キャリブレーション（レンズストローク検出）
モーターがカメラリグとしっかりと取り付けられていることを確認してください
ハンドコントロールユニット左上の「AUTO」ボタンを長押し（3 秒位）しモーターが動き出したらボタンから離します
リモートエアアプリのメインメニューの右下にある"AUTO"ボタンを押すこともできます。 複数モーターが接続をされている場合、
同時にキャリブレーションを行います。モーターのボタンで行う場合は、それぞれのモーターで検出します。
しっかりと噛み合わせず動作させた場合はモーターのボタンを１回押すことでモーターを停止することができます。

レンズストロークを手動で検出する
ギアの開始終了が自動で検出できないレンズではレンズストロークを手動で設定します。
①ギアとレンズがしっかり固定されていることを確認してください
②レンズギアを回し開始位置まで移動し、ギアの動きを止めます
③再度レンズギアを手動回し、終了位置に移動し、ギアの動きを止めます
④③で回した方向とは逆方向に少しギアを動かします（その時ギアがしっかり噛むような動きをします）

モーターのボタン機能
機能

ボタン
キャリブレーション

3秒間押し続けてレンズが回転を始まりましたらボタンから離してください

チャンネル

モーターの回転速度の切り替えと制御チャンネルの切り替え

スピード

レンズストロークの復元・取消
バッテリー交換等で再度電源を入れた後、モーターのボタンを 4 回押すことにより、レンズストロークをキャリブレーションすることなしに
復元することができます。また自動検出後、再度手動で検出を行いたい場合、ボタンを 4 回押すことで、レンズストロークを取り消すことが
可能です。（この操作により、電源をオンオフさせることなく、迅速にレンズストロークの再設定が可能です。）
※電源交換後キャリブレーションを復元させる場合、5 分以内で行なってください

モーターチャンネル切換テーブル
ボタン操作
2 回押す
●●

3 回押す
●●●

コントローラー

インジケーターランプの色

操作推奨チャンネル設定

R1

赤

フォーカス

G2

緑

ズーム

B3

青

アイリス

Y4

黄色

無効

C5

シアン

無効

P6

紫

無効
※黄色、シアン、紫チャンネルは現動作しません

インジケーターランプは赤→緑→青（黄色→シアン→紫）の順に切り替わります
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モーター回転速度切り替え操作
ボタン操作
５回押す
●●●●●

モータースピード

LED 点滅

早い

速い点滅

中程度

遅い点滅

ゆっくり

点灯

ハンドコントロールユニットのボタン説明
ボタン
OFF / ON

機能

動作

ON/OFF

3̴4 秒間ボタンを押し続けると電源が ON/OFF になります

チャンネル変更

短く 1 回押し、5 秒以内にもう 1 度押す

キャリブレーション

3 秒間押し続けてレンズが回転を始まりましたらボタンから離してください

モーター回転方向の

連続 5 回押します（フォーカスのみ）

切り替え

*アプリが OFF の場合に設定可能です

ストローク幅を手動で設定す

ボタンを 1 回押して A 点を設定します。ホイールもしくはプルプッシュレバーを動かして、

る（AB ポイント）

改めてボタンを押して B 点を設定します。（フォーカスのみ有効です。） 作動中は、数値の

チャンネル

オート

前に、＊印が表示されます。 ボタンをもう１回押すと AB 点を無効にします。
*アプリが OFF の場合に設定可能です

ハンドコントロールユニットインジケータランプの色
表示色

赤

緑

紫

水色

ステ－タス

ユニットの電源が入っている

ユニットの電源が入っている

ユニットが充電中

ユニットが充電中

アプリ経由でデバイスと同期している

アプリ経由でデバイスと同期している

Bluetooth コントローラー使用方法
1.電源を入れる
コントローラーのステータスライトが赤点灯するまで、OFF/ON ボタンを 3 秒間押し続けてください。
モーター（PD-RX）は、電源ケーブルを接続すれば、自動的に電源が入ります。

OFF/ON ボタンを 3 秒間押し続けると、
電源が入ります。

2.ペアリング
電源投入後、Bluetooth コントローラー・モーターともに、ペアリングを行うため 60 秒間通信サーチを行います。
（コントローラーはステータスライトが早い点滅、モーターは画面左上に Bluetooth アイコンが点滅表示をします。）
通信サーチ確立後、制御が可能になります。（コントローラー・モーターともに点灯表示に変わります。）
※通信サーチが 60 秒間続いている間に通信が確立されなければ、サーチは中断します。
（コントローラーステータスライトの表示は遅い点滅になり、モーターは Bluetooth アイコンの表示がなくなります。）
再度サーチを試みる場合、コントローラー・モーターともにボタンを 3 回押して 4 回目で約 3 秒間長押しして下さい。
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サーチ中は、

通信が確立した場合、

早い点滅をします（60 秒）

点灯します。

3.キャリブレーション（レンズストローク検出）
Bluetooth コントローラーの OFF/ON ボタンを 1 度押した後、ボタンから手を離し、モーターが回転するまでもう 1 度ボタンを長押してください
（約 3 秒間）。モーターのボタンで行う場合は、1 回目で 3 秒ほど長押しをしてください。

4.ご注意
Bluetooth コントローラーは、PD-RX のみ通信が可能である 1 モーター制御コントローラーです。

Bluetooth コントローラーのボタン説明
機能

ボタン操作

ON/OFF

キャリブレーション

動作
3 秒間ボタンを押し続けると電源が ON/OFF になります

●

1 回ボタンを押したのち、ボタンから手を離し、
2 回目でボタンを長押しするとレンズストロークが検出されます。

モーター回転方向の

●●●●●●●

連続 7 回押します

切り替え
ストローク幅を手動で

ボタンを 1 回押して A 点を設定します（一度青点灯します。）。ホイールを動かして、

●

設定する（AB ポイント）

改めてボタンを押して B 点を設定します（設定後、ステータスライトが充電量と青点滅の
交互表示をします）。この状態でボタンを１回押すと AB 点を無効にします。

Bluetooth サーチ

●●●

3 回ボタンを押したのち、4 回目でボタンを長押しすると、通信サーチします。

Bluetooth コントローラーステータスライトの色
表示色

白

緑

黄

赤

紫

充電量

100%-75%

74%-50%

49%-25%

24%-0%

充電中

Bluetooth コントローラーステータスライトの表示
表示

早い点滅

点灯

遅い点滅

内容

Bluetooth サーチ中

接続中

Bluetooth サーチ中断
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その他
①iPhone / iPod touch のバッテリーはハンドコントロールユニットの USB 5V にライトニングケーブルで接続することで充電可能です。
ハンドコントロールユニットのディスプレイの右上隅に 5V と表示されていれば充電可能です。ハンドコントロールユニットの内部
バッテリーが少なくなると、バッテリーを節約するために 5V 出力がオフ(0V)になります。

②3 種類のサイズ（0.4mm、0.5mm、0.6mm）のギアキットがオプションアクセサリーであります。モーターのギアを付け替えることで
ギアピッチを変更することが可能です

③非常停止機能：モーターがレンズギアとしっかり噛み合って無い場合に誤って動くことがあります。その時にモーターの底にある
ボタンを短く１回押してください。直ちに停止します

④アプリを実行すれば自動でハンドコントロールユニットを検索して同期します。ハンドコントロールユニットの電源を切って再起
動した場合、アプリも再起動し同期しなおします。

⑤電源と充電
ハンドコントロールユニット
USB5V 出力が使用されていない場合、約 40 時間連続で使用可能です
表示パネルには残量がパーセントで表示されています。作動しない場合は 5V IN の電源を使って充電、使用できます。
長時間使わない時は定期的にバッテリーを点検し容量を確認してください
長期間放置し、過放電の状態が長くなるとバッテリーの寿命が短くなりますので注意してください

Bluetooth コントローラー
駆動時間は、約 8-10 時間連続で使用可能です。作動しない場合は 5V IN の電源を使って充電、使用できます。
バッテリーが空の状態からの充電時間は、20-25 分です。
長時間使わない時は定期的にバッテリーを点検し容量を確認してください。
長期間放置し、過放電の状態が長くなるとバッテリーの寿命が短くなりますので注意してください。

⑥機器のメンテナンス
できるだけ、乾燥した環境に保管してください。湿度が多いと水分やかびが発生しやすく、機器が損傷することがあります。
2019.01
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PDMOVIE ID 間でレンズデータの共有が可能です

CUSTOM 画面でレンズデータを選択し、アップロード画面をタップします(画面 26)
レンズデータをサーバーにアップロードしますので PDMOVIE ID メニューで友人設定
している ID とレンズデータの共有が可能になります

画面 26

REMOTE AIR 0¿HF´SETFˆGoGYGsG#8H
単位設定、タイミングコード設定
セットユニットはレンズのデータの表示単位の設定です(画面 27)
フィートかミリが選択できます

タイミングコードは前のページで説明してある ZOOM AB 区間
繰り返し機能のタイム設定表示をオン/オフ機能です(画面 28)

画面 27

画面 28

データ共有(友人)設定

PDMOVIE ID 間でデータの共有を行うためには
共有先のメールアドレスの登録が必要です
PDMOVIE ID メニューを選択し(画面 29)、自身の ID
右側の「＋」画面をタップします。
共有する相手方のメールアドレスを登録します
(画面 31)

画面 29

画面 30

画面 31
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