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マイクロUSBケーブル
X1

1.   WG2X概要
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マイクロUSBポート
（1）ジンバル充電用（入力5V / Max2A）、ジンバルは
充電中に使用できますが、外部電源を使用できません。
カメラを固定するために、1/4インチのネジ三脚、延長
バーなどのアクセサリーと一緒に使用します。

カメラを固定するとき 1/4インチのネジ三脚、延長バーなどアクセサリーと使
用します。

（2）ファームウェアのアップグレード（コンピュータ）
に使用しますので参考してください。詳細については、
ファームウェアアップグレードの操作手順をご覧ください。
このポートは、使用しないときは防塵プラグで蓋してください。

アクセサリ

インターフェイスとネジの紹介
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シャッターボタン

画面とボタンの紹介

軸とノブの紹介

1 モードボタン2

その他のコンポーネントの紹介

機能ボタン

3 充電/wifiインジケータライト 4 モードインジケータライト
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 2 回クリック フォローモード

４回クリック 自動回転モード

５回クリック 初期化

３回クリック 水平方向に180°回転する

パンニングモード/ロックモード１回クリック
電源オン/オフ長押し

フォトモード/撮影モード1回クリック

リセットダブルクリック

緑色のインジケータラン
プが常時点灯します

赤色のインジケータラン
プが常に点滅します

青いライトが一度光ります

青いライトが２回光ります

青色のライトオン定数

青色のライトがずっと点滅
します

青い光が3回点滅する

wifiオン/オフ長押し
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                           電源オン

電源オフ

パンニングモード

フォローモード

ロックモード/初期化

初期化失敗/エラー

バッテリー残量の低下                             

完全に充電されていないときは常に点灯し、充電完
了の場合は緑色のランプが常に点灯します。

充電されていないときは、WiFiをオンにすると青色
のライトが点滅し、オフのとき画面は表示されません。

             録音する際カメラをコントロールすると緑色のライ
トが点滅します

１回クリック            録音の際カメラをコントロール
                                      すると緑色のライトが点滅します

*ジンバルがロックモードにあるとき、機能ボタンを３回クリックして180°
水平方向に回転することができません

チルト軸
カメラのレンズを基点にして、レンズがチルト軸で上下に
動くように制御します。

クロスアームの固定に使用。

1 ノブリング

2 回転軸
カメラのレンズを基点にして、レンズがチルト軸で上下に
動くように制御します。

3

4 パン軸 
カメラのレンズを基点にして、レンズがパン軸によっ
て左右に回転するよう制御します。

カメラの固定に使用します。

1 Mounting Plate取付用プレート 

2

ロール軸の重心位置の調整に使用します 。

3

Cross armクロスアーム 

Vertical arm垂直アーム
ローリング軸とパンニング軸の接続に使用。



2.    クイックスタートガイド

充電1

3

2

マイクロUSBケーブルで以下のように充電し
てください。

ジンバルの電源を入れる前に、バッテ
リーを完全に充電してください。注記
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マイクロ
USBケーブル

（ユーザーが装備）
出力：5V / Max2A

カメラをマウントする

カメラを取り付けプレートに置き、リテーナ
ーバー（またはセッションマウント）とネジ
でカメラを締めます。

固定バーを使用して
取り付けます

セッションの所有者
を使用してインスト
ールする

ジンバルバランス

ノブリングを緩め、クロスアームの位置を移動し、ジン
バルが平衡状態になったらノブリングを締めます。その
あとジンバルの電源を入れます。

(電源を入れる前)
4 電源オン/オフ

1

2 クロスアームノブリング

電源を入れる：緑色のライトが点灯するまで
長時間押す機能ボタン。
電源オフ：赤色のライトが速く点滅するまで
長時間押す機能ボタン常にオンにする。
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機能ボタンー操作
注：ファームウェアのアップグレードは手動で行うため、実際の製品機能と一致しない場合があります。
公式サイトで最新のマニュアルをご確認ください。

6ページの「自動回転モード」の章を参照してください。

9ページの「ジンバルの初期化」の章を参照してください。

１回クリック

自動回転モードになりますV

初期化になります

レンズを180°回転させる

パンニングモード/
ロックモード

２回クリック フォローモード

3 回クリック 水平方向に180°
回転する

4 回クリック 自動回転モード

5 回クリック 初期化

１回クリックでパンニングモードとロック
モードを切り替えます

全フォローの時一回クリックするとロック
モードに切り替わります

機能
ボタン

*ジンバルがロックモードのとき、機能ボタンを３
回クリックして180°水平方向に回転できません。

ロールとチルトの方向が固定され、手の左右の動きに合わせてカメラが動きます。

カメラの向きが固定されています。

ロール方向が固定され、手の左右の動き、上下の動きに従ってカメラが移動します。

パンモードに戻り、3つの軸がデフォルトの位置に戻ります。

パンニングモード(デフォルトモード)

フォローモード

リセット

ロックモード

作業モード

3.  操作

パンニングモード デフォルトモード フォローモード ロックモード
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マニュアルロック

4.  高機能操作

シャッターボタンー操作

Feiyu On Appでジンバルをカメラに接続した後、
録画をコントロールする場合１回クリックします。

8ページの「カメラに接続する」の章を参照してください。

１回クリック キャプチャ/録画開始/録画停止

シャッターボタン

モードボタンー操作

長押し WiFi オン/オフ    

１回クリック フォトモード / 撮影モード

2 回クリック リセット

モードボタン

パンニングモード、フォローモードまたはロックモードの間、カメラとパン軸、チルト軸を設定できます。

チルト軸設定を例にします:

カメラを手動で設定位置に移動し、0.5秒間そのままに。します。新しい傾斜/パン位置が自動的に保存されます。
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自動回転モード

Feiyu ON Appで回転速度を設定する

WG2Xジンバルは、自動回転モードで一定速度の動きを簡単に設定できます。
このモードは、通常のビデオ撮影とモーションタイムラプス撮影の両方に使用できます。
安定性のため、FeiyuTech三脚を使用してください。

Feiyu ON Appに接続し、設定メニューの自動回転モードレートオプションから速度を選択します。

WG2X 回転速度

手動でカメラの位置に移動させ、最初の位置（回転開始位置）で0.5秒間
停止した状態にして設定します。ファンクションボタンをタップすると、
回転開始位置が記録されます。

手動でカメラの位置を移動させ、2つ目の位置（回転
終了位置）で0.5秒間停止した状態にして設定します。
機能ボタンをタップすると、回転終了位置を設定でき
ます。

チルト軸とパン軸は自動的に開始位置に戻り、設定されたスピードで終了
位置まで回転し、手順（2）と（3）を繰り返します。

( 2 )  回転スタート位置を設定します

( 3 )  回転終了位置を設定します ( 4 )  自動回転をスタートさせます

( 1 )  自動回転モードにします

モードボタン 自動回転モードを終了してリセットする2 回クリック退出

チルト軸

パン軸

パン軸

チルト軸

* ジンバルを正面に置くと自動回転モードになりません。

パン方向とチルト方向の両方を回転できます。

機能ボタン
４回クリック 機能ボタン

１回クリック

機能ボタン
１回クリック

18秒/周12秒/周 24秒/周 30秒/周 1分/周 2分/周 15分/周8分/周4分/周 4時間/周1時間/周
(デフォルト) 8時間/周30分/周
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1 2 3

Bluetoothをオンにしてスマートフォンでアプリを開き、指示に沿ってジンバルに接続します。

App Store Google play

アプリの接続

または「Feiyu ON」アプリケーションを検索してダウンロードしてください。

(1)  iOS バージョン (2) Android バージョン

Feiyu ON Appのダウンロードとインストール

アプリ - ダウンロードと接続 * iOS 9.0以降、Android 5.0以降のものを使用してください



カメラに接続します

フィルムウェアアップグレード

WG2XジンバルはFeiyu ON Appからカメラに接続できます。

カメラに接続した後に使用できる操作：

按键 操作 实现功能

モードボタン １回クリック シングルクリックで写真モードとビデオモードを切り替える

シャッターボタン １回クリック キャプチャ/録画開始/録画停止

アプリを通してフィルムウェアをアップグレードします
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Feiyu ON

Settings               Update

Query Update

Later Download

Your Gimbal version is ***,
The latest version is ***,

do you want to upgrade?

接続に失敗した場合は、ジンバルまたはカメラを再起動するか、上記の手順に従って再接続してください。
WiFiが長時間接続されていない場合は、カメラのWiFiを再起動してください。

ボタン 操作 機能

(1) スポーツカメラのWiFi（2.4GHz）をオンにする

カメラに接続する手順：

(2)「設定」 - 「パラメータ設定」 - 「Feiyu ON アプリ」「WiFi設定」を選択
(3) カメラモデルを選択 
(4) カメラ接続名を選択し、カメラの接続パスワードを入力してください
(5) 接続待ち
(6) 正常に接続されました



ジンバル初期化

ステップの調整

初期化が完了すると、モーターが自動的に作動します。

注意：初期化に失敗した場合は、機能ボタンを長押
ししてジンバルをオフにし、再度初期化の操
作を行なってください。

ジンバル初期化が可能な時:

（1） カメラのバランスがとれていない
（2） 長時間使用していない場合
（3） 極端な温度変化がある場合

1

2

3
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機能ボタンを5回クリックすると、モーターは停止し
ます。

テーブル上でジンバルを動かさないでください。
ジンバルは平らで揺れのない場所に置かれているか
を自動的に検出します。
自動的に初期化が開始されます。



5.  規格

パラメータ

製品名

互換性のあるカメラ Compatible with GoPro HERO6 / GoPro HERO5 /
GoPro HERO4 / Session and および同様のセッ
ションとカメラサイズのもの

ペイロード 135グラム ( 平衡状態 )

重量 238 グラム   (アクションカメラは含まれません)

操作時間 2.5 時間

チルト軸の動作範囲 360°

回転軸の操作範囲 310°   ( 構造範囲 )
70°   ( カメラ取り付け後の制限角度 )

パン軸の動作範囲 360°
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10
2.

5m
m

89.3mm 40mm

61.1～78.1mm

アクションカメラ用WG2X 3軸ウェアラブルジンバル
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詳細については、公式サイトをご覧ください。

違法な目的での使用を禁止します。ユーザーは購入および製品のすべての使用責任を負います。 

当社は、本製品のデバッグおよび使用に関連する、またはそのいかなるリスク（直接、間接、または第三者の損失を含む）に対しても責任を負いません。

情報源が一切わからないものに対しては、いかなるサービスもいたしかねます。

製品のファームウェアおよびプログラムの更新および変更によってこのユーザーマニュアルの機能説明が変更されることがあります。ファームウェアをアップ
グレードする前に注意深くお読みになり、対応するユーザーマニュアルを使用してください。

最新のユーザーマニュアルは、公式サイトwww.feiyu-tech.comから入手できます。

FeiyuTechは、当マニュアルおよびジンバルの使用条件を修正する権利を常に持っています

免 責 条 項

ウェブサイ: Eメール: +86(0)773 2320865電話:

ソフトウェアとハ  ードウェアの改善のため、実際の製品はこのユーザーマニュアルの説明と写真が異
なる場合があります。公式サイトから最新のユーザーマニュアルを入手できます。


