
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

* この場合、Adobe Reader などの読み込みソ
フトウェアが必要です
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本製品をご利用になる前に、製品パッケージ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 またはお住まいの地域の正規
代理店にご連絡ください。

梱包リスト

WEEBILL LAB 
スタビライザー × 1

クイックリリース 
プレート x 1

三脚× 1

18650 リチウムイオン 
バッテリー x 2

18650 バッテリー充電器 
× 1

カメラバッキングベース  
× 1

Micro USB ケーブル x 1 Type-C USB ファーム
ウェアアップグレー

ドケーブル × 1

カメラコントロール 
ケーブル x 1

Type-C アダプター × 1 USB ケーブル 
ストレージボックス × 1

ストレージケース x 1
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WEEBILL■LAB の各部名称

WEEBILL LAB の各部名称

1. カメラコントロールインターフェ
イス

2. つまみネジ
3. フォローフォーカスコントロール

インターフェイス
4. クイックリリースボタン
5. レンズサポート
6. クイックリリースロックネジ
7. 安全ロック
8. パン軸モーター
9. つまみネジ
10. フォーカス / ズームコントロール

ホイール
11. 1/4 インチネジ山とクラウンギヤ
12. サ イ ド ボ タ ン ( 詳 細 は 10 ペ ー ジ

を参照 )

13. 三脚
14. チルト軸モーター
15. チルト軸ラッチ
16. カメラコントロールモジュール
17. ロール軸モーター
18. ロール軸ラッチ
19. パン軸ラッチ
20. バッテリーコンパートメント 
21. ファームウェアアップグレードイ

ンターフェイス
22.  コントロールパネル ( 詳細は 10

ページを参照 )

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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バッテリーの準備と充電方法について

WEEBILL LAB の初回ご利用時には、バッテリーの性能を十分引き出し製品を安定
して使用するために、パッケージに同梱されている充電器を使用してバッテリー
をフル充電して起動してください。

充電器とバッテリーの説明

充電器の仕様
名前：18650 x 2 リチウムイオンバッテ
リー充電器
モデル名：ZC-18650-2
入力：5V：2400mA
出力：4.2V：800mA x 2
⃝充電中は赤で点灯します。
⃝フル充電になると青で点灯します。

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：IMR 18650 MP
容量：2600mAh
電圧：3.6V

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・保管されなかった場合、火災や財産的損害や使用
者の負傷を招く恐れがあります。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 純正バッテリーのみを使用してください。ZHIYUN は、ZHIYUN 純
正以外のバッテリーによって引き起こされた爆発、火災および / または事
故について一切の責任を負いません。

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ジケースに入れてください ( ストレージケース
は別途購入する必要があります )。

ステータスインジ
ケータライト



4

バッテリーの準備と充電方法について

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. 電源にアダプターを差し込むと、充電が始まります。

充電方法

1. 電源容量が不十分 ( アダプターの電流が 500mA 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
って条件が変化することがあります。電流容量の大きいアダプターを使用
することをお勧めします。

2. 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 2 個付属
しています。ZHIYUN 純正バッテリーのみを使用し、充電してください。

3. バッテリーが 2 本とも満充電されていることを確認してください。その中の
1 本のバッテリーが充電不足であると、スタビライザーが動作しないことが
あります。

USB ケーブル アダプター 電源
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各部品の取付方法

三脚の取付方法

三脚を用意し、スタビライザー底面の 1/4 インチ～ 3/8 インチのネジ穴に取り付
け、平面上で三脚を広げます。

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。

バッテリーコンパートメントのベースに三脚を取り付けてローアングル撮影モー
ドに進むこともできます。

ローアングル撮影モードに進む前に、必ず三脚ロックスイッチをロック位置
にしてください。

取り付け時の 
ロック状態

保管時の 
ロック状態
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バッテリーの入れ方 

バッテリーコンパートメントのカバーをスライド
させて外し、ZHIYUN 18650 リチウムバッテリーを
2 本入れます ( 極性に注意 )。

カメラの取り付け 

a. クイックリリースプレートモジュールを取り出し、クイックリリースボタンを
押して、クイックリリースプレートを取り出します。

b. 上図のようにバッキングベースにカメラをマウントし、さらにそれをクイック
リリースプレートにマウントし、底面の 1/4 インチネジを締め付けます。 

c. クイックリリースプレートのレンズサポートを調整してレンズを支え、安定で
あることを確認します。

d. 取り付けたクイックリリースプレートをクイックリリースプレートモジュール
にマウントした後、3 軸スタビライザーにモジュール全体を取り付けてロック
します。

1. 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。

2. レンズの大きさがカメラ底部よりも大きい場合、バッキングベースが必要
です。実際の状況に応じて、バッキングベースを装着するかどうかを決め
てください。

各部品の取付方法
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各部品の取付方法

カメラコントロールケーブルの接続 

同梱のカメラコントロールケーブルの両端をカメラとスタビライザーのコントロ
ールインターフェイスに接続します。

1. Type-C インターフェイスコントロールを使用したカメラでは、同梱の
Type-C アダプターで接続してください。

2. 上のリストは、Sony α6300 および Panasonic GH5 に基づいて作成されて
います。他のカメラとの互換性については、公式サイトを参照するか、カ
スタマーサービスにお問い合わせください。

3. カメラコントロールインターフェイスを通じてカメラを充電してくださ
い。カメラのバッテリーに十分な電力がありスタビライザーから直接充電
する必要がない場合、カメラの USB 充電オプションをオフにして、スタビ
ライザーの電力を節約してください。

インターフェイス種別 マルチ USB Type-C
カメラモデル Sony α6300 Panasonic GH5

写真 √ √
ビデオ √ √

AV √ √
テレビ √ √

ISO √ √
EV √ √

画像の転送 √ √
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バランス調整

調整手順を容易にするため、カメラにマウントした状態で WEEBILL LAB の 3
軸をロックした後、1 つずつ軸のロックを外し、バランス調整を行なうこと
をお勧めします。

❶   チルト軸とカメラ固定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 )。カメラマウ
ントのつまみネジを締め付けてこの手順を終
了します。

❷   レンズを上に向け、チルト軸のつまみネジを
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。つまみネジを締
め付けてこの手順を終了します。

❸   ロール軸のロックを外し、クイックリリース
プレート底面のつまみネジをわずかに緩め、カ
メラが地面に対して水平になり静止するまで、
カメラを左右に押して移動させます ( 右図を参
照 )。つまみネジを締め付けてこの手順を終了
します。

バランス調整

固着した場合、安全ロックを押し上げて
ください。
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バランス調整

❹   パン軸のロックを外し、そのつまみネジをわず
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、パン軸を調整します ( 右図を参照 )。

カメラが邪魔でネジが回せない場合は、
ネジを引き上げて回転させ、もう一度
回転してから、締め付けてください。

スタビライザーの電源を入れる前に、3 個のモーターのロックが外れていて
自由に回ることを確認してください。ロックし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する恐れがあります。
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スタビライザーの使用方法

ボタンの説明

1

3

4

6

7

8

7

9

10

11

12
13

14

155

2

❶ フォーカス / ズームコントロールホイール *
サーボフォローフォーカスモーターに接続すると、スタビライザーのフォーカス
/ ズームコントロールホイールはフォローフォーカスモーターを駆動できます。
❷ フルフォローモード

  押し続けると、F ( フルフォロー ) モードに進み、そのモードが維持されます。
  続けて 2 回押すと、モーターの位置がリセットされます。
  続けて 3 回押すと、パン軸モーターが 180 度回転します。

❸ PhoneGo モード [ GO ]
GO ボタンを押すと 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。
❹ モードスイッチ

  スイッチを押し上げると、スタビライザーが PF ( パンフォロー ) モードになり
ます。

  スイッチを押し下げると、スタビライザーが L ( ロック ) モードになります。
❺ POV モード [ POV ]

  1 回短く押すと、POV ( 視点 ) モードが起動または終了します。
  続けて 2 回押すと、V (Vortex) モードが起動または終了します。
  2 秒間長押しするとスタンバイモードが起動または終了します。

❻ オン / オフ [  ]
2 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。
❼ OLED ディスプレイ
スタビライザーの状態とカメラのパラメータ ( 詳細は 12 ページを参照 )。

* フォローフォーカス CMF-04 ( 別途購入の必要あり ) と一緒にスタビライザーが
適正に取り付けられている場合、レンズのフォーカスまたはズームリングにギ
ヤリングを取り付けると、フォーカスまたはズーム調整機能が実行できます。
WEEBILL LAB はフォーカス / ズーム同期コントロールに対応していません。 
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❽ 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。
❾ 動画 [  ]
短く押すと録画が開始 / 終了します。
❿ 予備機能ボタン [ LV ]
予備機能ボタン。
⓫ 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。

⓬ ダイヤル
  メイン画面でダイヤルを回すと、カメラのパ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。

⓭ 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。
⓮ シャッターリリース

  ボタンを半押しするとオートフォーカスが起動します。
  全押しすると写真が 1 枚撮影されます。

⓯ 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。

1. ススタビライザーの故障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。

2. 不安定な状態でスタビライザーを起動すると揺れにより起動を失敗する恐
れがありますので、起動時にはハンドルをしっかりと握り安定を保ってく
ださい。

スタビライザーの使用方法
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スタビライザーの使用方法

OLED ディスプレイの説明 

カメラパラメータ設定
時のディスプレイ画面

スタビライザーモード
のディスプレイ画面 ( カ
メラパラメータの設定

は不可 )

メニュー画面 

表示アイコンの説明：

カメラの接続状態

ビデオ録画モード

写真撮影モード

バッテリー残量レベル ( スタビライザー )

PF パンフォローモード

L ロックモード

POV 視点モード

F フルフォローモード

GO PhoneGo モード

V Vortex モード

AV カメラの絞り設定

TV カメラのシャッタースピード設定

ISO ISO 感度

EV 
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スタビライザーの使用方法

メニューオプションの説明 

motor
( 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

wheel
( コントロールホ

イールの設定 )

sensi
( コントロール

ホイールの感度)

low 低感度
medium 中程度の感度

high 高感度 

ABpoint
(AB ポイント )1

Max

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

priority
( 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
ハンドルホイールを無効にする 

( スタビライザーのコントロール
ホイール )

reverse
( 逆方向 ) ホイールを逆方向に制御する 

joystick 
( ジョイスティッ

クの設定 )
reverse

( 逆方向 )
vertical 垂直方向のジョイスティック 

horizontal 水平方向のジョイスティック 
calibration

( キャリブレーシ
ョンの設定 )

yes 六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

angle
( 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

about
ファームウェアバージョン、Wi-Fi、Bluetooth 名の情報 ( 右を押
すと、スタビライザーが実行している画像転送システムのバー

ジ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、Bluetooth またはケーブルによる遠隔制御を意味します。( リモコン
は別途購入する必要があります )。
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スタビライザーの使用方法

モータートルクの調整

重量の異なる各種のカメラやレンズにスタビライザーを適合させて適切な使用状
態にするために、スタビライザーのモーター動力を調整する必要があります (3 段
階に調整可能 )。

調整方法：

モーター動力が大きすぎたり、小さすぎたりすると ( 対応重量と一致しない場
合 )、カメラが振動してスタビライザーが正常に使用できなくなります。

モーター動力 対応重量 互換性のあるカメラとレンズの例 
low 軽 Sony RX100 シリーズまたはポケットカメラ

medium
( デフォルト ) 中 Sony α6500+FE35 f2.8

high 重 Sony α7R Ⅲ +FE24-70 f4

1. [ メニュー ] を 1 回押し、ダイヤルを「motor」に合わせ、
右側を押すと、モーターのトルク設定に進みます。

2. ダイヤルを回してモーター動力を選択します。右側を押し
てオプションを確定します。
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スタビライザーの使用方法

コントロールモードの説明 

パンフォローモード (PF)：PF/L モー
ドスイッチを押し上げる 
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。ジョイスティ
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 (L)：PF/L モードスイッ
チを押し下げる 
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。ジョイスティックを上 / 下、
左 / 右に押すと、チルト軸とパン軸を
手動で制御できます。

視点モード (POV)：POV モードボタン
を 1 回押す
このモードでは、スタビライザーハン
ドルの動きに応じて、カメラを、最大
45 度まで左右にロールでき、360 度
無制限に左右にパンまたは上下にチル
トすることができます。

フルフォローモード (F)：背面のモー
ドボタンを押しっぱなし
カメラは、スタビライザーの動きをパ
ンとチルトにて追従します。ジョイス
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自動的にスタビライザーと一緒に動き、グレーで囲ん
だモーターは、スタビライザーと一緒には動かずロックされます。

ロール軸 ロール軸

チルト軸 チルト軸

パン軸 パン軸

ロール軸は 45 度 ロール軸

チルト軸 チルト軸

パン軸 パン軸
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PhoneGo モ ー ド (GO)：PhoneGo モ
ードボタンを押す 
ロール軸がロックされ、スマートフ
ォンはスタビライザーチルト軸及び
パン軸の移動に素早く追従します。

Vortex モード (V)：POV モードボタン
を 2 回続けて押す
カメラが 90 度の角度でチルトし、ハ
ンドルの動きに追従して 360 度無制
限にパンしますが、ロール軸は固定さ
れます。 

スタビライザーの使用方法

ローアングル撮影モード 

ローアングル撮影モードを使用する前に、必ず三脚のロックスイッチを固定
しておいてください。 

ロール軸
ロール軸

チルト軸

チルト軸

パン軸 パン軸

直立モード
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手動角度調整

パンフォローモードとロックモードでは、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。パンフォローモードでは、
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、パン軸とチルト軸の
角度を手動で調整できます。

スタビライザーの使用方法
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アプリのダウンロード 

画像転送システムとアプリの操作

アプリの操作

1. WEEBILL LAB 画像転送システムは、モバイルアプリ「ZY Play」との組み合わせ
でのみ適用できます。

2. 画像転送システムを使用する前に、カメラコントロール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 カメラでは、カメラの USB 接続設定が「コンピュータリモコン」モード
に設定され、コンピュータリモコンの静止画像ストレージが 「コンピュータ
+ カメラデバイス」に設定されていることを確認してください。USB モードで、
LUMIX カメラを PC ( テザー ) モードに設定します。

4. クラウンギヤ付きスマートフォン固定用クランプ ( 別途購入の必要あり ) を使
用すると、スマートフォンをスタビライザーに簡単に取り付け、角度も調整し
やすくなります。

左側の QR コードをスキャンするか (Android 5.0 以降と 
IOS 9.0 以降に対応 ) 、App Store で「ZY Play」を直接検
索して、「ZY Play」をダウンロードしてください。

1. WEEBILL LAB の機能を最大限利用するために、
専用アプリの「ZY Play」をインストールしてく
ださい。

2. ZHIYUN アプリは定期的に更新されていますの
で、今すぐチェックしてさらなる機能をお試し
ください。
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主要機能の概要

カメラパラメータ設定

フォーカス / ズーム
コントロール

スタビライザーの
パラメータの設定

スタビライザーキャ
リブレーション

画像転送システム

動画と写真 

パノラマ

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. スタビライザーの電源を入れ、対応するカメラコントロールケーブルでスタビ
ライザーをカメラに接続します。モバイル端末の Bluetooth と Wi-Fi をオンに
します。

2. 「ZY Play」を開き、WEEBILL LAB に対応する製品ページを選択します。「デバ
イスの接続が必要」をクリックし、対応する Bluetooth 名のスタビライザーを
選択します (「バージョン情報」に WEEBILL LAB_XXXX という名の Bluetooth
が表示されます )。

3. アプリのメイン画面に進んだら、Wi-Fi アイコン [ ] をクリックし、プロンプ
トに従ってスタビライザーの Wi-Fi に接続します ( 初期デフォルトパスワード
は 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

初期化方法

1. 正しくバッテリーを装入します。
2. 片手でカメラマウントプレートを保持し、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。起動しない場合は、カメラマウントプレートを保持し
たまま POV モードボタンを長押ししてスタンバイモードに進みます。

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。

キャリブレーションが必要な場合の症状 キャリブレー
ションの方法

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しなかった場合。
3. 動作環境間の温度差が大きすぎる場合。

六面キャリブ
レーションの

実施 

スタビライザーの初期化と六面キャリブレーションを実行した
後も、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。

モーター出力
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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六面キャリブレーション

OLED ディスプレイガイドによる六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。右を押して選択を確認します。
2. 下に示したように、図中の 6 つのステップに従って、六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 ステップ 4

ステップ 5 ステップ 6

アプリによる六面キャリブレーション
スタビライザーを「ZY Play」に接続します。「キャリブレーション」に進み、ア
プリの指示に従って、六面キャリブレーションを終了します。

六面キャリブレーションとは、カメラマウントプレートの六面全部を、水平
面に対して順次垂直にすることです。
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モーターの微調整

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。

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 50% 以上の表示であ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。
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最小 標準 最大 備考

充電電圧 6.4V - 8.4V

充電電流 250mA - 3000mA

出力電圧 - 5V -

出力電流
(マイクロUSBポート) - 500mA -

チルト軸角度範囲 - 360° - 回転角度が無制限

ロール軸角度範囲 - 360° - 回転角度が無制限

パン軸角度範囲 - 360° - 回転角度が無制限

動作温度 -10° 25° 45°

バッテリーの容量 2600mAh  18650 リチウムイオン
バッテリー 2 個

バッテリー作動時間 6 時間 12 時間 研究室データ 1

充電時間 2.5 時間 研究室データ 2

有効ペイロード 300g 3000g

Bluetooth Bluetooth 5.0

Wi-Fi Wi-Fi 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：CR104

製品仕様

「研究室データ 1」：SONY α7+10-18 F4 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試験の結果、12 時間の動作時間を得られる
ことが判明しました。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。 

「研究室データ 2」：充電温度が規定の動作温度範囲内にない場合、デバイスと
バッテリーを保護するために、WEEBILL LAB は自動的に停止します。温度が 25℃
を上回る場合、5V/2A 電源アダプターを使用してテストを継続してください。充
電時間は環境に応じて変動しますので、実際の結果は異なる可能性があります。
温度が 25℃を下回る場合、充電電流は規定よりも小さくなるので、充電時間が長
くなります。本ユーザーマニュアルのデータはすべて ZHIYUN 研究室での社内実
験にて得られたものです。環境が異なると、データがある程度異なることがあり
ます。実際の操作環境を考慮してください。

注意：上記記載のデータは、社内での参考用にのみ使用されます。対象の環境が
異なる場合、データは多少程度異なります。記載のデータを参照する際には、実
際の動作環境を考慮してください。
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免責条項と警告

ZHIYUN WEEBILL 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。Guilin Zhishen 
Information Technology Co., Ltd. では、本説明書ならびに WEEBILL LAB 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、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。精密製品ですので、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、ユーザーマ
ニュアルのすべての指示と警告を必ずお読みください。

ヒントについて

凡例：  ヒント  重要 
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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. WEEBILL LAB は高精度のコントロールデバイスです。落下したり外力を受

けた場合、WEEBILL LAB 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. WEEBILL 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. WEEBILL LAB は防水になっていません。WEEBILL 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、WEEBILL 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 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。



26

免責条項と警告

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。
12. バッテリーを加熱したり、電子レンジ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。

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 純正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ぎ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、エンクロージャ、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

放置しないでください。温度が 60℃を超える環境に絶対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。
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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. 温度が高すぎるまたは低すぎる環境では、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。

免責条項と警告

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。

電話：+86- 773-3561275
公式サイト：www.zhiyun-tech.com
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com
住所： 6th floor Building No.13 Creative Industrial Park, GuiMo Road, Qixing District, 
Guilin
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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 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、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. 保証期間が過ぎている場合。
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。
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製品モデル：CR104

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

保証書

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
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