
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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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。

安全上のご注意

・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。

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。

・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。

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、

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。
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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。

ご利用に際して

機器の取扱い
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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・

内蔵バッテリーについて

必ずお読みください

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。

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。

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。

免責事項

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。 

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。

本機への充電

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。

定期的な充電

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。 
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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。

スマートグリップ本体 (BRN-SG1) x1

ミニ三脚    x1

USB ケーブル (Type-A / Type-C)  x1

収納ポーチ    x1

取扱説明書 ( 保証書含 ) ※本書  x1

※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。

パッケージ内容

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。

 1 .デバイスクランプ  2 .クロスアーム  3 .チルト軸  
 4 .チルトリミット  5 .縦アーム  6 .折りたたみノブ 
 7 .パン軸  8 .ジョイスティック  9 .電源ボタン 
10.通信ランプ 11.グリップ 12.バッテリー表示 
13.三脚用ネジ穴(1/4) 14.充電端子 15.モードボタン 
16.ロール軸 17.ロールリミット 18.パンアーム 
19.パンリミット 20.撮影トリガー 21.ストラップ穴

各部名称

1
2
3
4

16
17

18
19

20

21

8
9
10

14
15

5

6
7

11

12

13
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使用方法

1. 本体の展開

2.ミニ三脚の取り付け

ミニ三脚

本体

1. 折りたたみノブを回して緩めアームを起こし、ノブを締めてアームを固定します。
2. チルト軸とロール軸の可動部を手でひねってロックを解除します。
※折りたたみの際は展開と逆の手順で行ってください。

本体下部の三脚用ネジ穴にミニ三脚
を取り付けます。
※三脚用ネジ穴には市販の三脚も取
り付けが可能です。

図のようにミニ三脚を開いて本体を自立させてから両手で作業するとうまく取付がで
きます。

スマートフォン取り付けのコツ

3. スマートフォンの取り付け

1. クランプの目印を左側にして抑え部分を上下に広げ、スマートフォンを挟んで固定します。
※スマートフォンは必ずクランプの中心に固定してください。中心がズレていると正しく旋
回できなかったりバッテリーの消耗が早くなります。
※スマートフォンはカメラ部が左になるようにセットしてください。

この目印を
左にします
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以下の場合は電源ボタンを押しても電源が入りません。
・回転軸のロックされたまま　・スマートフォンが取付けされていない
・バッテリー残量がない
※電源を入れてもすぐに電源が切れてしまう場合はバッテリー残量が不足しています
ので充電を行なってください。

電源が入らない時

必ずスマートフォン正しい位置に取り付けてから電源を入れてください。

電源を入れる時の注意点

必ず電源を切ってからスマートフォンを取り外してください。

電源を切る時の注意点

電源ボタンを長押し ( 約 4 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４秒 ) します。

電源ボタン
長押し (約４秒 )

起動すると
垂直モードになります

電源オンの状態で上部を
無理に動かすと
故障する可能性があります。
取扱いに注意してください。

4. 電源を入れる

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 3 時間です。

充電時間

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ます。
充電が行われている場合「バッテリー表示」の LED が点滅します。

充電

充電端子

パソコンのUSB端子 /
スマートフォンの充電器
(DC5V1A以上 ) などへ接続 

バッテリー表示
●●●●
●●●○
●●○○
●○○○

= 18 ~100%
= 17 ~    8%
=   7 ~    3%
=   2%以下
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起動中に電源ボタンを 1 回押すと撮影方向 ( 垂直・水平 ) を切り替えることができます。

基本操作

垂直・水平切替え

電源ボタンを押すたびに
垂直・水平を切り替えます

モード切替ボタンを 2 回押すとカメラの向きをホームポジション ( 初期位置 ) に戻します。

ホームポジション

モード切替ボタンを「2回」押す

ハーフフォローオールフォロー
(初期設定 )

オールロック

モード切替ボタンを「1回」押す度に
フォローモードが切り替わります

※アプリを使用しない場合、現在のフォローモードの確認はできません。実際に動作させて
どこがフォローされているかご確認ください。

オールフォロー : パン（左 / 右）とチルト（上 / 下）がハンドルの動きに従います。
ハーフフォロー：パン（左 / 右）がハンドルの動きに従います。
オールロック　：全ての軸をロックします。カメラは前を向いたままになります。

フォロー切替え
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App Store または Google Play から本機と Bluetooth 接続で連動するアプリ「Gimbal 
Pro」がダウンロード可能です。「Gimbal Pro」は撮影トリガーや顔追従撮影などの便利な
機能がご利用いただけます。( 一部利用できない機能もございます。)
下の QR コードを読み込むとすぐにアクセスできます。

※アプリ画面は水平時のものです。垂直時はレイアウトが変わります。
※アプリ画面及び使用できる機能はアップデートの際に変更になる場合があります。

1. スマートフォンの Bluetooth をオンにし、本機の電源を入れます。

2. ダウンロードした「Gimbal Pro」を起動し「デバイスの検出」を行うと「STABILIZER_
XXXXXX」というデバイス名が表示されますので選択します。

3.Bluetooth 接続が完了すると本機のインジケータが「点滅」から「点灯」に変わります。

4. 接続が完了すると本機とスマートフォンを連動させて使用できるようになります。

Gimbal Pro

連動アプリ

アプリの利用方法 ❶カメラモード選択
❷ Bluetooth 接続状態
❸顔追従撮影・動体追従撮影
❹フォロー切替え
❺本機のバッテリー残量
❻スピードライト表示
❼スマートフォンのバッテリー残量
❽撮影モード

❾録画・シャッター
❿前後カメラ切替
⓫アルバム
⓬デバイス接続へ
⓭カメラ設定
⓮ジンバルモード設定
⓯ジンバル設定やバージョン情報

❶ ❷ ❸ ❹❺❻❼

❽

❾

10

11

12

13

14

15

アプリ画面
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アプリ利用中に撮影トリガーを押すと記録が行えます。

撮影トリガー (アプリ利用時のみ)

録画トリガーを押すと
撮影をおこないます

動   画 ＝ 撮影開始 /停止
静止画 ＝ 撮影

アプリ利用中に電源ボタンを 2 回押すと撮影するカメラ ( 前後 ) を切り替えます。

アプリ利用中に電源ボタンを 3 回押すと撮影モード ( 動画 / 静止画 ) を切り替えます。

前後カメラ切替え (アプリ利用時のみ)

撮影モード切替え (アプリ利用時のみ)

電源ボタンを「2回」押すと
カメラ (イン /アウト )を
切り替えます

インカメラアウトカメラ

電源ボタンを「3回」押すと
撮影モード (動画 /静止画 )を
切り替えます

静止画撮影動画撮影



18

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修理または同等の新品と交換させていただき
ます。

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。

保証規定

保証対応について

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。
７. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。

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。

保証免責事項

その他の免責事項

型式 BRN-SG1
可動範囲 パン +240°〜 -100° / チルト± 30° / ロール± 90°

取付可能デバイス 幅 55 〜 90mm / 対角 180mm 以下 / 厚さ 9.5mm
以下 / 重量 75 〜 280g

連続動作時間 最大約 5 時間
内蔵バッテリー リチウムイオン充電池 (2000mAh)
充電入力 DC5V 1A
充電時間 約 3 時間
スマートフォンアプリ Gimbal Pro (iOS/Android)

本体撮影機能 上下左右回転 / 縦横切替 / ホームポジション /
アームロック切替

アプリ撮影機能 
前後カメラ切替 / 顔追従撮影 / パノラマ撮影 /
Vlog 撮影モード / スロー撮影 /  タイムラプス撮影 /
モーションタイムラプス撮影

動作温度範囲 0C°〜 40C°

外形寸法 展開時 約 260 × 130 × 88mm 
折りたたみ時 152 × 110 × 47mm

質量 約 342g

製品仕様



製品保証書

この保証書について

裏面も必ずお読みください。

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。

製品名 保証期間 ご購入日より	1年間

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

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

BRN-SG1


