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ZHIYUN·Crane·Plus·をご利用いただきありがとうございます。ここに記載されている情報は、お客様の安
全と法的権利と責任に関わる内容です。使用前に本書をよくお読みになり、正しく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。ZHIYUN（Guilin·Zhishen·Information·Technology·Co.,·Ltd.）は
本書および Crane·Plus に関連するすべての関連文書の最終的な解釈の権利、および予告なしにいつでも
変更を加える権利を保有します。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。

同梱品リスト

本製品をご利用になる前に、製品パッケージ内に以下の付属品が全て含まれているか確認してください。
不足がある場合、ZHIYUNまたはお住いの地域の代理店にご連絡ください。

免責条項と警告

用語表 
本書では以下の用語を使用して、不適切な操作による潜在的なリスクを等級ごとに分類しています。
警告：·ガイドラインに従わずに操作を行った場合、財産の損失、重大な事故や深刻な損傷を引き起こす

可能性があります。
注意：·ガイドラインに従わずに操作を行った場合、財産の損失またはやや深刻な損傷を引き起こす可能性

があります。
注記：·ガイドラインに従わずに操作を行った場合、財産の損失または軽微な損傷を引き起こす可能性が

あります。

シンボルの説明：···· ··操作と利用のヒント·········· ··重要な注意事項。

シンボルについて

スタビライザーの本体 1

レンズホルダー 1

26500 リチウム充電器 1

USB 通信ケーブル 1

パナソニックカメラコン
トロールケーブル· 1

ソニーカメラコントロー
ルケーブル· 1

スタビライザーのバッテ
リー収納部 1

レンズ固定ねじ 2

26500 リチウム電池 2

三脚 1

滑り止めグリップテープ1
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操作前に Crane·Plus の機能を理解するために、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 社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、メンテナンスの説明が記載されています。Crane·Plus 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。

警告：
1.· Crane·Plus は高精度のコントロールデバイスです。落下させたり衝撃を与えたりすると、Crane·Plus·
が損傷を受ける可能性があり、動作不良が発生する恐れがあります。

2.· Crane·Plus 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·Plus は防水ではありません。Crane·Plus 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·Plus にほこりや砂などが付着しないようご注意ください。

注意：·
不安定な状況で Crane·Plus を起動すると揺れにより起動失敗する可能性があります。Crane·Plus·を起動
する時にはグリップをしっかりと握り、安定を保ってください。

安全についての概要

安全操作ガイドライン

使用
1.· バッテリーをいかなる液体類にも接触させること、濡らしたり水没させたりすることを禁止します。
雨天や湿度の高い環境でバッテリーを使用しないでください。バッテリー内部に浸水すると分解反応
が発生し、バッテリーの自然発火や爆発に引き起こす恐れがあります。

2.· バッテリーを水没させてしまった場合は、直ちにバッテリーを取り外し、広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安全な距離を保ち、バッテリーから離れてください。乾燥
したバッテリーの再使用せずに、廃棄処理方法に従って適切に処理してください。

3.· バッテリーが発火した場合、直ちに水、霧、砂、消火毛布、乾燥粉末または二酸化炭素の消火器を使
用して消火してください。火が大きくなると爆発の危険性が高まります。実際の状況に応じて以上の
推奨順序に従って消火方法を選択し、消火してください。

4.· ZHIYUN 純正バッテリー以外は使用しないでください。バッテリーを交換する場合、ZHIYUN の公式
サイトまたは正規代理店で購入してください。ZHIYUN純正バッテリー以外の使用によって発生した
バッテリー事故および設備の故障に関しては、ZHIYUNは一切責任を負いません。

5.· 膨張、液漏れ、損傷のあるバッテリーの使用および充電はしないでください。バッテリーに異臭、
異常発熱（バッテリー温度は 160° F（71℃）を超えることはありません）、変形、変色または他
のいかなる異常現象が発生した場合も使用しないでください。バッテリーに以上が発生した場合、
ZHIYUNまたは正規代理店に連絡し適切に処理してください。

6.· -10℃から 45℃の温度範囲内でバッテリーを使用してください。高温下（45℃以上）ではバッテリー
の発火、爆発を引き起こす危険性があります。低温下（-10℃以下）ではバッテリーに深刻な損傷を
与える恐れがあります。

7.· 強い静電、磁場環境におけるバッテリーの使用を禁止します。バッテリーの保護プレートの効力が失
われる恐れがあります。

8.· いかなる方法でもバッテリーを取り外したり、尖った物で突き破ることは禁止します。バッテリーの
液漏れや発火、爆発を引き起こす恐れがあります。

9.· バッテリーに衝撃を加えたり、曲げたり、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質は強い腐食性を有するため、皮膚や目に接触した場合は直ちに水で洗い流し、
医師の診察を受けてください。

11.·バッテリーが落下、または外力による衝撃を受けた場合、バッテリーの使用を中止してください。
12.·バッテリーを加熱しないでください。バッテリーを電子レンジや圧力鍋に入れないでください。
13.·バッテリーの芯を導体表面（例えば金属のテーブル表面）に置くことはおやめください。
14.·電線または他の金属製品でバッテリーの正極と負極を短絡させないでください。
15.·バッテリーに汚れが付着した場合、清潔な乾燥した布で拭いてください。それ以外のもので拭いた場
合、接触不良を引き起こし、エネルギーの異常消耗や充電故障を引き起こす恐れがあります。

免責条項と警告免責条項と警告
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充電
1.· バッテリーをコンセントと直接接続しないでください。バッテリーは必ず ZHIYUN純正の専用充電器
で行ってください。ZHIYUN純正品以外の充電器で充電することにより引き起こされた問題に関して
は、ZHIYUNは一切責任を負いません。

2.· バッテリーと充電器を燃えやすい可燃物（例えばカーペットや木製品）の近くに置いて充電しないで
ください。事故の発生を防ぐため、充電中は十分な注意を払ってください。

3.· 使用直後のバッテリーは高温になっているため、すぐに充電することは避けてください。バッテリー
の温度が室温まで下がった後で充電してください。充電時の温度が 45℃以上または 0℃以下の場合、
バッテリーの液漏れ、加熱または損傷を引き起こす恐れがあります。

4.· 毎回の充電器の使用前に、充電器の外装、線材、プラグに損傷がないか確認してください。破損した
充電器は使用しないでください。アルコールまたは他の可燃性の液体で充電器を掃除しないでくださ
い。使用しない場合、充電器を電源から外して保管してください。

保管
1.· バッテリーを子供及びペットの触れない場所に保管してください。
2.· バッテリーを熱源（ストーブやヒーター）の近い場所及び熱くなる車内に保管することはしないでく
ださい。バッテリーを 60℃以上になる場所で保管しないでください。保管に最適な環境温度は 22℃ -
28℃です。

3.· 乾燥した環境下でバッテリーを保管してください。
4.· バッテリーが過放電して芯が損傷し、使用不可能になる可能性があり、完全に放電したバッテリーを
長期間そのまま保管することは避けてください。

メンテナンス
1.· 高温または低温環境下でバッテリーを使用しないでください。
2.· 室温が 60℃を超える場所にバッテリーを保管しないでください。
輸送
バッテリーを飛行機の機内に持ち込む場合、必ずバッテリー残量を 25％以下まで放電させてください。
火元から離れた場所で放電させてください。必ず風通しの良い、乾燥した場所で保管してください。　
バッテリー
1.··バッテリーを眼鏡、時計、ジュエリーなどの金属製品と一緒に保存または輸送することは禁止します。
2.··破損したバッテリーを輸送しないでください。輸送時、必ずバッテリー残量を 50％以下まで放電させ
てください。
廃棄処理
バッテリーを廃棄する場合、必ず完全に放電した後、指定のバッテリー回収箱に廃棄してください。バ
ッテリーには危険な化学物質が含まれており、一般ごみと一緒に廃棄することは禁止されています。
詳細な点に関しては、お住まいの地域のバッテリー回収と廃棄処理の法律と規則に従ってください。

注意

バッテリー使用方法
ご使用になる前にバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
充電
バッテリーが完全に充電されると自動的に充電が停止します。充電が完了したら、充電器からバッテリ
ーを外してください。
保管
1.· 10 日以上バッテリーを使用しない場合、バッテリー寿命を延ばすために、バッテリー残量を 40％ -
65％まで放電してから保存してください。

2.· バッテリーの電圧が低下すると、バッテリーは休止モードに入ります。バッテリーを充電すると休止
モードから復帰します。

3.· 使用しない場合、バッテリーを取り外して専用のバッテリーケースで保管してください。
メンテナンス
1.· バッテリーコアを損傷するため、バッテリーの過充電、過放電は避けてください。
2.· 長期間バッテリーを使用しない場合、性能が低下する恐れがあります。
3.· バッテリー性能を保つために、３ヶ月に一度は充電と放電を行ってください。
廃棄処理
バッテリーを完全に放電させることができない場合、バッテリー回収箱に廃棄しないでください。バッ
テリー回収の専門業者に連絡して、適切な処理を依頼してください。

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·©·2017·ZHIYUN.·All·rights·reserved

免責条項と警告免責条項と警告
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スタビライザーのクイックスタートガイド

Crane Plus の各部名称 

バッテリーの準備及び使用方法について

Crane·Plus の初回ご利用時には、バッテリーの性能を十分に引き出し製品を安定して使用するために、
パッケージに同梱されている充電器を使用してバッテリーの充電を行ってください。

手動ねじ
横方向アーム

縦方向アーム

USB インタフェース

MODE

1/4 インチねじ
（3/8 インチねじにも対応できます）

バッテリー残量
表示ライト

手動ねじ·
レンズホルダ·
レンズ固定ねじ
レンズホルダの固定ねじ·
カメラ固定プレート
クイックリリースプレー
トのロックボルト

カメラ制御ケーブルの
接続口

ロッカー
ON/OFF
トグルレバー

 

状態表示ライト

Micro·USB·5V·電源出
力インタフェース

製品名称：26500 リチウム電池充電器·
型番：ZC-26500
入力：DC-5V··2400mA·
出力：DC-4.·2V··1200mA*2··

26500 リチウム電池
容量：3600mAh
電圧：3.7V
注意
1.· ZHIYUN·ZC-26500 シリーズ専用のリチウム電池をご使用
ください。他の型番やブランドのバッテリーを使用しな
いでください。思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

2.· 基準に適合した 5V 充電アダプタを使用してください。
出力電流≥ 1000mA、充電時間はアダプタの最大出力電
流に左右されます。

●充電中は赤色ライトが点灯·
●充電完了後は青色ライトが点灯

本製品をご利用になる前に、製品パッケージ内に以下の付属品が全て含まれているか確認してください。
不足がある場合、ZHIYUNまたはお住いの地域の代理店にご連絡ください。

注意：本製品にカメラは含まれていません。図と実物が異なる場合、実際の製品に準じます。

ZHIYUN純正の同梱またはオプションの充電バッテリーを使
用してください。純正バッテリー以外を使用したことによ
る爆発、火事と人身事故に関しては、当社は一切責任を負
いません。



9 10zhiyun-tech.com zhiyun-tech.com

使用方法
正面撮影モード 倒立撮影モード

カメラをクイックリリースプレートと平行に置き、底部の 1/4 ねじ穴をクイックリリースプレートの溝
と合わせてください。可能な限りチルト軸モーターに近い位置で、ねじ❹を締めてカメラを固定してく
ださい。

カメラの取り付けが完了する前に起動しないでください。

1

1
2

2
3
4

カメラの取り付け カメラの取り付け
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チルト軸のバランス調整 

ロール軸のバランス調整 

2

11

クイックリリースプレート
手動でクイックリリースプレート底部のねじ４を
緩めます。

ねじ❷を緩め（約三回転）、カメラの位置を調整して、
静止時にレンズが地面とほぼ垂直になるように保持
しながらねじ❷を締めます。

ねじ❶を緩め、横方向アーム1を位置を調整して、
静止時に横方向アームが地面とほぼ水平になるよう
に保持しながらを締めます。

カメラの前後位置を調整し、静止時にレンズが地
面とほぼ平行になるように保持しながらねじを締
めます。

バランスの調整 バランスの調整
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パン軸の水平重心の調整 操作パネルの説明

3

2

ねじ❸を緩め、縦方向アーム2❸の位置を調整して、静止時に縦方向アームが地面とほぼ水平になるよ
うに保持しながらねじを締めます。
これでバランス調整がすべて完了しました。

ジョイスティック

MODE

バッテリー残量表示ライト

ON/OFF

トグルレバー

ジョイスティック
ジョイスティックを操作するとカメラの上下左右
四方向の向きを調整することができます。

トグルレバー
ソニー製カメラでは、T方向でズームイン、W方
向はズームアウトできます。パナソニック製カメ
ラでは、T、Wの操作はいずれもカメラのフォーカ
ス機能になります。

ON/OFF
起動後は、このボタンはカメラ制御用（カメラと
接続した場合）になり、一回押すとシャッター、
ダブルクリックすると録画を開始し、もう一度ダ
ブルクリックすると録画を終了します。

MODE
一回押すとスタビライザーの動作モードを切り替
えることができます。１秒間長押しするとスタン
バイ状態に入り、もう一度１秒間長押しすると復
帰します。

バッテリー残量表示ライト
1.· 起動時とシャットダウン時に黄色で点滅します
（起動時は3秒間点滅してから1秒点灯します。
シャットダウン時は 3秒間点滅してから消灯し
ます）。

2.· 青色でバッテリー残量を知らせます（４回点滅
で 75-100％、３回点滅で 50％ -75％、２回点滅
で 25％ -50％、１回点滅でバッテリー残量がほ
とんどない状態）。

バランスの調整 スタビライザーの起動
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スタビライザーの起動方法

2. バッテリーの取付後、電源ボタンを３秒間長押ししてスタビライザーを起動してください。
事故を避けるために、純正バッテリーをご使用ください。初めて起動するときには、スタビライザーの
初期不良によるカメラの破損を防ぐため、手でカメラを優しく支えながら起動してください。

モードチェンジ説明図

1.·底部カバーを開けて 26500 リチウム電池を２つ入
れ（バッテリーの正負極に注意してください）、底
部カバーを閉めてください。底部カバーが最後まで
締まっていることを確認してください。緩んでいる
場合、起動できないことがあります。

スタビライザーの起動 操作モードの説明

モードスイッチ：
1.·[MODE]·ボタンを 1回押すたびに、パンフォロー
モード、ロックモード、POV モードの 3つのモ
ードが順番に切り替わります。電源投入時のデ
フォルトモードはパンフォローモードです。
2.·上の 3つのモードのいずれかで·[MODE]·ボタン
を2回押すと、フルフォローモードになります。
このモードで·[MODE]·ボタンを 1回押すと、以
前のモードに戻ります。
3.·[MODE]·ボタンを素早く 3回続けて押すと、動作
中のコントロールモードは変化せずに、パン軸
に沿ってカメラが 180°回転します。

パンフォローモード：
チルト軸とロール軸がロ
ックされて、カメラはス
タビライザーの動きに追
従して左右にパンしま
す。ジョイスティックを
上 /·下に押すと、チ·ル
ト軸を手動で制御できま
す。

ロックモード：
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
固定します。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。

フルフォローモード：
カメラは、スタビライザ
ーの動きに追従してパン
とチルトを行います。·
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。

POV モード：
カメラを左 / 右に最大
45°の角度まで回転さ
せることができ、ジンバ
ルハンドルの動きに追
従して左 /右に無制限に
360°の角度でパンが行
なえます。

45°45°ロール軸ロール軸 ロール軸 ロール軸

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

パンフォロ
ーモード

ロックモ·
ード

フルフォロ
ーモード

MODEをダブルク
リック

MODEをシングルクリック

MODEをシン
グルクリック

MODEをシン
グルクリック

1回押すと、前のモード
に戻ります

POV·
モード



17 18zhiyun-tech.com zhiyun-tech.com

初期化を行う必要がある場合 ファームウェアのアップグレード方法

初期化方法 

1.· スタビライザーの起動後、カメラのチルト角度と水平面に偏差がある場合。
2.· スタビライザーの起動後、カメラのロール角度と水平面に偏差がある場合。
3.· 静止状態で、水平方向に小さな角度の修正が頻繁に行われる場合。

1.· 正確にバッテリーを取り付けます。
2.· 手でカメラの固定プレートを支えながら、電源ボタンを長押ししてスタビライザーを起動させます。
この時モーターが作動するので、カメラの取付プレートをしっかり掴んでロッカーを長押しすると、
スタビライザーがスタンバイモードに入ります。

3.· そのままスタビライザーを静止状態に保ち、約 10 秒間待つとスタビライザーが自動的に初期化を完
了します。

初期化後に再び角度の偏差が現れた場合は、この手順に従ってもう一度初期化を行ってください。

1.· ZHIYUN公式サイトを開きます：www.zhiyun-tech.com
2.· 公式サイト上の「データのダウンロード」ページ内のファームウェアのアップグレートガイドを開き
ます。

3.· ご使用のスタビライザーに対応するドライバ、キャリブレーションツールおよび最新のファームウェ
アをダウンロードします。

4.· ファームウェアのアップグレードガイドに従って操作を行ない、ファームウェアのアップグレードを
行います。

バッテリーを取り付けた後アップグレード
を行ってください

初期化とファームウェアのアップグレード 初期化とファームウェアのアップグレード

USB 
ケーブル
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主な機能の説明

スタビライザーとスマートフォンの接続

ZHIYUNの公式サイト：www.zhiyun-tech.comから APP をダウンロードするか、
左側のQR·コードをスキャンして「ZY·Play」をダウンロードしてください(Android·
5.0·以降と iOS·9.0·以降に対応 )。iOS をご利用の方はApp·Store·で「ZY·Play」を検
索してダウンロードしてください。
最新バージョンのAPP をご利用ください。APP は予告なしに更新される場合が
あります。

監視インタフェース：
スタビライザーの作動状態
を確認するための機能。

標準インタフェース：
スタビライザーの 3軸と水
平方向に偏差が発生する場
合、キャリブレーションを
行ってください。「キャリ
ブレーション開始」をタッ
プして、表示される図に従
い、六面のキャリブレーシ
ョンを行ってください。

スタビライザー設定：
スタビライザーの関係パラメ·
ーター（具体的な操作方法は
APP を参照してください）を
調整することができます。

制御インタフェース：
スタビライザーの操作モード
および対応するスタビライザ
ージョイスティックのすべて
の機能を操作することができ
ます。

1.··App·Store/Google·Play ストアで「ZY·Play」を検索してダウンロード
してください。
2.··スタビライザーをオンにします。
3.··「ZY·Play」を開き、「Connect·Device」をタップして、お使いのス
タビライザーを選択します。

APP のダウンロード 

APP の使用方法 APP の使用方法
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パナソニック製カメラ用のコントロールケーブル ソニーカメラ用のコントロールライン
利用可能なカメラのモデル
MULTIポートで操作されるSONY製カメラに対応。

適合するスタビライザー型番
Crane、Crane-M、Crane·Plus。スタビライザーの
ファームウェアバージョンV1.50 およびそれ以上。

利用可能なカメラのモデル
GH3/GH4/GH5
サポートする機能
1. シャッター
2. 録画 サポートする機能

1.· シャッター
2.· 録画
3.· ズーム
注：電動ズームレンズ以外は、光学ズームの操作をサポートしていません
（動作確認済みの電動ズームレンズ：E·PZ·18-105mm·F4·G·OSS、E·PZ·16-50mm·F3.5-5.6·OSS）。
使用方法
1.· PCまたはスマートフォンのAPPを起動して、「スタビライザー設定」のページから「ソニー」を選択し、
パラメーターを保存します。

2.· コントロールケーブルのMicroUSB 端子を、スタビライザーのチルト軸モーター内側のカメラ制御イ
ンターフェースに接続し、もう一方の端子をカメラの「REMOTE」インターフェイスに接続します。

3.· スタビライザーを先に起動してください。そうしないとカメラを制御できなくなる恐れがあります。

使用方法
接続
1.· PC またはスマートフォンのAPP を起動して、「スタビライザー設定」のページから「パナソニック」
を選択し、パラメーターを保存します。

2.· コントロールケーブルのMicroUSB 端子を、スタビライザーのチルト軸モーター内側のカメラ制御イ
ンターフェースに接続し、もう一方の端子をカメラの「REMOTE」インターフェイスに接続します。

3.· スタビライザーを先に起動してください。そうしないとカメラを制御できなくなる恐れがあります。

操作
1.· シャッター（オートフォーカス動作を含む）：「電源ボタン」を一回押すと、一回撮影されます。
2.· 録画：「電源ボタン」をダブルクリックすると録画が開始され、もう一度ダブルクリックすると録画
が終了します。

カメラとスタビライザーの接続説明図

操作
1.· シャッター（オートフォーカス動作を含む）：「電
源ボタン」を一回押すと、一回撮影されます。

2.· 録画：「電源ボタン」をダブルクリックすると録
画が開始され、もう一度ダブルクリックすると録
画が終了します。

3.· ズーム機能 : ハンドル上のレバーを T方向 (上 ) に
押すと、ズームインでき、W方向 (下 ) に押すと、
ズームアウトできます。

カメラ用のコントロールケーブルは別途ご購入くだ
さい。

オプション部品の使用方法 オプション部品の使用方法

適合するスタビライザー型番
Crane、Crane·Plus。スタビライザーのファームウ
ェアバージョン V1.50 およびそれ以上。

カメラ用のコントロールケーブルは別途ご購入ください。
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ZW-B02 無線リモコン（別売）

電源 & シャッター ( 二段式ボタン )
1. ボタンを１秒以上長押しするとリモコンが起動し、デフォルトのマスターモードに移行します。
2.·リモコンの電源がオンのときにボタンを１秒以上長押しすると、リモコンがオフになります（同時に
インジケーターが消灯します）。
3.·スタビライザーがカメラに接続されている場合 : 写真撮影モードでは、シャッターボタンを半押しに
してフォーカスを合わせ、さらに完全に押し込むと写真が撮影されます。ボタンを素早く二度押し込
むと (完全に押し込んでください )、動画撮影モードと写真撮影モードが切り替わります。

ボタンの組み合わせ操作
電源ボタン·+·トグル : 電源をオンにしながら、トグルをWの方向に押すとスレーブモードに入り、リモ
コンのファームウェアをスマートフォン経由でアップグレードできます (先に「ZY·Play」アプリをダウ
ンロードしてアップデートしてください )。
電源ボタン·+·MODE ボタン :MODE ボタンと電源ボタンを同時に押すと、最寄りのスタビライザーに
Bluetooth 経由でペアリングできます。
MODEボタン : モード選択 (スタビライザーと同じ機能を共有 )
ジョイスティック：方向操作 (スタビライザーと同じ機能を共有 )
トグルレバー：ズームイン /アウト。
カメラを制御するには対応するカメラケーブルが必要です。一部のリモート操作機能は、一部のカメラ
のモデルではサポートされていない可能性があります。

MODE

充電インジケーター

電源 \シャッター
（二段式ボタン）

トグルレバー

Bluetooth のステータスライト

ジョイスティック

バッテリー残量表示ライト

使用方法

1.· リモコンの後部にある手動ねじを緩
め、ゴムスリーブ（赤い部分）を緩
めます。ねじを締める場合はゴムス
リーブを締めます。

2.· 後部の手動ねじを緩め、両手でハンドルを持ってリモコ
ンを操作しやすい位置（上図を参考）に取り付けます。

２分間リモコンを操作しないと、リモコンは自動的にシャットダウンします。

基本パラメータ
1.· 充電電圧：5V
2.· 充電電流：100mA
3.· 理論上の動作時間：＞ 30時間
4.· 内蔵リチウムポリマー電池のバ
ッテリー容量：150mAh

5.· 送信と受信電流：11.9mA
6.· 正常動作電流：4.2mA
7.· 有効制御距離：10m（障害物なし）

バッテリー残量表示ライト
90%·-·100%　定期的に４回点滅
75%·-·90%　··定期的に３回点滅
55%·-·75%　··定期的に２回点滅
30%·-·55%　··定期的に１回点滅
0%·-·30%　····高速で点滅

Bluetooth のステータスライ
ト
設備に接続していない場合：
持続的に点滅します。
接続した後：長く光ります。

充電インジケーター
充電中：●赤ランプ
充電完了：●緑ランプ

オプション部品の使用方法 オプション部品の使用方法
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CRANE-EH001 Crane デュアルグリップ（別売）
取付方法：
1. 水平ロッドの両側から2本のハンドルを挿入します。
2. ハンドルのねじを締め付けます。
3. ハンドル中央の固定クランプを緩め、保護リングを取り外し、スタビライザーに挿入します。
4.保護リングを使用してスタビライザーに固定クランプを取り付け、固定クランプのねじを締め付けます。

固定クランプ取り付け位置

正面に持つ姿勢 倒立で持つ姿勢

オプション部品の使用方法 オプション部品の使用方法
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最小 標準 最大 備考

入力電圧 6.8V 8.4V 12.6V

動作電流 80mA 110mA 6000mA

動作温度 -10° C 25° C 45° C

動作時間 12h 18h バランスの取れた状態

充電時間 3h

本体重量 950g バッテリーは含まない

チルト軸の機械動作範囲 360° 無限回転

ロール軸の機械動作範囲 360° 無限回転

パン軸の機械動作範囲 360° 無限回転

負荷重量 350g 2500g

基本仕様 Crane·Plus ファームウェア V1.52 以上では、モーターの出力のパラメータ設定をサポートしています。
お客様は、キャリブレーションアップグレードツールまたはアプリを利用してモーターの出力を設定し、
様々な重量のカメラに対応させることができます。

設定方法
設定方法 1：アプリの説明に記載された接続方法を参照してください。まず「ZY·PLAY」でスタビライザ
ーを接続し、次に適宜強度を選択して、「ZY·PLAY」のモータートルクを正しく設定します。

設定方法 2：
1.·キャリブレーションアップグレードツールとUSB ドライバを ZHIYUN社の公式サイトからダウンロー
ドしてください。ダブルクリックしてUSB ドライバをインストールします。
2.·スタビライザーと PCを USB ケーブルで接続し、[Tool] をダブルクリックしてツールを起動します。
スタビライザーの電源をオンにし、[Mode] ボタンを数秒間長押しすると、スタビライザーがスタンバ
イモードに入ります。
3.·[Setting] をクリックすると、パラメータ設定ページが開きます。[Open] をクリックすると、別のモジ
ュールのモータートルクを設定します。
4.·モータートルクには低、中、高の 3つのオプションがあります。·
Low: デフォルト設定 (推奨対象 :Crane·Plus·+·Sony·A7S、またはより軽いモデル )
Medium: 中程度の設定 (推奨対象 :Crane·Plus·+·Sony·A7S)
High: 最大設定 ( 推奨対象 :Crane·Plus·+·Canon·5D)

仕様 モータートルク調整の操作ガイド
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保証書

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 ヶ月の保証期間中に、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、無料にて修理
いたします。

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）またはウェブサイト（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 社は破損または返品され
た製品を再検査する権利を保有します。

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

保証書
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連絡先情報

電話：+86-773-2320856
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com·
公式サイト：www.zhiyun-tech.com
住所 (·中国 )：·
13th·Building,·Creative·Industrial·Park,·GuiMo·Road,QiXing·District,·Guilin·541004,·Guangxi,·China.·
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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
QC検査員 :

公式サイト Weibo

Facebook

YouTube

Google+

Youku

Vimeo

WeChat



V1.00


