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1. 各部詳細
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スライドアーム
ねじ

1/4-20インチ
ねじ穴

シャッター
ボタン

ファンクションボタン

マルチファン
クションノブ

チルト軸ロック

ロール軸ノブリング

ロール軸

ロール軸ロック

パン軸

ジョイスティック

パン軸ノブリング

ディスプレイ



Sony 
シャッターケーブル
×1

Goproアダプター
（1/4ねじ）

 ×1

付属品
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三脚
×1

長ねじ
×1

Panasonic 
シャッターケーブル
×1

スマートフォンホルダー
×1

 USB 2.0 - TypeC 
ケーブル×1

チルト軸
固定
プレート 

チルト軸
ノブリング

クロス
アーム

クイックリリース
プレート

垂直アーム

ハンドル

1/4-20インチ
ねじ穴

電源ボタン
モード
ボタン

Type Cポート

落下防止カラム
セーフティーロック

パン軸ロック

トリガーボタン



カメラの取り付け
セーフティーロックを解除して、図1のように落下防止カラムを押しながらクイックリリース
プレートを取り外します。また、図2のようにカメラ底部にねじでクイックリリースプレート
を取り付けます

図3のように、落下防止カラムを押しながら固定プレートにカメラを取り付けます。
取り付け後、再びセーフティーロックをかけます
カメラに 1/4-20インチねじ穴がない場合には、1/4-20インチねじ穴付きマウントアダプターにカメ
ラを取り付けてから上記の手順で取り付けてください

2. 使用方法

2 カメラ／スマートフォンの取り付け

1 充電

（別売）
出力︓5V / 2A

下図のように、USB Type C ケーブルを使用して充電を行ってください

Type C ポート USB ポート

Type C  USB
ケーブル

初めて電源を入れる際にはフル充電したバッテリーを使用してくださいご注意
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図 1 図 2

図 3

ロックロック解除

ロックロック解除

ご注意︓固定プレートのType Cポートでは充電を行わないでください。
　　　　回路基板が焼けてしまう恐れがあります



※ 図4のようにセーフティーロックがかかっている場合には、右に引くとロックを解除する
ことができます。
図5のようにロック解除されている場合には、左に引くとロックすることができます

3 電源オン／オフ

(1) ジンバルの電源を入れる前にカメラまたはスマートフォンを取り付けてください
(2) バッテリー残量が少ない場合には充電を行ってください
(3) ジンバルをご使用にならない場合には電源を切ってください

ご注意
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電源オン／オフ︓
電源ボタンを長押しし、画面に　　が表示されて音が鳴ったらボタンを離します

スマートフォン
ホルダー

スマートフォン 取り付け

スマートフォンホルダーにスマートフォンを取り付けた後、スマートフォンホルダー
をクイックリリースプレートにねじで取り付けます。
54～88mm幅のスマートフォンに対応しています

スマートフォンの取り付け

ロックロック解除

図 4

ロック

ロック

図 5

ロック解除

ロック解除

※ 電源を入れた後、カメラの重量に合わせてジンバルが調整を行うため数秒間振動すること
があります

ロック
ロック解除
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3. バランス調整
ご注意
バランス調整ができていない場合には、ジンバルのパフォーマンス低下、またはカメラの安定性が損なわ
れる恐れがあります

（電源を入れる前に行ってください）

4 ロック

3つの軸それぞれにロックが搭載されています。パン軸を例に示します

※ バランス調整を行う前に3軸をロックし、バランス調整中に段階的にロックを解除して
ください

3軸のロック ロック時 ロック解除時

ロック

ロック解除

解锁状态

バランス調整後にジンバルの電源を入れてください

1 チルト軸のバランス調整

手順

(1) ジンバルを水平な場所に立てて置き、チルト軸のロックを解除します
(2)カメラ底部のねじをゆるめてから、カメラが水平になるようにスライドアームをスライドさ
せてバランスを調整した後、ねじを締めます

（カメラを動かせるように、少しだけねじをゆるめてください）

カメラを
動かす

ロック
解除

水平面 ねじを 
ゆるめる

ロック

ロック解除
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クロスアームを
動かす

ロール軸
ノブリングを
ゆるめる

2 ロール軸のバランス調整
※ バランス調整後はロール軸ノブリングを締めてください

水平面

水平面

チルト軸
ノブリングを
ゆるめる

(3) チルト軸ノブリングをゆるめた後、チルト軸を任意の角度に回転させてもカメラが安定する
ようにスライドアームをスライドさせて調整します。調整後、チルト軸ノブリングを締めます
（バランス調整を行ってもカメラが水平にならない場合には、水平になるまで上記の手順を繰り
返してください）  
※ バランス調整後はチルト軸ノブリングを締めてください

スライド
アームを
動かす

（クロスアームを動かせるように、少しだけロール軸ノ
ブリングをゆるめてください）

(1)ロール軸のロックを解除し、ジンバルを水平な場
所に置きます
(2)ロール軸ノブリングをゆるめた後、カメラが安定
するようにスライドアームをスライドさせて調整し
ます。ロール軸ノブリングを締めて、カメラを左右
に傾けても安定するようになればバランス調整完了
です

手順
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パン軸
ノブリングを

垂直アームを

水平面

クロスアームを
動かす

ロール軸
ノブリングを
ゆるめる

3 パン軸のバランス調整

(1) パン軸ロックを解除し、ハンドルが水平にな
るようにジンバルを持ちます
(2)パン軸ノブリングをゆるめた後、カメラが安
定する位置に垂直アームを動かします。パン軸
ノブリングを締めて、パン軸を任意の角度に回
転させてもカメラが安定するようになればバラ
ンス調整完了です

※ バランス調整後はパン軸ノブリングを締めてください
手順

(3) バランス調整を行ってもカメラが水平にな
らない場合には、セーフティーロックを解除
してカメラが水平になるようにクイックリ
リースプレートを動かして調整を行ってくだ
さい。調整完了後はセーフティーロックをか
けてください。
※ バランス調整後はセーフティーロックをか
けてください

クイック
リリース
プレートを
動かすロックロック解除

動かす

ゆるめる
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パンモード （デフォルト）

パンモード フォローモード

ロール軸とチルト軸の向きが固定され、ユーザーの手の左右の動きに従ってカメラが動きます
フォローモード
ロール軸の向きが固定され、ユーザーの手の上下左右の動きに従ってカメラが動きます

オールフォローモード
ユーザーの手の動きに従ってカメラが動きます

ロックモード
カメラの向きが固定されます

リセット
パンモードに戻り、3軸がデフォルトの位置に戻ります

動作モード

4. 機能と操作

オールフォローモード

ロックモード リセット

追従回転

ロック

デフォルト



下
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ジョイスティック

アイコン モード／ステータス
HF

AF

パンモード

オールフォローモード

フォローモードTF

ロックモードLK

Bluetooth接続中

Bluetooth未接続

アイコン モード／ステータス

フォトモード

ビデオモード

Wi-Fi接続中

Wi-Fi未接続

タイムラプスモード

バッテリー残量

タッチパネル

上
(1) カメラを上に動かす
(2)上を選択

下
(1) カメラを下に動かす
(2)下を選択

右
(1) カメラを右に動かす
(2)右を選択
(3)決定

左
(1) カメラを左に動かす
(2)左を選択
(3)キャンセル

上

右左

チルト軸が有効

ロール軸が有効

ズーム

フォローフォーカス

パン軸が有効
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ファンクションボタン

シャッターボタン

ジンバルとカメラ／スマートフォンの接続後、Feiyu ONアプリまたはケー
ブルを介してシャッターボタンで撮影を行うことができます

Feiyu ONへの接続後に
実行可能になります

ご注意︓ソフトウェアまたはハードウェアの改良により、実際の製品は本
ユーザーマニュアルの説明や画像と異なる場合があります。オフィシャル
ウェブサイトから最新のユーザーマニュアルを入手することができます

押す パン／ロックモード

素早く2回押す

素早く3回押す オールフォローモード

パンモード中にボタンを押すと
ロックモードに切り替わり、ロッ
クモード中にボタンを押すとパン
モードに戻ります。

フォト／ビデオモード中

ファンクション
ボタン

シャッター
ボタン

モードボタン

電源ボタン

押す フォト／ビデオ

半押し フォーカス合わせ

押す

押す 

長押し

押すごとに3ページを
順番に移動します

Feiyu ONアプリへの接続後、ファンクションボタンの各操作をロック／パン
／フォロー／オールフォローモードからカスタマイズすることができます

電源
ボタン

モード
ボタン

デフォルト

フォローモード デフォルト

デフォルト

フォローモード中にボタンを押す
とパンモードに戻ります

ページ移動

電源オン／オフ

モード切り替え

素早く3回押す フロント／リアカメラ切り替え



ジンバル
制御

カメラ
制御
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Feiyu ONアプリを使用して、トリガーボタンの各操作をロック／
高速フォロー／フォローモードからカスタマイズすることができます

ジンバルの電源を入れた際のデフォルトではチルト軸が制御対象です

デフォルト

トリガーボタン

マルチファンクションノブ-
軸の回転操作／フォローフォーカスとズーム

アイコン表示

アイコン表示 機能

マルチファン
クションノブ

トリガー
ボタン

押し続ける 高速フォロー

素早く2回押す リセット

素早く3回押す セルフィーモード（パン軸が180°回転）

パン／フォローモード中にトリガーボ
タンを押し続けると高速フォローモー
ドに切り替わり、ボタンを離すと元の
モードに戻ります

パンモードに戻り、3軸がデフォルトの
位置に戻ります

フォローフォーカス／
ズーム制御状態において

押す／
長押し

回す

ロール軸

パン軸

ズーム

機能

ズーム制御

フォローフォーカス

回してズームを制御
カメラが対応している必要があります

回してパン軸を回転

回してフォローフォーカスを制御
カメラが対応している必要があります

パン軸の回転制御

チルト軸

押す

マルチファンクション
ノブを押す

制御対象切り替え
フォローフォーカス

※

※ カメラ接続後
カメラの接続方法は15ページを参照

マルチファンクション
ノブを長押し

デフォルト

フォローフォーカス／
ズーム切り替え

チルト軸／ロール軸／
パン軸切り替え押す

フォローフォーカス／ズーム／
軸の回転制御切り替え長押し

軸の回転制御状態において

デフォルト

マルチファンクション
ノブを押す

制御対象切り替え

※

ロール軸の回転制御

チルト軸の回転制御

回してロール軸を回転

回してチルト軸を回転
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アプリのダウンロードと接続

アプリの接続

マニュアルロック

5. その他の操作

カメラを手動で任意の位置に動かして0.5秒間静止させる
と、その位置が記録されます
パン／フォロー／ロックモードにてチルト軸のマニュアル
ロックを行うことができます

パン軸を手動で任意の位置に動かして0.5秒間静止させる
と、そのチルト軸の位置が自動的に記録されます

(1) ジンバルの電源を入れます
(2) Bluetoothをオンにしてアプリを起動します。ログインを行い（初回は登録を行う必要

があります）、指示に従ってG6Maxに接続します。接続完了すると、アプリからリモートで
の方向操作、モード切り替え、パラメータ設定等のG6Maxの操作を行うことができます

 iOS バージョン  Android バージョン

タイムラプスズーム

ファームウェア更新

写真撮影／ビデオ録画 タイマー撮影

映像オーバーラップ

縦撮り／横撮り
切り替えビデオ編集

美顔モード

光追跡撮影顔認識オブジェクト追跡 超広角パノラマ

......

スローモーション フィルター

Feiyu ON

App Storeから、または右のQRコードをスキャン
してFeiyu ONをスマートフォンにダウンロード
してください
※ iOS 9.0以上、Android 6.0 以上が必要です
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タイムラプスモード

Feiyu ONアプリで時間を設定します

タイムラプスモードを使用してジンバルを一定の速度で動かすことができます。この機能は
通常のビデオ録画またはタイムラプス撮影で使用することができます

( 2 ) 回転開始位置の設定
パン軸またはチルト軸を開始位置まで動かして0.5秒間静止
させてから、ジョイスティックを右に操作して決定します

設定完了後、ジンバルは自動的に開始位置に戻り、設定したパラメータに従ってチルト軸と
パン軸が等速で回転を開始します。
再び開始するには手順 (2)(3) を繰り返します

( 5 ) 終了
ファンクションボタンを素早く2回押すと、タイムラプスモードを終了し、リセットされます

( 1 )  画面からタイムラプスモードを選択します

チルト軸

パン軸

チルト軸

パン軸

Feiyu ONアプリからタイムラプスモードのパラメータ設定を行います。
パラメータ設定画面に入り、タイムラプスモード設定を選択します。
パン軸とチルト軸の回転時間は8時間未満、撮影間隔は最大59秒、撮影待機時間は最大58秒
に設定する必要があります

注︓撮影間隔は撮影停止時間より長く、パン軸またはチルト軸の回転時間より短く設定する必要
があります

Inception
Portrait

Timelapse

Set Route
Last Setup

Remaining time on tilting

Total tilting time

Photo interval

Stall time for shooting

Remaining time on panning

00:00:00 00:00:00

Total panning time

Save

00:00:00

00:00:00

5

5

Timelapse

Configuration of auto rotation

( 3 ) 回転終了位置の設定
パン軸またはチルト軸を終了位置まで動かして0.5秒間静止
させてから、ジョイスティックを右に操作して決定します

( 4 ) オートローテーション開始



Motor Setup

Adaption
Tilt motor

Cam Setup
Konb Setup

Turn Right
Turn Left

Continue R 

14www.feiyu-tech.cn

Continue L

Set Speed

インセプションモード

画面のインセプションモードをタップするとカメラが上方向を向きます。ジンバルを水平に
持って回転方向／回転速度を設定することで、1回転または複数回転を行います。
設定完了後、設定した速度と方向で自動的にカメラが360°回転を行います

縦撮りモード

ジンバルを水平に持って画面の「縦撮り」を選択すると、縦撮りモードに切り替わります

モーター設定

Pan motor Roll motor

Inception
Portrait

Timelapse

Inception
Portrait

Timelapse
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カメラへの接続

方法2

            .
(1) カメラのWi-Fiをオンにします（GoProは2.4GHzを選択してください）
(2) Feiyu ONのバーチャルジョイスティック画面にてカメラ接続アイコンを選択します
(3) カメラのメーカーと機種を選択します
(4) カメラのWi-Fi名を選択してパスワードを入力します
(5) 接続されるまで待ちます
(6) 接続されれば完了です

カメラへの接続に失敗した場合には、ジンバルまたはカメラを再起動するか、もしくは上記
の手順で再び接続を行ってください。
カメラのWi-Fiに長時間接続できない場合には、Wi-Fiを再度オンにしてください

ファームウェア更新

手順︓

方法1

ジンバルのType ポートとカメラのUSBポートにシャッターリリースケーブルを接続します

Type Cポート

Feiyu ONアプリからファームウェア更新を行います

(1) 　　アイコンをタップします
(2) 更新種別を選択します
(3) 指示に従ってファームウェア更新を行います

Latest version:***

Firmware Upgrade

Current version:***

Please read the following notices CAREFULLY:

1. Please KEEP your phone screen ON during upgrade 
progress.
2. Do NOT leave current App page.
3. The motors will be pow off during upgrade 
progress, this is normal case. 
4. In case of upgrade failure, the gimbal might be 
unfunctionable,  please reboot your gimbal and 
restart App on your phone, and then perform 
upgrade agian util successful upgrade.
5. If upgrade success, please forget/unpaired the 
gimbal with your phone in phone settings page, 
and reconnect again.

I Known

Start updating

更新種別︓
ジンバル更新︓ジンバルの制御／機能／パラメータなどの修復／
更新／追加
キーボード更新︓ボタン／タッチパネル／機能の修復／更新／追
加、Wi-Fi制御可能なカメラの追加、Wi-Fiカメラ制御のバグ修正
など
Bluetoothファームウェア更新︓Bluetooth機能の修復／更新／追
加、対応カメラの追加など
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カメラへのWi-Fi接続

(1) ジンバルの電源を入れます
(2) BluetoothとFeiyu ONアプリをオンにすると、 アプリは最もBluetoothの電波の強いジン

バルに自動的に接続します。接続に成功すると画面上に　　のアイコンが表示されます
(3)カメラのWi-Fi名とパスワードを確認します

Communication settings

FTP transfer settings

MENU

Built-in wireless settings

AF
1 2 3 54 SET UP4

HDMI frame rate AUTO
GPS settings
Communication settings

Built-in wireless settings

Wi-Fi function
Send images to smartphone
Nickname
Clear settings

MENU

Wi-Fi/NFC Enable

E0S5D4

Wi-Fi function

Connect to smartphone

MENUINFO. View info

Review/change settings

Change settings name
Viewable imgs
Confirm set.

MENU

Change set.

Viewable imgs
All images

Connection method

Select a network

Connect the camera directly to
the device

Easy connection

Cancel OK

Waiting to connect

将相机直接连接到
设备

Connect device to camera using
network settings below and then
start Cannon app/software

Cancel

SSID

Encryption key 12345678
xxxxxx-xxx_Canonxx

SET1Choose set

Connect to smartphone

Delete settings

Connect MENU

Review/change settings

各メーカーの確認手順︓

「メニュー」ボタンをタップして「通信設定」-「内蔵ワイヤレス設定」-「Wi-Fi」-「ス
マートフォンへの接続」-「設定の確認／変更」-「設定変更」-「かんたん接続」を選択し、
「OK」を押してWi-Fi名とパスワードを確認します

1 2 3

4 5 6

7 8
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Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings

SSID:GH4-35E9A7MJT
Password: afcc2de35e9a7

QR Cord

DISP.Change method

c

Setup
Clock Set

World Time

Travel Date
Wi-Fi

Beep

1/6

Wi-Fi

Wi-Fi Fuction

Wi-Fi Setup

Select a function

Playback on TV

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera

Remote Shooting & View

Wi-Fi

New Connection

Select a destination from History

Select a destination from Favorite

Connection Information Wi-Fi

Operate smartphone to connect to 
this device via Wi-Fi.

SSID:XXXXXX-XXXX：ILCE-6400
Password: 12345678
Device Name: ILCE-6400

Connect via QR Code MENU

Application List
Introduction

1

MENU

Application

Application
Management

Select Enter

Smart Remote
Embedded

PlayMemories
Camera Apps

MENU

Smart Remote Embedded Wi-Fi

Operate smartphone to connect to 
this divice via Wi-Fi

SSID: XXXXXX-XXXX：XXXX-XXXX

Password: 12345678
Device Name: ILCE-XXXX

Exit App.MENU

1 2

Network1 1/2  .
Send to Smartphone Fun
Send to Computer
View on TV

Airplane Mode
Wi-Fi Settings

Off
Ctrl w/ Smartphone

? MENU

Ctrl w/ Smartphone

Ctrl w/ Smartphone

Always be connected

On

On
Connection

?

1

MENU

SONY a6300，A7S II,  A7 など
「アプリ一覧」から「スマートリモコン」を選択してWi-Fi名とパスワードを確認します

1 2 3

1 2 3

1 2

4 5

3

「設定」から「Wi-Fi」-「Wi-Fi機能」-「新規に接続」-「リモートで撮る」を選択
し、Wi-Fi名とパスワードを確認します

Sony a6400，A7R IIIなど
「メニュー」ボタンをタップして「スマートフォン制御」から確認します
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カメラのWi-Fi接続に成功すると、ジンバルはそのWi-Fi名とパスワードを記憶します。
以前接続したカメラに再び接続する場合には、カメラのWi-Fi接続画面を開くだけでジ
ンバルが自動的に接続を確立します。ジンバルのタッチパネルにカメラアイコン　　が
表示された後、カメラの制御が可能になります

アプリの画面にてWi-Fi名の選択を間違えたりパスワードの入力を間違えたり（大文字と
小文字は区別しません）、ジンバルのWi-Fiが使用されている場合にはカメラの接続に失
敗することがあります。
その場合にはWi-Fi名とパスワードが正しいことを確認してください。それでも接続に失
敗する場合には、Wi-Fi接続を切断してから再度接続してください

5～10秒後、接続が完了するとカメラの画面に案内が
表示されます。（Canon製のカメラでは「確認」を
タップする必要があります）その後自動的にカメラは
メイン画面に戻り、同時にジンバルのタッチパネルに
はカメラアイコン　　が表示されます。接続が完了す
るとアプリを終了することができます

カメラへのWi-Fi再接続

カメラ接続の失敗

(4) Feiyu ONアプリを起動し、バーチャルジョイスティック画面にてカメラ接続アイコン
　　　　を選択して対応するメーカーと機種を選択し、適切なWi-Fi名を選択してパスワードを
　　入力します

Remote Control

FY_G6Max_xx

Connect Camera



Motor Setup

Cam Setup
Konb Setup
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ジンバル初期化

付属品

手順

(1) ジョイスティックを操作してキャリブレーションを選択します

(3) 初期化が完了したらファンクションボタンを押してジンバルを起動し、最後のページに戻ります

(2) ジンバルを机に置くと自動的に初期化を開始します。キャリブレーション完了のメッセージ
がタッチパネルに表示されたら初期化完了です。メッセージが表示されない場合には初期化に失
敗したという意味になります

注︓長時間経っても初期化に成功しない場合には、ファンクションボタンを押してジンバルを起動
し、初期化をやり直してください

三脚

以下の場合にはジンバルを初期化することができます
（1） カメラのバランスが取れていない場合
（2） 長期間使用していない場合
（3） 極端な温度変化のある環境で使用する場合

Initialize
Language

水平面
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6. 仕様

280°

330°

仕様

360°

9 時間

665g（カメラ、レンズ、その他の周辺機器を含まない）

1200g（バランス調整後）

Sony RX100 / Sony a6300 (16-50 or 28-70mm) / Sony a6500 
(16-50 or 28-70mm) / Canon M50 など
Sony RX0 / GoPro HEROシリーズ スポーツカメラ
スマートフォンアダプター（付属品）を用いてスマートフォンに対応

143.6mm 114.03mm

299.41mm

適合カメラ

積載量

重量

駆動時間（理論値）

最大パン角度

最大ロール角度

最大チルト角度
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メーカー 機種

適合カメラ一覧

Canon

Sony

Canon EOS M50

Canon EOS RP

Canon G7X MarkIII

Canon 200D

Sony RX100Ⅳ

Sony RX100 V

Sony RX100 VI

SONY X3000

sony QX1

Sony RX0

Sony a6300+16-50

Sony a6500+28-70

Sony a6000

sony AS50

Sony a5100

sony RX1RⅡ

Sony a6400+24-70

Sony DSC-HX90

 SonyDSC-WX500

Sony RX100M5A

Sony HDR-AS50R

Sony FDR-X3000R

Sony SJ cam

Sony RICCA



メーカー
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機種

※ご注意︓カメラをチルト軸に近づける必要があります

Panasonic

 Panasonic  DC-GF9KGK 

Panasonic  ZS70

 Panasonic  ZS220

Panasonic  GX9K+12-32

 Panasonic  GF10K+12-32

Panasonic  DMC-ZS110

 Panasonic  GH3

 Panasonic  GH4

 Panasonic  GF9X

SJcam

GoPro

RICCA

YI

Sony

 Panasonic  LX10

Panasonic  LX100

Panasonic DMC-GX85 

gopro 5/6/7

YI 4K

 RICCA

Sony α7sII/7SM2

Sony α7RII

Sony α9

SJcam  SJ6 LEGEND



免責事項
Feiyu製ジンバルをお使い頂きましてありがとうございます。本資料にはお客様の安全、法的権利および責任に関
わる情報が記載されています。ご使用の前に資料全体をよくお読みになり、適切な設定について確認してくださ
い。本資料の指示および注意事項に従わない場合にはご自身や他人に大きな怪我を負わせたり、本製品または周囲
の物に損傷を及ぼす可能性があります。
本製品の使用に当たってお客様は本免責事項および警告をよくお読みになり、使用条件について理解し同意するも
のとします。お客様は本製品使用中の自身の行為およびその結果について単独で責任を負うことに同意するものと
します。また、お客様は適切な目的で、あらゆる法律、法令、規則、およびFeiyuTechが作成または提供する全て
の使用条件、注意事項、実例、ポリシー、ガイドラインに従って本製品を使用することに同意するものとしま
す。FeiyuTechは本製品の使用によって直接的または間接的に生じた損害、怪我および法的責任について一切の責
任を負いません。 
不明な入手先から入手した製品に対しては、FeiyuTechはいかなるサービスも提供しません。

1.
2.

3.

4.

ジンバルの電源が入っている時はモーターの動きが外的な力によって妨げられないように注意してください
ジンバルに防水または防滴マークがついていない場合には、ジンバルを水またはその他の液体には触れさせ
ないでください。製品が防水または防滴仕様である場合にも、海水またはその他の腐食性の液体には触れさ
せないでください
取り外し可能と記載されている場合を除いて、ジンバルを分解しないでください。誤って分解して動作に異
常をきたした場合には、FeiyuTechのアフターセールスセンターまたは認定サービスセンターに製品を送り
修理を行う必要があります。その際の関連費用はお客様の負担になります
長時間の連続駆動により製品の表面温度が上昇する場合があります。注意して使用してください

ご注意

1.
2.

3.
4.

ジンバルとバッテリーはお子様やペットの手の届かない場所に保管してください
ジンバルとバッテリーを火の近くやヒーター等の熱源の近くに置いたり、暑い日に車中に放置したりしない
でください
バッテリーは乾燥した環境に保管してください
バッテリーを過充電したり、過度に使用し過ぎたりしないでください。バッテリーのコアが損傷する可能性
があります
温度が高すぎるまたは低すぎる環境ではジンバルおよびバッテリーを使用しないでください

保管およびメンテナンス

公式SNSなど

ウェブサイト Facebook Youtube Twitter Instagram

Facebook: www.facebook.com/feiyutech 
YouTubeチャンネル: www.youtube.com/c/Feiyu-tech 
Twitter: www.twitter.com/feiyutech
Instagram: www.instagram.com/FeiyuTech  
オンラインストア: store.feiyu-tech.com

5.



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

その他の情報についてはオフィシャルウェブサイトを確認してください

E-mail:  service@feiyu-tech.com Tel:  +86 773 2320865

www.feiyu-tech.com

ソフトウェアまたはハードウェアの改良により、実際の製品は本ユーザーマニュアルの説明や画像と異なる
場合があります。オフィシャルウェブサイトから最新のユーザーマニュアルを入手することができます




