
Feiyu Pocket 2S
カメラ付きジンバル 取扱説明書



目次

1. 各部詳細.........................................................................................................2

2. 同梱物............................................................................................................2

3. ご使前に........................................................................................................3
3.1 充電..................................................................................................................................................3

3.2.microSDの挿入..............................................................................................................................3

4. 使用操作........................................................................................................3
4.1 電源ボタン.......................................................................................................................................3

4.2 機能ボタン.......................................................................................................................................4

4.3 シャッターボタン...........................................................................................................................4

4.4 タッチスクリーン...........................................................................................................................4

5. Feiyu Camアプリ...........................................................................................8
5.1 Wi-Fiに接続する............................................................................................................................9

5.2.インターフェース..........................................................................................................................9

6. 保管..............................................................................................................10

7. スペック.......................................................................................................12

8. 免責事項.......................................................................................................13

4.4 インジケーターの説明...................................................................................................................4

3.3.ハンドルクリップの使用方法......................................................................................................3



1

Feiyu Pocket 2Sは、高精細で、コンパクトで、持ち運びや収納に便利なカメラ付きジンバルです。ヘッドとグ
リップが別々になっており、底面がマグネットになっているので、固定しやすく、取り外しも簡単です。モニタリ
ングとコントロールを容易にする延長ケーブル、正確なコントロールを可能にする5方向ジョイスティック、ビデ
オとサウンドの再生に対応、3軸スタビライザー技術、スタビライザーの回転を物理的にコントロールでき、ワイ
ヤレスコントロールを可能にするモバイルAPP、写真／記録／タイムラプス／レンズのリモートコントロールを思
いのままに行うことができます。

ご使用前に
本製品には以下の情報が記載されています。ご使用になる前にご覧ください。

1. クイックスタートガイド
2. 取扱説明書（電子版）
3. ビデオチュートリアル

スマートフォンアプリのダウンロード
FeiyuCamアプリに接続すると、より多くの機能を利用できます。
QRコードを読み取るか、アプリストアで「FeiyuCam」と検索してダウンロードしてください。 iOS9.0以
上、android6.0以上のバージョンでお使いください。
Android版では、ブラウザでQRコードを読み込んでダウンロードしてください。

.iOS .Android

日本公式HP
FeiyuTechについてのお知らせのご確認やお問い合わせはこちらからお願いいたします。 
https://feiyu-tech.site/
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1. 各部詳細
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6. マグネットワイヤーリール 
7. タッチスクリーン
8. Type-C電源ポート
9. インジケーター
10. microSDカードスロット

11. ロール軸
12. チルト軸
13. カメラレンズ
14. パン軸
15. 1/4インチネジ穴付き

マグネットベース

1. 電源ボタン
2. スピーカー
3. ジョイスティック/

機能ボタン
4. シャッターボタン
5. microHDMIポート

2. 同梱物

....

①Feiyu pocket2S本体 × 1
④1/4インチネジ付きマグネットベース × 1
⑦専用ポーチ × 1

③ハンドルクリップ × 1
⑥USB Type-Cケーブル×1
⑨3M粘着テープ

②巻き取り用アクセサリー × 1
⑤リストストラップ × 1
⑧クイックスタートガイド  × 1

④.1/4 英寸螺孔磁吸底座 ×1
⑧.说明书 ×1......⑨ 3M 贴.×2

ハンドル部：

ジンバル部：

お使いになる前に
レンズフィルムを
剥がしてください。
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3.3 ハンドルクリップの使用方法

3. ご使用前に

(1) 初めて使用するときは、必ずフル充電してから使用してください。
(2) 使用しないときは電源を切ってください。

3.1 充電
充電の際はtype-Cケーブルで充電ポートに接続してください。 
少なくとも月に一度は充電することをお勧めします。

充電状態

充電中

完了

充電状態
（スクリーン表示）

充電状態
（インジケーター表示）

表示

非表示

赤ライト点灯

緑ライト点灯

充電インジケーター

3.2 microSDカードの挿入
UHS-1スピードクラス3(U3)のmicroSDカードをお使いください。
(お客様にご準備いただく必要がございます。)
Feiyu pocket2で初めてmicroSDカードをご使用になる場合は、先にフォーマットを行ってください。

リストバンド挿入穴

ハンドルはハンドルクリップで手に固定できます。
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4. 操作方法

4.1 電源ボタン
1秒間長押し：電源ON/OFF
クリック：(1)静止画モード/動画モード写真/動画

最近使ったモードに戻る
(2)前のメニューに戻る

4.2 機能ボタン
左右に動かす：パン軸のコントロール

上下に動かす：チルト軸のコントロール
ダブルクリック：中央に戻す
長押し：ロックモード

4.3 シャッターボタン
1回押し：静止画/動画を撮影する
ホームメニューに戻る
3秒長押し：Wi-FiのON/OF

4.4 タッチスクリーン
左にスワイプ：撮影モードの変更
右にスワイプ：アルバムの表示
上にスワイプ：ジンバルコントロール
下にスワイプ：設定の変更

モード バッテリー残量

ズーム調整

撮影可能時間/撮影可能枚数
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左にスワイプ
撮影モードの切り替えや、対応するモード/パラメーターの設定を行います。
上下のスワイプで写真/ビデオ/スローモーション/タイムラプス/パノラマモードに切り替え、
クリックで選択します。

静止画モード
写真のサイズ比率やカウントダウンの時間を設定できます。 
選択可能な比率：3:2/4:3/16:9
選択可能なカウントダウン時間：Off/3s/5s/7s

ビデオの解像度とフレームレートを設定できます。
選択可能な解像度：4K/2.7K/1080P/16:9
選択可能なフレームレート：24/25/30/48/50/60/120

動画モード

スローモーション
スローモーション動画の撮影が可能です。
選択可能な倍率：4K.2倍/1080P.4倍/720P.8倍

タイムラプス
スタティックディレイ、トラックディレイ、ダイナミックディレイが選択でき、選択後、画面の下部をクリック
してディレイの間隔と時間を設定できます。
選択可能な遅延間隔：1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/25s/30s/40s/60s
選択可能な時間：無制限/5分/10分/20分/30分/1時間/2時間/3時間/5時間
選択可能な解像度：.4K/2.7K/1080P
トラックディレイの場合、　をクリックすると開始位置 　が記録され、再度 　をクリックすると終了位置　 が
記録され、　をクリックすると記録が削除されます。

パノラマ
2x2/3x3/180°のモード変更ができます。
2x2：上下に2枚の写真を合成
3x3：上、中、下に3枚の写真を合成
180°：3枚の写真を横に合成

右にスワイプ
アルバムを表示します。
上下にスワイプすることで撮影した写真/動画を確認できます。

再生
タップすると再生を開始します。

お気に入り
写真や動画にお気に入りマークをつけることで、FeiyuCamアプリでお気に入りをアルバムでまとめることがで
きます。もう一度タップすると解除されます。

お気に入り未登録
タップするとお気に入りに登録されます。

削除
写真や動画を削除します。
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クイックモード

ハンドヘルド
モード

(1) モード設定
ウェアラブル

モード

上にスワイプ
ジンバルコントロールを設定します。
センタリング、レンズフリップのコントロール、フォロー感度の調整、ジンバルフォローモードの
切り替えが可能です。

(1) フォローモードの設定

センタリング：レンズを中央に戻します。

パンチルトフォロー：パン軸とチルト軸が追従するモードです。

オールフォローモード：パン/チルト/ロール軸が追従するモードです。

パンフォローモード：パン軸が追従するモードです。

(2) 動作モードの設定

タップすると水平方向に180°に回転してセルフィーの撮影ができます。

ライディング
モード

カーモード

下にスワイプ
ジンバルの設定を行います。
左右にスワイプすると設定項目が切り替わります。

(2) システム設定

左右にスワイプすると、より多くの設定項目を切り替えることができます。

.

.

バッテリー残量表示

Wi-Fiのオン/オフ

アンチフリッカー周波数設定

ボタントーンのオン/オフ

ストレージ残量の表示/フォーマット

オートオフ時間設定

ヘッドキャリブレーション（レンズが水平でないときはこの機能を使って補正ください。キャリブレーショ

ンはテーブルの上など安定した水平面に置いて行い、ディスプレイの指示に従ってください。）
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.

(5) ビューティーモード

平均測光方式

点測光方式

その他の設定、言語の切り替え（英語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/日本語など）、デバイスパラメー

ターリセット、デバイスの情報（ファームウェア、シリアルナンバー）の表示など。

広角........... 通常

顔追跡のオン/オフ（写真・動画・スローモーションの各モードで選択可能です。）

広角

(3)画角設定

(4)顔追跡設定

ビューティーモードON ビューティーモードOFF

(6) 画質設定

超高画質モード 高画質モード（動画モード、スローモーションモードで選択できます。）

(7) ディスプレイ設定

全画面表示   通常表示

(8) 撮影モードの設定

プロフェッショナルモード

プロフェッショナルモードに設定すると　　

通常モード

マークが表示されます。

撮影モード プロフェッショナルモード

パラメーター
設定

静止画

動画

スロー
モーション

タイムラプス

パノラマ

画像
フォー
マット

ホワイト
バランス 露出 色彩 音量

画像フォーマット：JPGまたはJ+Rの保存形式を設定します。

ホワイトバランス：シーンモードを設定するか、色温度を調整します。

露出：ISO、シャッタースピード、露出補正を設定します。

色彩：通常の色またはFYログの色に設定します。

音量：動画の音量を設定します。

(9) 輝度設定

高輝度 中輝度 低輝度
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。

(9) 保存設定

...動画の保存........... ....動画や静止画の保存

4.5 インジケーターの説明
点灯カラー 説明 状態

緑色

赤色

ステータス

1回点滅

点滅

点灯

充電インジケーター点灯

静止画モード

動画モード

充電完了

充電中

電源ON

電源ON

電源OFF

電源OFF

充電インジケーター

インジケーター

5. Feiyu Cam アプリ

5.1 Wi-Fiに接続する
アプリ内の「Feiyu pocket」タブをタップし、Feiyu pokcet2Sのシャッターボタンを長押ししてWi-Fiモードに
します。アプリの指示に従ってデバイスを接続してください。
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5.2 インターフェース

アルバムを表示します。

現在の画面をロックします。

充電残量を表示します。

保存されたファイルフォーマットを表示します。

ストレージ残量を表示します。

ミラープレビュー表示します。

カメラを中央の向きに戻します。

写真や動画を撮影します。

カメラを水平方向に180°回転させます。

現在のモードのパラメーター設定や、microSDカードのフォーマット、
機器情報の表示を行います。

撮影モード
..パラメータ

静止画 タイムラプス

パースペクティブモード √ √

アンチフリッカー √ √ √ √ √ √

グリッド √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

[1] アルバム --------------

[2] ロック -----------------

[3] バッテリー残量 --------

[4] ファイルフォーマット -

[5] ストレージ容量 --------

[6] ミラーリング ----------

[7] リセンター ------------

[8] 撮影 -------------------

[9] カメラ回転 -------------

[10] カメラ設定 -------------

ウォーターマーク

静止画比率

静止画フォーマット

動画フォーマット

彩色

ホワイトバランス

パノラマスプライシング

動画 スロー
モーション パノラマ ダイナミック

タイムディレイ
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(1)製品の破損を防ぐため、製品を保護カバーに正しい方法で入れてください。

(2)ご使用の際は、ヘッドの回転が外力で妨げられないようにしてください。

(3)落としたり、ぶつけたりすると故障の原因になります。

(4)本製品は防水ではありませんので、液体には触れないようにしてください。

(5)製品に埃や砂などが付着しないようにしてください。

(6)製品の表面を清掃する際には、清潔で柔らかい乾いた布を使用することをお勧めします。

サイズ 52.1x31.5x29.1mm/95.1x28.6x20.8mm（動作状態）

重さ 179g

本体素材 航空機グレードアルミニウム、プラスチックABS/PC

カメラの向きを操作できます。

現在の露出補正値の表示・設定をします。

現在のISOを表示・設定をします。

現在のシャッタースピードの表示・設定をします。

オートモードとマニュアルモードを切り替えます。

キールフォローモード（FPV）

パンチルトフォローモード

パンフォローモード

ファストフォロー

スムースフォロー

スマートフォンの動きを検知してパン軸とチルト軸を操作できます。

※スマホがジャイロスコープセンサー対応であることが必要です。

カメラインターフェース上の対象を選択してロックすると、

カメラが自動的に対象の動きを追尾します。

動画モードで表示され、動画解像度、fps、動画品質を設定できます。

静止画モードで表示され、撮影までの時間を設定できます。

タイムラプスモードで表示され、撮影のかんかく、長さ、ルートを設定

できます。

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

　ジョイスティック ----------

　露出補正 -------------------

　ISO ------------------------

シャッタースピード --------

オート/マニュアルモード --

フォローモード ------------

[17] フォロー感度 --------------

[18] スマートフォン動作検知 ---

[19] AIトラッキング ------------

[20] パラメーター設定 ----------

[21] 元に戻る -------------------      　　前のレベルに戻ります。

6. 保管

7. スペック
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80min(1080.30fps)，160min（4K.30fps）

100分(5V.2A)

防水仕様 防水非対応

電池仕様

容量：875mAh
形態：リチウムイオン
パワー：6.738Wh
電圧：7.7V
使用可能気温：0°〜40°

動作時間

充電時間

イメージセンサー：1/2.5″ CMOS
有効画素数：8.51M
レンズ：FOV：130° F2.0
焦点距離：12mm
IOS ：100~3200
電子シャッタースピード：1/8000~16s
最大静止画解像度：3840X210
静止画撮影モード：シングルショット、パノラマ、タイムラプス、トラックタイムラプス
動画解像度：4K(3840*2160)：60/50/48/30/25/24fps

2.7K(2720*1520)：60/50/48/30/25/24fps
1080P(1920*1080)：120/60/50/48/30/25/24fps

録画モード：通常録画、タイムラプス、スローモーション
最大動画ビットレート：4K@ 60fps, 最大ビットレート120Mbps
静止画フォーマット：JPG+JPG/DNG
動画フォーマット：MOV、MP4
対応SDカード：microSD, 最大容量: 512G (U3ハイスピード推奨)
オーディオ出力：48KHz / AAC

カメラスペック

ディスプレイ 1.3インチ /IPS/240X240

プロセッサ V39M

Wifi 2.4GHz、帯域幅：20MHz

最大制御速度 180° /S

最大稼働範囲
チルト軸：-95°~+50°
ロール軸：+45°~-45°
パン軸：-220°~+40°

ジッター除去量 ±0.005°

8. 免責事項
この度はFeiyuTech製品をご利用いただきありがとうございます。この文書の内容は、お客様の安全、法的権利
および責任に関わるものですので、よくお読みになり、指示に従って適切な設定と使用を行ってください。
本製品を正しくセットアップしてお使いいただくために、よくお読みいただき、指示に従ってください。 この文
書に記載されている指示や警告に従わないと、自分や周囲の人が負傷したり、本製品や周囲の製品が破損したり
する恐れがあります。
ユーザーによる不正使用を禁止します。 ご購入、ご使用の際には、お客様ご自身の責任において行っていただき
ます。 当社は、本製品の試運転および使用に関連して、エンドユーザーに対していかなるリスクや責任（直接
的、間接的、または第三者的な損失を含む）も負わないものとします。 通常とは異なる入手先から入手された製
品や、目的が不明な製品については、一切のサービスを提供いたしません。
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注意：

1. 開封時や開封後に、本製品のモーターの回転が外力で妨げられないようにしてください。
2. 防水・防滴マークのない製品は、水などの液体にさらさないでください。 防水・防滴仕様の場合は、海水や

腐食性の液体にさらさないでください。
3. 製品全体を分解しないでください（記載されている取り外し可能な付属品を除く）。不用意に分解して異常

な動作をした場合には、再調整のためにご返送ください。これにより発生するすべての費用は、お客様のご
負担となります。

4. 長時間の連続運転により、モーターの表面温度が上昇することがありますので、注意して運転してくださ
い。

5. 製品を落としたり、ぶつけたりすると、製品が破損したり、動作が異常になったりすることがあります。

.保存とお手入れ
1. 本製品および電池は、子供やペットの手の届かないところに保管してください。
2. 本製品やバッテリーを熱源の近くに置かないでください。 (暑い日の車の中や暖炉やヒーターなど)
3. 本製品および電池は、乾燥した場所に保管してください。
4. 過充電や過放電をすると、電池セルが破損します。

長期間使用しない場合は、月に1回以上の充電をお勧めします。
5. 本製品および電池を高温または低温の環境下で使用しないでください。

FeiyuTech JAPAN
公式WEBサイト：https://feiyu-tech.site

正規サポート窓口：https://www.feiyu-tech.site/contact-us

Twitter：@feiyutech_japan

運営会社：株式会社INTERAK
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