでください。さもないと、バ
ッテリー保護回路の誤動作を引き起こす恐れがあります。

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。さもな
いと、バッテリーが液漏れしたり、発火したり、爆発することがあります。

9.■■ バッテリーに機械的な衝撃を与えたり、潰したり、投げたりしないでください。バッ
テリーまたは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、直ちに水で少なくとも15 分間洗い流し、できるだけ早く医師に診
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。
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免責条項と警告

12.■■バッテリーを加熱したり、電子レンジや加圧容器には絶対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）■にバッテリーを置
かないでください。

14.■■バッテリーのプラス極とマイナス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。さ
もないと、バッテリーの接続不良が発生し、エネルギー損失や充電障害につなが
る恐れがあります。

充電
1.■■ 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。

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認定のアダプターを使用して充電してください。ZHIYUNは、
ZHIYUN以外の充電器を使用したバッテリーの充電には、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性の表面■（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.■■ 使用直後は、バッテリーの温度が高すぎる可能性があるため、バッテリーを充電
しないでください。通常の室温に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.■■ 使用前に充電器を調べ、エンクロージャ、コード、プラグなどの部品が損傷してい
ないことを確認してください。損傷した充電器は絶対に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を
放置しないでください。絶対に温度が 60℃を超える環境にバッテリーをさらさな
いでください。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、完全に放電した後で、長時間バッテリ
ーを未使用のままで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。

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、バッテリーの性能に影響が出ます。
3.■■ 温度が高すぎるまたは低すぎる環境では、絶対にバッテリーを使用しないでくだ
さい。

4.■■ 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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保証条件

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 □返金■（交換）

保証期間

例外

保証請求手順

1.■■ お客様は、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
無料修理サービスを受ける権利があります。

2.■■ 販売日から12カ月の保証有効期間中に、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、お客様は ZHIYUN 社から無料の修理サービスを
受ける権利があります。

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。

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ご連絡になり援助を受けてください。

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。
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コンタクトカード

電話：+86-773-3561275
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：0031-297303057、10:00-17:00■GMT+1、月～金
Web：www.zhiyun-tech.com
メール：service@zhiyun-tech.com
住 所：6th■floor■Building■No.13■Creative■Industrial■Park,■GuiMo■Road,■Qixing■District,■
Guilin

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

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™■は ZHISHEN の商標です。
Copyright■©■2019■ZHISHEN.All■rights■reserved

フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、Vimeoで「Zhiyun■
Tech」を検索しZHIYUNをフォローしましょう。
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