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この度は当社製品をお買い求めいただき誠にあり
がとうございます。製品を安全に正しくお使い頂
くため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分
にご理解の上で製品の使用を開始してください。
また本書は保証書が含まれていますのでなくさな
いよう保管してください。
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裏表紙

安全上のご注意
この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく
お使いいただき、あなたやほかの人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために、いろいろ
な絵表示をしています。内容をよく理解してから
本書をお読み下さい。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し
ています。
・異常があるときは、全ての機器を外しすぐ
に使用をやめてください
煙が出る・においがする・外部が劣化する
など、そのまま使用すると火災や落下によ
るけが、器物破壊の原因となります。
・分解しない、改造しないでください
事故・火災・感電の原因となります。
・異物を入れないでください
水や金属が内部に入ると、事故・火災・感
電の原因となります。
・製品の上に重いものを置かないでください
内蔵バッテリーが変形、破損すると火災・
爆発等の原因となります。
・必ず指定された電源を使用してください
指定された電源以外では、火災・感電・爆
発等の原因となります。
・落としたり、破損したときに異常を感じた
場合、すぐに使用を停止してください
そのまま使用すると火災・感電・爆発等の
原因となります。お買い上げの販売店にご
連絡ください。
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注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。
・移動の際は、ケーブルをはずしてください
ケーブルが損傷し、火災・感電の原因となる
ことがあります。
・落下など、強い衝撃を与えないでください
火災・感電・発火の原因となることがありま
す。
・温度の高い場所に置かないでください
直射日光の当たる場所や車中や熱源のそばに
置くと、発熱・火災・爆発の原因となること
があります。
・湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないで
ください
加湿器・調理台の近く・ほこりの多い場所な
どに置くと、発熱・火災の原因となることが
あります。
・熱がこもりやすい布などの上に置いたり、
覆ったりしないでください
熱がこもって、火災の原因となることがあり
ます。風通しのよい状態でご使用ください。
・長時間使用しないときや、お手入れするとき
は、必ずケーブルを外し電源供給を停止して
ください
漏電・感電の原因になることがあります。
・振動の激しい場所には設置しないでください
落下によって、けが、故障の原因になること
があります。
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必ずお読みください
ご利用に際して
本製品をご使用になる前に取扱説明書 ( 本書 ) を
よくお読みになり、内容をご理解の上ご利用くだ
さい。

使用方法や環境により変動しますが、概ね充放
電サイクル 500 回でバッテリー容量は新品時の
80％程度になります。

機器の取扱い

充電しても蓄電されない場合はバッテリーの寿命
です。内蔵バッテリーは消耗品ですが本製品にお
いては交換することはできません。

本製品は非防水です。製品はいかなる液体類にも
接触させないでください。バッテリー内に水分が
入るとバッテリーが発火、爆発する恐れがありま
す。

バッテリー残量が少なくなると自動的にシャット
ダウンされます。バッテリー切れの状態で充電を
開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しない
ことがあります。その場合、しばらく充電してか
ら電源を入れてください。

必ず動作温度範囲 (0 〜 40℃ ) を守ってお使いく
ださい。40℃を超える環境で製品を使用すると、
火災や爆発につながる恐れがあります。0℃未満で
使用すると回復不能な損傷につながる恐れがあり
ます。また映像が正記録されない場合があります。
お子様がご使用になる場合は、危険な状態になら
ないように 保護者の方が取り扱いの内容を教え、
誤った使用をしないように注意、指導をしてくだ
さい。

内蔵バッテリーについて

内蔵バッテリーの使用時間は使用環境やバッテ
リーの劣化度合いにより異なります。また使用条
件により、寿命が近づくにつれバッテリーが膨張
する場合があります。
使用していない時も製品が熱源の近くや高温 ( 自
動車内など )、高圧になる場所には保管・放置しな
いでください。理想的な環境温度は 22 〜 28℃で
す。
製品を完全に放電した状態での長期間保管はおや
めください。過放電により修復不能な破損が発生
する恐れがあります。

本製品の内蔵バッテリーは「リチウムイオン電池」
です。初めてお使いの時や、長時間ご使用になら
なかったときは、ご使用前に必ず充電してくださ
い。バッテリーが空の状態で長期保管すると性能
が劣化したり、充電ができなくなる場合がありま
す。バッテリーはご使用とともに劣化します。ご

本製品を処分される際はお住まいの自治体の処分
方法に則って適切に処分してください。

6

7

本機への充電

記録データの取扱い

充電する際は付属の USB ケーブルまたは同規格の
USB ケーブルを使用して、DC5V1A 以上の供給
ができる市販の電源 ( スマートフォン用充電器な
ど ) を使用してください。

記録した映像は使用目的や方法によって被写体の
プライバシー、著作権、肖像権などの権利を侵害
する可能性がありますので記録データの取り扱い
には十分ご注意ください。本製品を使用中にデー
タが消失した場合であっても、一切の責任を負い
かねます。万一のデータ消失に備え、必要なデー
タは複数のストレージにバックアップすることを
お勧めします。

定期的な充電
本機を使用しなくてもバッテリー残量は徐々に
減っていきます。3 ヶ月に一回程はバッテリー残
量を確認し、充電をして下さい。

免責事項
火災・地震・雷などの自然災害、第三者による行
為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、
その他異常な条件下での使用によって生じた損害
に関して、当社は一切の責任を負いません。

製品保証
保証規定は本書の保証欄に記載されている内容に
準じます。

本製品の使用、または使用不能から生じた損害、
逸失利益および第三者からのいかなる請求等につ
いて、当社は一切の責任を負いません。
製品の外観、仕様、操作画面および価格等は予告
無く変更される場合がございます。

お手入れ
汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコールなどを用いると
外装や文字が変質する おそれがありますので使用
しないでください。
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パッケージ内容

各部名称

パッケージの中には以下のものが含まれておりま
す。ご使用前にご確認下さい。

製品の各部名称を記載しています。
本書では操作の説明時に記載の名称を使用します。

ロール軸

カメラ

チルト軸
パン軸

タッチスクリーン
マイク

microSD
カードスロット
USB 端子
ストラップ穴

1

2

充電表示

3

1. ポケットカム本体 (BRN-SG1)

x1

2. USB ケーブル (Type-A / Type-C)

x1

3. 収納ケース		

x1

取扱説明書 ( 保証書含 ) ※本書

撮影ボタン

電源ボタン

x1
スピーカー

付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する
場合があります。
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三脚用ネジ穴
(1/4)

マイク
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充電方法

使い方

付属の USB ケーブルまたは同規格の USB ケーブ
ルを充電端子に接続し、反対側を定格出力 DC5V
1A 以上の機器に接続して充電を行ってください。
充電中は「充電表示」の LED が点灯します。

電源の ON/OFF

電源ボタン
パソコンの USB 端子 /
スマートフォンの充電器等へ接続
(DC5V2A 以上を推奨 )
USB 端子

充電表示

赤 = 充電中 緑 = 充電完了
接続の際は充電用機器のコネクタの形状を確認し
てから正しい向きで行ってください。うまく接続
できない場合は無理に接続せず、接続し直してく
ださい。

「電源ボタン」を長押し ( 約 3 秒 ) すると本機が起
動します。電源を切る場合は起動中に「電源ボタン」
を長押し ( 約 3 秒 ) してください。

カメラの向きを変える

起動中に
2 回押す ＝ アウトカメラモード
3 回押す = インカメラモード

充電時間
満充電までの時間は接続する電源によって異
なります。DC5V2A の電源を使用した場合、
満充電までの時間はおよそ 1.5 時間です。
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起動中に「電源ボタン」を 2 回押すと「アウトカ
メラモード」3 回押すと「インカメラモード」に
切り替えることができます。
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撮影する

動

露出補正 /ISO 感度 / ホワイトバランス

画 = 録画の開始 / 停止

+0.5

静止画 = 静止画の撮影

▶ EV

タップ

「撮影ボタン」を押すと設定された撮影モードで撮
影を行います。

●部分を
指でスワイプ

液晶画面右下の
をタップすると中央に大きく
表示されます。中心の丸い部分を指でスワイプす
るとカメラを好きな方向に回転できます。
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0.0◀
-0.5

液晶画面左上をタップすると設定画面が表示され
ます。

カメラを回転させる

タップ

ISO
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設定
メニュー操作

音の設定
本体の操作音 / 録画時の録音の ON/OFF を設定
できます。
液晶画面を↑↓→←の
1 方向にスワイプすると
設定画面が表示されます

ストレージ
SD カードの容量確認とフォーマット ( 初期化）が
行えます。
設定
以下の設定が行えます。

液晶画面を上下左右のいずれか一方向にスワイプ
するとメニュー画面が表示されます。

周期数：周波数の変更
スクリーンセーバー：液晶画面を OFF にするまでの時間
オートパワーオフ：自動シャットダウンまでの時間
較正：カメラの水平垂直位置を自動補正
言語：本機の言語表示の変更
デバイス情報：ソフトウェアバージョン等を表示

下 (↓) スワイプ

リセット：工場出荷時の設定に戻す

Wi-Fi
WI-Fi の ON /OFF を
切り替えます。
フェイストラッキング
顔追従モードの ON/OFF を切り替えます。

左 ( ← ) スワイプ
静止画
静止画モードに切り替えます。

明るさ
液晶画面の明るさを調整できます。

パノラマ
パノラマ撮影 ( 静止画 ) に切り替えます。
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動画

フォロー切り替え

動画モードに切り替えます。

フォローモードの切り替えができます。
フォロー

スローモーション
スローモーション撮影に切り替えます。
選択すると撮影速度を選択できます。

：パン / チルト軸をフォロー

ハーフフォロー：パン軸のみをフォロー
FPV

：パン / チルト / ロール軸をフォロー

タイムラプス（コマ録り動画）
一定間隔で撮影した静止画を動画にします。
タイムラプスビデオ（早送り動画）
一定間隔で撮影した動画を早送り風の動画にしま
す。

上 ( ↑ ) スワイプ
再生
記録映像の確認が行えます。

をタップすると前後のデータを表示します。

をタップすると再生を行います。( 動画のみ )
をタップすると削除できます。

右 ( → ) スワイプ
アウトカメラ撮影
アウトカメラモードに
切り替えます。
インカメラ撮影
インカメラモードに切り替えます。
旋回速度
旋回速度を 2 段階で切り替えます。
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その他の使い方

スマートフォンアプリ

PC カメラ
USB ストレージ
キャンセル

パソコンの USB 端子へ接続
(Mac/Windows)

USB 端子

Poket Gimbal

本機とパソコン (Mac/Windows) を USB 接続す
ると「PC カメラ」「ストレージ」と表示されます。
どちらかを選択することで以下の使い方ができま
す。

スマートフォンアプリ「PoketGimbal」を使うと
記録データをスマートフォンに転送したりスマー
トフォンからカメラの操作が行えるようになりま
す。

PC カメラ

使用方法

WEB カメラとして使用できます。
WEB カメラ時はインカメラ / アウトカメラの切り
替えのみ行えます。旋回操作はできません。

1. スマートフォンにアプリ「Pocket Gimbal」を
インストールします。
2. 本機の電源を入れ、ホーム画面から下スワイプ
し WiFi 設定を ON にします。
3.「Pocket Gimbal」を起動し画面の指示に従い
本機とスマートフォンを Wi-Fi 接続します。

USB ストレージ
ストレージとして認識します。SD カード内のデー
タをパソコンへコピーできます。

※接続時はインターネットへ繋がらないオフライン Wi-Fi で
接続されます。スマートフォンによっては初期状態でオフラ
イン Wi-Fi への接続を制限している場合があります。その場
合は接続できるよう設定を変更して再度お試しください。
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製品仕様

保証規定
保証対応について

可動範囲

パン -230 〜 +50°チルト -95°
~ +50°ロール ± 45°

最大操作速度

120°/ 秒

センサー

1/3 型 CMOS 1200 万画素

視野角

対角 110°

ISO 感度

100 〜 1600

電子シャッター

1/1000 秒（最大）

動画解像度
録画モード

4K30FPS/2.7k30FPS/
1080P60FPS/1080P30FPS
通常 / スローモーション / タイ
ムラプス / 顔追従撮影

静止画撮影

16:9 / 4:3 / 3:2

静止画撮影モード

通常撮影 / タイマー撮影

最大ビットレート

60Mbps

ファイル形式

FAT32

記録フォーマット

MP4 (H.264) / JPG

対応 SD カード
内蔵バッテリー
動作時間目安

microSDXC 最大 128GB（ビ
デオスピードクラス V30 推奨）
リチウムイオン充電池
(1600mAh)

製品の交換はセンドバック方式 ( 配送 ) でのご対
応となります。
お客様の元へ訪問しての交換等は行なっておりま
せんのであらかじめご了承ください。
弊社にて不具合を確認した製品は同一または同等
の新品と交換させていただきます。※製品の部分
的な修理は行なっておりません。
無償保証が適用されるのは製品本体のみとなりま
す。同梱の消耗品は新品開封時の初期不良以外に
ついては保証の対象とはなりません。万が一初期
不良と思われる不具合を発見された場合は製品ご
購入後 30 日以内を目処にお申し出ください。

保証免責事項
無償保証期間内でも次の場合には無償保証対象外
( 有償にて対応可）となります。
１. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
２. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
３. 本書およびご購入日のご提示がない場合。
４. 災害および異常電圧で生じた故障、損傷。
５. 保存上の不備による故障、損傷。
６. 本体および本体同梱付属品の消耗、摩耗、損傷、紛失。

140 分 (1080p/30fps) 

７. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。

80 分 (4K/30FPS)

その他の免責事項

充電入力

DC5V (1 〜 2A)

充電時間

約 90 分（5V/2A 入力時）

動作温度範囲

0℃ 〜 40℃

外形寸法

130 × 38 × 42mm

質量

約 132g
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本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求な
どにつきましては、上記にかかわらず当社はいか
なる責任も負いかねますので、予めご了承くださ
い。本書に記載された仕様、デザイン、そのほか
の内容については、改良のため予告なしに変更す
ることがあります。
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製品保証書
裏面も必ずお読みください。
製品名

BRN-PC4K1 ※付属品は除く

保証期間 ご購入日より 1 年間
この保証書について
この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使
用状態で異常・故障が発生した場合、保証規定
の内容に基づき製品の交換を行うことをお約束
するものです。この保証書によって保証書を発
行する者（保証責任者）およびそれ以外の事業
者に対するお客様の法律上の権利を制限するも
のではありません。無償保証期間終了後は有償
にて対応を行なっております。ご希望の場合は
無償保証の場合と同様にお申し出ください。※
本書は再発行いたしませんので、大切に保管し
てください。

無償保証を受けるには

無償保証を受ける場合、お買い上げの際に販売
店より発行された販売証明書または購入日を証
明できる書類 ( レシートなど ) を製品と共にご用
意の上、弊社窓口 (042-400-0787) またはお買
い上げの販売店にお申し出ください。
※無償保証期間内であっても購入日の証明ができない
場合には有償対応となりますのでご注意ください。
※個人間取引（オークションやフリーマーケットなど）
にて購入された商品、購入時点で中古品だった場合
未開封品であっても無償保証は適用されません。
※ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に依
頼できない場合には弊社までご相談ください。
製造元 ( 製品送付先 )
株式会社 INBES

〒 206-0012 東京都多摩市貝取 1510-1 永山 JOY ビル 5F
TEL：042-400-0787

FAX：042-316-9824

