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Trademarks
Ghost-Eye Wireless Video Transmission SystemsTM  are trademarks of Cine Gears 
Inc. Web Interface.

Statement of Conditions
In the interest of improving internal design, operational function, and/or reliability, Cine 
Gears Inc. reserves the right to make changes to the products described in this docu-
ment without notice.
Cine Gears Inc. does not assume any liability that may occur due to the use or applica-
tion of the product(s) or circuit layout(s) described herein.

FCC Compliance Notice: Radio Frequency Notice
The device has met the FCC 15.247 requirement. In order to comply with the FCC RF 
exposure requirement, the user must keep 20cm away from the antenna.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or televi-
sion reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following mea-
sures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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GHOSTーEYE(ゴーストアイ)ワイヤレス送信システムはCINEGEARS  INC ウェブインターフェイスのトレードマーク
です。

 内部構造、デザイン、操作性や信頼を高める事が我々の目的である為、私達CINEGEARS INC.はわずかですが、こ
のマニュアルに乗っている商品 と実際販売されているものと少し異なることがあります。私達CINEGEARS INC.は
このマニュアル通りの扱い方での不都合の責任は負えません

このデバイスはFCC(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS) 15.247条の条約を満たしました。FCC RF
露出要件を満たすため、 ユーザーはアンテナから20センチ離れて使用してください。このデバイスはテストを行い
、FCCルールパート15によるクラスBデジタルデバ イスのリミット内に起動します。このリミットは市街地や住宅街
の扱いの
際、通信妨害や普段の日常の妨害を防ぐ為に考えられた物です。このデ バイスは周波数を生成、使用、そして放射
しますが、もし説明上では無い 扱いをすれば、ラジオ放送に危険な妨害を与えることがあります。ですが、説明上
の扱いをしても危険な妨害を与えないという保証はありません。 もしこのデバイスによって危険な妨害がラジオや
テレビ放送で見られる
場合は、(主にデバイスを付けたり消したりすることで確認できる)ユー ザーは妨害を下のとおりに解決する事をお
すすめします。

・再設定、あるいは違う場所での利用 

・妨害を受けている機材をレシーバーの距離を離れさせる 

・機材をレシーバーと別の電線に接続する 

・店で問い合わせる、あるいはTV/ラジオ技師と問いあわせる

条件の声明

FCCコンプライアンス情報：ラジオ周波数情報

トレードマーク



Information to the user
The user’s manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator 
shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equip-
ment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as 
on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may 
be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be 
expected to have the capability to access information in that form.

Information to the user
The user’s manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator 
shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equip-
ment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as 
on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may 
be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be 
expected to have the capability to access information in that form.

© 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved.

この取扱いマニュアル、あるいは説明マニュアルはユーザーがマニュアル上ではない変更、あるいは改造を行なっ
た場合、ユーザーが機材を使う権利を失うことを報告する必要があります。マニュアルが紙以外の状 態(コンピュ
ーターディスク、あるいはネット上で)で配られる場合、この セクションが必要とする情報はユーザーがいつでもア
クセス出来る状態で保存する必要があります。

ユーザーのための情報
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注意
 

注意

電線に関しての注意

This instructional user manual and all the related documents are subject to change at 
the sole discretion of SFAIMO (Guangzhou SunFieldAimo Electron Technology Co., 
Ltd.). SFAIMO inc. reserves the right to make changes and improvements to any of the 
products described without prior notice. Under no circumstances shall SFAIMO be 
responsible for any loss of income or any special, incidental, consequential, or indirect 
damages howsoever caused. For up-to-date product information, visit
www.cinegears.com.

Please read this user introduction manual to become familiar with the features of the 
Ghost-Eye series products before operation. Failure to operate the product correctly 
can result in disturbing other film equipment on set. This product is not intended for 
use by children without direct adult supervision. Do not use with incompatible compo-
nents, or alter this product in any way outside of the documents provided by Cinege-
ars. These safety guidelines contain instructions for installation, operation, and mainte-
nance. It is essential to read and follow all of the instructions in the manual, and all the 
notices and warnings regarding Ghost Eye series products prior to assembly, set up, 
or use to prevent any damage or interference.
1. Do not use this product in extreme heat, cold, humidity, or environments with dust.
2. Do not drop the unit or cause impact against hard surfaces.
3. These products are not waterproof: do not expose the units to moisture.
4. Do not dismantle, assemble, or otherwise alter the products.

1. When this device is sharing a power supply or battery with other equipment, please 
ensure all signal and power cables are well connected before turning on the Ghost Eye 
units' power.
2. When this device is sharing a power supply or battery with other equipment, please 
ensure the power switch is turned off before connecting or disconnecting any signal or 
power cables from the Ghost Eye units.
3. When this device is sharing a power supply or battery with other equipment, please 
check the polarity of the power connectors of all equipment to ensure the inside 
conductor is positive. If the polarity of wer connectors of all equipment to ensure the 
inside conductor is positive. If the polarity of the power connector is unknown, please 
check the user manual to make sure the outer conductor of the SDI or HDMI connector 
is connected to the negative of the power supply. Otherwise, the quipment will not be 
able to share the same power supply with the Ghost Eye unit.

この取り扱いマニュアルとこれと同じ様な書類はCINEGEARSの命令によって、少々内容が変わる場合がございま
す。CINEGEARS Inc　はこの様な書類の変更、あるいは修正を報告なしで行うことを許されています。CINEGEARS
はこの変更によって発生する収入の損失、あるいは特別的、偶発的、偶然的や非直接的ダメージの責任を負うこと
はできません。
詳しい情報はwww.cinegears.comまで。

Ghost-Eyeシリーズを扱う前のこのマニュアルを必ずお読み下さい。誤っ た扱いは商品を傷つける、あるいは他の
電子機器に障害を与える可能 性があります。
この商品は、高性能な機械である為、取扱いに気をつける必要がありま す。誤まった扱いは他の撮影用の道具に
障害を与える事もあります。
この商品は子どもが一人で扱うことはお勧めできません。無茶な改造や 、マニュアル上以外の扱いはしないでくだ
さい。
この安全ガイドラインには搭載の方法、扱いかた、後メンテ法が乗って います。このマニュアルを読んで説明を従
う事、ゴーストアイシリーズの 組み立て方、セットアップと扱い方の注意をお守りください
1・この商品を熱い環境、寒い環境、ホコリの多い場所や、湿っている場 所で使用しないで下さい。
2・固い表面に擦らないで下さい。 
3・高い場所から落としたり、ケースにきちんといれないで持ち運ばな いで下さい
 4・このセットはケース以外防水加工はされていません。 なるべく水 分をかけず、水分の多いところでの使用は避
けてください
 5・デバイスの解体、そのあとの組み立てあるいは機械の性能を変換するような事はしないでください

1・このデバイスがパワー源、あるいはバッテリーを他の機材に分けている場合、ちゃんとバッテリー、あるいはケー
ブルが接続されているかご 確認ください。
2・このデバイスは他の電力源、あるいはバッテリーを他の機材に分けている場合、 電源がオフの状態になってい
るかご確認し、電源をつなげる、あるいは外してください。
3・このデバイスがパワー源、あるいはバッテリーを他の機材に分けて いる場合、コネクターの極性を確認し、中の
導体が正の電荷か確認して
ください。もし中の極性がわからない場合は、マニュアルを読み、SDI /HDMIコネクターの外部導体がパワー源の
負の電荷に接続してくださ い。もしこれが守られていない場合は、ほかの機材にGHOSTーEYEから 同じ電力を送
ることはできません
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GHOSTーEYEビデオ送信システムとは？
 

Here at Cinegears, we supply some of the best wireless HD video transmitters and 
receivers available. During the development of the Ghost Eye line of products, we 
subjected our prototypes to rigorous testing on set with professional film crews, and 
took customer feedback and suggestions into serious consideration. After careful 
review, the Ghost Eye products have integrated all of the in-demand wireless video 
transmission features recommended by you, the user. The fruit of our efforts are 
catalogued below in the form of our unique Ghost Eye Wireless Video Transmission 
Kits, across the affordable price range spectrum.

Ghost Eye Wireless Video Transmission Kits each fit a different set of wireless HD 
video transmission needs. The most powerful video transmitters and receivers will 
satisfy even the most high-end professional film crew, and our lightweight models fit a 
more versatile brand of film set. Ghost Eye transmission kits transmit and receive 
10-bit 4:4:4 video, support both HD and SD, and can broadcast with under 1 
millisecond of latency.

私達CINEGEARSでは、一番のワイヤレスHDビデオトランスミッターとレ シーバーを用意しております。GHOSTー
EYEシリーズの開発中、私たちはプロトタイプを撮影スタジオの従業員によってさまざまなテストを行い、 クライア
ントの感想や意見を受け入れ、今後の商品開発のアドバイスとして記録しておきます。なんどもそれを繰り返し、あ
なたたちクライアント の意見をもとに理想の商品が完成致します。私達の研究の成果は、この マニュアルに乗って
いるお手頃価格のGHOSTーEYEワイヤレスビデオ送 信キットとして表しております。

GHOSTーEYEワイヤレスビデオ送信キットはどんなワイヤレスHDビデオ送信の問題でも解決いたします。わが社
の強力なワイヤレスビデオトラ ンスミッターとレシーバーも大手撮影スタジオのも役に立つこと間違い なし、おま
けに軽くコンパクトな作りの為、置く場所や装着する場所にも困らない!GHOSTーEYE送信キットは10ビット、4:4:4
ビデオを収納 、送付可能の上、HDとSD両方にわずか1秒の待ち時間で対応する事が可能です。



  仕様   

*Since the product’s improving process, all the performance, design and specifications of our products are subject to 
minor change without prior notice. 

ITEM Specification

周波数 5.1-5.9(GHz)

バンド範囲 40MHz

対応可能
ビデオフォーマット 

1080p 23.98/24/25/30/50/60 
1080i 50/59.94/60 
720p 50/59.94/60 
576p 576i 480p 480i

対応可能オーディオ
フォーマット 

PCM, DTS-HD, Dolby TrueHD

Tタイムコード SMPTE-12M

送信距離 1000m（最大)

トランスミッター

アンテナ 外部アンテナX２本 s

送信出力 18dbm

使用可能
インターフェイス

HDMI Input; SDI Input; SDI Loop Output; Mini USB; LEMO Power IN; Antenna RPSM  
Socket; Power ON/OFF

ロケーション構造 1/4”ホットシューコネクション

LCD　スクリーン ワイヤレスチャンネル情報；SDI／HDMI信号情報

使用ボルテージ 9V-18V

パワー消費量 9W

大きさ 142.5 x 76 x 24.3 mm

熱 -10~60# (operating) 10%-90% humidity; -40~80# (storage) 10%-90% humidity.

レシーバー

アンテナ 外部アンテナX５本 

受信感度 -70dBm

使用可能
インターフェイス

SDI Dual Output; HDMI Output; Mini USB; LEMO Power IN; Antenna RPSMA Socket; 
Power ON/OFF

ロケーション構造 1/4” ホットシューコネクション、Vマウント 

LCD スクリーン ワイヤレスチャンネル情報；SDI／HDMI信号情報

使用ボルテージ 9V-18V

パワー消費量 7-8W

大きさ 169.5 x 122 x 25.2 mm

熱 -10~60# (operating) 10%-90% humidity; -40~80# (storage) 10%-90% humidity.
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仕様
 

HDMIインプット；SDIインプット；SDIループアウトプット；ミニUSB；
LEMO式パワーイン；アンテナRPSMAソケット；パワーオン／オフ

SDIデゥアルアウトプット；HDMIアウトプット；ミニUSB；
LEMO式パワーイン；アンテナRPSMAソケット；パワーオン／オフ

＊製品はお客様に効率色使用していただく為に、ここに表示されているパフォーマンス、デザインと仕様が
報告なしで多少変わる場合がございます。



             構造とインターフェイス  

トランスミッター SH700M 
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トランスミッター
 

５Gアンテナ

LCDスクリーン

上

下

メニュー

電源オン／オフ

SDIイン

SDIアウト（ループスルー）

HDMIイン

パワー源イン（LEMO）

１/4ホットシュー
コネクション

バッテリー
クリップ



*Since the product’s improving process, all the performance, design and specifications of our 
products are subject to minor change without prior notice. 

Structure

1 LCD スクリーン

チャンネル情報、信号情報、キャパシティーや冷却ファンの情報を表示y

2 上

チャンネル選択

3 下

チャンネル選択.

4 メニュー

スクリーンをアンロック、選択を決定

5 電源オン／オフ

電源オン／オフ

6 SDI イン

３GーSDI。HDーSDIに対応可能のHDカムレコーダーと接続

7 SDI アウト（ループ）

３GーSDI。HDーSDIに対応可能のHDデジタルモニターと接続

8 HDMI イン

HDMIアウト対応のHDデジタルカムレコーダーと接続

9 パワー源イン (Lemo)

Support connecting to the power supply of the camera, or power adaptor. 
Notice: DO make sure the Voltage (+)(-) was connect correctly.

10 アンテナソケット

アンテナ接続用のSMAソケット.

11 バッテリークリップ

Support SONY F970/F550 battery to power supply.

12 1/4” ホットシューコネクション

多数のマウント方法にも対応.
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トランスミッター
 

カメラやパワーアダプターの電源をサポート
注意：ちゃんと＋とーが正確な場所につながっているかどうか確認してください

SONY　F９７０／F５５０バッテリーをパワー源としてサポート

＊製品はお客様に効率色使用していただく為に、ここに表示されているパフォーマンス、デザインと仕様が
報告なしで多少変わる場合がございます。



             構造とインターフェイス
 

レシーバー SH700M  
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レシーバー
 

５Gアンテナ

LCD
スクリーン

左／上

右／下

バッテリーアウト

HDMIアウト

SDIアウト

パワー源（LEMO）

Vマウント
バッテリー
クリップ

１／４ホットシュー
スタンド

１／４ホットシュー
スタンド

電源オン／オフ

メニュー



構造

1 アンテナ用ソケット 

アンテナ用のSMAソケット

2 LCDスクリーン

チャンネル情報、信号情報、キャパシティーや冷却ファンの情報を表示

3 メニュー 

スクリーンをアンロック、選択を決定

4 左 

チャンネル選択

5 右 

チャンネル選択

6 バッテリーアウト

バッテリーからの電源

7 HDMIアウト

HDMIケーブルからHDデジタルモニターと接続 

8 SDI アウト

SDIケーブルからHDデジタルモニターと接続 

9 パワー源イン (Lemo)

Support connecting to the power supply of the camera, or power adaptor. 
Notice: DO make sure the Voltage (+)(-) was connect correctly.

10, 13 1/4” ホットシューコネクション

多数のマウント方法にも対応.

11 電源オンオフ

電源オンオフ

12 Vマウントバッテリークリップ

Vマウントバッテリーに対応 
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レシーバー
 

カメラやパワーアダプターの電源をサポート
注意：ちゃんと＋とーが正確な場所につながっているかどうか確認してください



 
             搭載方法  

トランスミッター

  1.Fix the antennas to the transmitter, and arrange them to be right angle as 
figured below

. 

2.Connect the transmitter to the power supply via the certain power cable 
or SONY F970/F550 battery. Connect the SDI/HDMI cable to the HD 
video source. 
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搭載方法
 

トランスミッターにアンテナを取り付け、下の図のように９０度の角度に曲げてください

トランスミッターをパワーケーブルか、SONY　F９７０／F５５０バッテリーに接続。HD
ビデオ源にSDI／HDMIケーブルで接続



3.Turn ON the power supply and make sure the transmitter start to work. 

4.Long press the “MENU” button to unlock the screen and then press “+” 
or “-” button to select the wireless channel that corresponding to the 
Receiver, then press the “MENU” button to confirm. 

  When the video signal is normally transferred, the LCD screen will dis-
play “video”. 
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搭載方法
 

電源をオンに切り替え、トランスミッターがちゃんと起動するか確認する。

スクリーンをアンロックするためにメニューボタンを押し続け、レシーバーと同じチャンネ
ルを選択するために＋、あるいはーボタンを押し、メニューボタンで決定する。もしビデオ
信号がうまく送信できた際、LCDスクリーンには「VIDEO」と表示される。



レシーバー   

1.Fix on the antennas to the Receiver, and arrange them to be 
right angle as figured below. 

2.Connect the Receiver to the power supply via the certain power cable or 
V-mount battery. Connect the SDI/HDMI cable to the TV/Monitor.  

 

 © 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved. 11

搭載方法 
 

レシーバーにアンテナを取り付け、下の図のように９０度の角度に曲げてください

レシーバーをパワーケーブルか、Vマウントバッテリーに接続。テレビ／モニターにSDI／
HDMIケーブルで接続



3.Turn ON the power supply and make sure the receiver start to work. 

4.Long press the “MENU” button to unlock the screen and then press 
“LEFT” or “RIGHT” button to select the wireless channel that correspond-
ing to the Transmitter, then press the “MENU” button for confirm. 
When the networking is normally connected, the LCD Screen will display 
signal status. 
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Installation
 

電源をオンに切り替え、レシーバーがちゃんと起動するか確認する。

スクリーンをアンロックするためにメニューボタンを押し続け、トランスミッターと同じチ
ャンネルを選択するために左、あるいは右ボタンを押し、メニューボタンで決定する。もし
ビデオ信号がうまく送信できた際、LCDスクリーンには信号状況が表示される。



          

SH700M トランスミッターLCDスクリーン 

Screen Lock/Unlock : The screen will be always locked unless long press 
the MENU button to unlock. 

Power Info : Display the current power supply status. 

Channel NO. : Display the current Channel NO. of device. 

Video Connect : Video means the video signal is OK. 
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搭載方法
 

スクリーンロック／アンロック

スクリーンロック／アンロック このスクリーンはメニューボタンを押してアンロックしない
限り、ロックのまま

現在のパワー源状況を表示

デバイスの使用しているチャンネルナンバーを表示

VIDEOと表示されていれば、ビデオ信号は異常なしで送信されている

パワー状況

チャンネルナンバー

ビデオコネクト

パワー状況

チャンネルナンバー ビデオコネクト



SH700M レシーバーLCDスクリーン 

Screen Lock/Unlock : The screen will be always locked unless long press 
the MENU button to unlock. 

Power Info : Display the current power supply status. 

Channel NO. : Display the current Channel NO. of device. 

RSSI : 受け取った信号力インジケーション 

 © 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved. 14

Installation
 

スクリーンロック／アンロック

スクリーンロック／アンロック このスクリーンはメニューボタンを押してアンロックしない
限り、ロックのまま

パワー状況

チャンネルナンバー

現在のパワー源状況を表示パワー状況

デバイスの使用しているチャンネルナンバーを表示チャンネルナンバー



             PSF 解像度にも対応完全  

送信範囲紹介  

The maximum transmission ranges is up to 700 meters Line of Sight when this product is in opti

-mal installation case. 
The transmission range will drop sharply if this product in not in optimal installation and the an

-tenna directions at the transmitter side and the receiver side do not match. 
The range can drop to as low as 150 meters in the worst case. 

25PFS in = 25PFS out 23.98P in = 23.98P out

29.97PSF in = 29.97PSF out 24P in = 24P out

30PSF in = 30PSF out 25P in = 25P out

50i in = 50i out 29.97P in = 29.97P out

59.94i in = 59.94i out 30P in = 30P out

60i in = 60i out
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ユーザーマニュアル
 

正しく搭載されている場合、最高送信機範囲は最大７００メートルまで伸びます。
正しく搭載されていない、あるいはアンテナの方向がトランスミッターとレシーバー両方が
別の場合、送信範囲が大幅に下がってしまいます。
範囲は最悪、150メートルまで低下することもあります。



最適な使用方法 

The transmitter and receiver are both in vertical direction 
The antennas at both sides are in vertical direction 
The transmitter and the receiver are facing directly 

Line of sight Transmission range: 500m 

普通の使用方法

The transmitter and receiver are both in vertical direction  
The antennas at both sides are in vertical direction  
TX and RX Facing side 

Line of sight transmission range: 300m 
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ユーザーマニュアル
 

トランスミッターとレシーバーは両方垂直な方向に向いている事
アンテナは両サイド垂直になっている事
トランスミッターとレシーバーはお互い向き合わせてセットする事

送信範囲：500メートル

トランスミッターとレシーバーは両方垂直な方向に向いている事
アンテナは両サイド垂直になっている事
トランスミッターとレシーバーは並べて搭載する事

送信範囲：３00メートル



It is recommended that transmitter antennas shall be changed to cross-facing to the receiver, 
shown as below: 

最低な使用方法

The transmitter and the antennas are in horizontal direction  
The receiver and antennas are in vertical direction 
Transmission range : 150m 

This installation is not recommended！ 
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ユーザーマニュアル
 

多数のレシーバーにもクロス対応可能するために、アンテナを以下の図の通りにする事をお
勧めします。

トランスミッターとアンテナは水平な方向にセットする事
レシーバーと同じアンテナは垂直の方向でセットすること
送信範囲：150メートル

この方法はお勧めできません！



             トラブルシューティング  

TROUBLES&POSSIBLE REASONS: SOLUTON:

O
SD

 In
fo

rm
at

io
n 

on
 T

V

Displaying “Waiting for connection…” for a long time
Transmitter is not powered up. Power on the transmitter.

Transmitter or receiver is not placed correctly. Place the TX or RX correctly.

The transmitter and receiver are too far away. Move the receiver closer to the transmitter.

Several solid wall partition on TX and RX. Reduce the number of solid walls between TX and 
RX.

There are so many obstacles between TX and RX. Move the receiver closer to the transmitter.

Other transmitter is working on the same or 
adjacent channel.

Turn off other transmitter, or change channel.

No Video Signal received
Transmitter and video source are not connected. Connect the transmitter to video source by SDI/HDMI 

cable.

The video source is turned OFF Power ON the video source.

Bad contact of cable of transmitter. Remove and then re-plug the transmitter 

Abnormal working of transmitter Reboot the transmitter

Problem with cable between TX and video source Change the SDI/HDMI cable

Player NOT support the output resolution format. Switch the output video resolution to other modes.

The TV/Monitor NOT support HDCP authentication Replaced with HDCP-certified TV/Monitor.

Im
ag

e

No signal input to Receiver or TV/Monitor
Receiver is turned OFF Power on receiver. 

Receiver and TV are not connected. Connect receiver and TV/Monitor via SDI/HDMI input.

TV/Monitor NOT switched to SDI/HDMI input. Switch TV/Monitor to SDI/HDMI input.

Bad contact of the cable of receiver or TV/Monitor. Remove then re-plug the SDI/HDMI cable.

TV/Monitor turn into standby mode. Switch the TV/Monitor to normal operation mode.

Abnormal working of receiver. Reboot the receiver.

No image appear on TV/Monitor
Bad contact of receiver or cable. Re-plug the cable of the receiver or TV/Monitor.

Abnormal working of receiver. Reboot the receiver.

Receiver failure. Please contact your retailer.

Abnormal color on TV screen
Bad contact of cable of receiver or TV/Monitor. Unplug and then plug the HDMI cable of the receiver 

or TV.

Bad contact of cable of transmitter or video 
source.

Unplug and then plug the HDMI cable of the TX and 
player.

Abnormal working of transmitter or receiver. Reboot the transmitter and receiver.
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トラブルシューティング
 

問題 対策法
WAITING FOR CONNECTIONがモニターに長い間表示されている

ビデオ信号が届かない

トランスミッターの電源が入っていない

トランスミッターとリシーバーがちゃんと取り付けられていない

トランスミッターとリシーバーの距離が離れすぎる

トランスミッターとビデオ源が接続されていない

ビデオ源が停止している

トランスミッターのケーブルが接続不可能
トランスミッターが不正常に稼働する

TXとビデオ源を繋げるケーブルに不具合
プレイヤーが出力の画質に対応できない

TV/モニターがHDCP認証に対応できない TV/モニターをHDCP認証に対応できるものと取り替える
出力のビデオの画質を他のモードに切り替える

SDI/HDMIケーブルを取り替える

トランスミッターを再起動する
トランスミッターのケーブルを取り外し、また取り付ける

ビデオ源をを起動する

トランスミッターとビデオ源をSDI/HDMIケーブルで接続

TXとRXの間に厚い壁が複数ある

TXとRXの間に障害が沢山ある

ほかのトランスミッターが同じ、あるいは隣接のチャンネルを使
っている

他のトランスミッターを停止する、あるいは他のチャンネルを使う

レシーバーをトランスミッターに近づける

TXとRXの間になるべく障害物が少ない場所に使用する

トランスミッターとレシーバーの距離を縮める

トランスミッターとレシーバーをしっかり取り付ける

トランスミッターの電源を入れる

テ
レ
ビ
か
ら
の
O
S
D
　
情
報

TV/モニター/に画像が表示されない

異常な色がモニターに表示される

信号インプットがレシーバーかTV/モニターに無い
レシーバーの電源が入っていない
レシーバーとTVが繋がっていない

TV/モニターがSDI/HDMインプットに切り替えていない TV/モニターがSDI/HDMインプットに切り替える

レシーバーかケーブルの不具合

レシーバーが故障する

レシーバーが不正常に稼働する レシーバーを再起動する

リシーバーが不正常に稼働する

トランスミッターかレシーバーが不正常に稼働する

レシーバーを再起動する

トランスミッターとレシーバーを再起動する

購入した店に連絡、あるいは会社に

レシーバーのケーブルをTV/モニターに再接続

TV/モニターとレシーバーを接続するケーブルの不具合
TV/モニターが/スタンドバイモードになる TV /モニターをオペレーションモードに切り替える

SDI/HDMIケーブルを取外し、また取り付ける

レシーバーとTV・モニターをSDI/HDMIケーブルで接続する
レシーバーの電源を入れる

映
像

レシーバーのケーブル、あるいはTV/ モニターの不具合

トランスミッターのケーブル、あるいはビデオ源の不具合

レシーバーのケーブル、あるいはTV/ モニターのHDMIケーブル
を取り外し、取り付ける

トランスミッターのHDMIケーブル、あるいはプレイヤーのを取
り外し、取り付ける
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 免責条項
 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 
-Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment. (Example use only 
shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). 

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 
This equipment complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 
modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the 
equipment. 

FCCステートメント

FCC 放射能露出ステートメント

注意

このデバイスはテストを行い、FCCルールパート15によるクラスBデジ タルデバイスのリミット内に起動します。こ
のリミットは市街地や住宅街の扱いの際、通信妨害や普段の日常の妨害を防ぐ為に考えられた物で す。このデバ
イスは周波数を生成、使用、そして放射しますが、もし説明上では無い扱いをすれば、ラジオ放送に危険な妨害を
与えることがありま す。ですが、説明上の扱いをしても危険な妨害を与えないという保証はありません。もしこのデ
バイスによって危険な妨害がラジオやテレビ放 送で見られる場合は、(主にデバイスを付けたり消したりすること
で確認
できる)ユーザーは妨害を下のとおりに解決する事をおすすめします。
・再設定、あるいは違う場所での利用 
・妨害を受けている機材をレシーバーの距離を離れさせる 
・機材をレシーバーと別の電線に接続する 
・店で問い合わせる、あるいはTV/ラジオ技師と問いあわせる
なお、マニュアル上以外の行動、改造や変更を行う事でユーザーの機材 を使う権利を無くす可能性があります。(
なるべく、特別製のインターフェ イスケーブルを使用し、コンピューター、あるいは別の装置につなげてください)

この機材は制御できない環境で使用の際、FCC RF露出条件を満たして います。
このトランスミッターは他社のアンテナやトランスミッターと同時にに使 用、あるいは連結しての使用は避けてく
ださい。
この機材はFCCルールパート15ルールの条件を満たしております。 このデバイスの使用の際、下にある2つの条
件を守り、使用してください。
1・デバイスは周りに危害を加える通信妨害が目的で使用しない事 
2・デバイスはたとえ不正常に起動しても、通信妨害を受け入れるように セットしておく事。

製造会社は無茶な改造によって発生するラジオやテレビの通信妨害の責任を負うことはできません。そのような
改造はユーザーの使用権利を無くすことがあります。  



 免責条項
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規約と条件

Congratulations on purchasing your new CINEGEARS product. Please read this manual carefully before 
using the product. By using this product, you hereby agree to this disclaimer and signify that you have read 
it in full. You agree that you are responsible for your own conduct and any content created while using 
CINEGEARS products, and for any consequence thereof. You agree to use this product only for purposes 
that are proper and in accordance with local regulations, terms and any applicable polices and guidelines. 

By reading this disclaimer, you also agree: 

1. Any part of this disclaimer is subject to change without prior notice. Refer to 
WWW.CINEGEARS.COM for the latest version. 

2. CINEGEARS reserves the right of final interpretation of this disclaimer. 

CINEGEARS and the Follow Focus Kit are registered trademarks of Littlecent International Trading Corp. as 
names of product, brand, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their 
respective owner companies. This product and manual are copyrighted by CINEGEARS with all rights 
reserved. No part of this product or manual shall be reproduced in any form without the prior written consent 
or authorization of CINEGEARS. 

 我が社CINEGEARSの新商品のお買い上げ、おめでとうございます。商品   を使用する前に、このマニュアルをよくお読みください
。この商品を使用することは、あなたはこのマニュアルを読み、条件や注意点を理解した
という事になります。我が社の商品を使用する事で、もしもの時責任はあなたが背負う事になります。あなたはこの商品を規則正
しく、マニュアル上のポリシーやガイドラインを守り使用することを理解した
という事になります。

この免責条項を読む事で、あなたは以下の条件を認めます: 
1・この免責条項のいずれかのセクションが報告無しで変更されることがあります 詳しくはCINEGEARS.COMで最新版をお読みく
ださい 
2・CINEGEARSはこの免責条項に最終的な解釈を行うことは認められております

CINEGEARSとフォローフォーカスキットはリトルセント国際商社にトレードマーク が登録されており、このマニュアルに登場する
商品名、ブラントなどはその会社 が登録した、あるいは登録寸前のトレードマークです。この商品とマニュアルは CINEGEARSの著
作権によって登録されたもです。CINEGEARSに許可なしで
このマニュアルや商品の大量生産や配信はしないようお願い申し上げます。



お客様サポート
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CINEGEARSについて

Cine Gears Inc. is an industry leading company that designs and manufactures digital wireless follow focus 
systems, lens control systems, camera motion control systems and accessories for film and broadcast 
industry. As a big believer in the power of creativity and ideas, we designed the Pegasus cablecam, the 
wireless motor drive that integrated a built in wireless transmitter, and the wireless finger wheel controller. 
The Cine Gears Inc. wireless lens control system has the international CE certification on all its equipment. 
Cine Gears lens control system can achieve the finest minutia of focus pulling, with extreme accuracy and 
control. This very same technology is what drives the Pegasus for ultra-smooth, highly controlled, 
programmed movement.

We have been working from Vancouver, B.C. for five years and our equipment has been used on hundreds 
of movies. Filmmakers of all experience levels will benefit greatly from a simple, professional, and well 
rounded follow focus system. The Single Axis and Multi Axis models provide greater ease, with less
crew, and less wires. You can achieve professional film quality scenes on a shoestring budget. Camera 
operators, assistant camera operators, and jib operators can use the wireless follow focus to attain that 
perfect shot.

If you encounter any issues with any of our products please contact us directly
via the details provided below. DO NOT CONTACT THE RETAIL STORE.

CINE GEARS INC. (Canada)
2nd floor 2010-9111 Beckwith Road
Richmond, BC V6X 1V7         , Canada
Tel: 1 604 243 9995

CINE GEARS INC. (USA)
47 East South Street, Suite 401
Frederick, Maryland 21701, USA
Tel: 1 206 462 2858
Toll Free: 1 800 693 8883

CINEGEARS INCはデジタルワイヤレスフォローフォーカスシステム、レンズ
コントロールシステム、カメラモーションコントロールシステムや撮影、配信の際に必要なアクセサリーや装置を開発す
る会社です。私たちの会社は、想像力やアイディアの力を強く信じているため、ペガサスケーブルカメラ ワイヤレス送信
機を内蔵されたワイヤレスモータードライブ、そして ワイヤレスフィンガーホイールコントローラーなど素晴らしい商
品を生み出し ております。CINEGEARS INC製ワイヤレスレンズコントロールシステムは 国際CE認証がすべての
機材に与えられております。我が社のレンズ コントロールシステムの特徴点は、一流レベルのフォーカスプル、それと 
正確なコントロール性です。このようなテクノロジーは、我が社のペガサス をよりスムーズに、正確にコントロールする
ために使われております。

わたし達はBC州のバンクーバーで7年間営業し、私達の機材はおよそ百の映画 作品に使用されています。どんな映画
製作者でも、我が社のシンプルで プロレベルで、幅広い使用を可能にするフォローフォーカスキットを使えば、 成功間
違いなしです!我が社のシングル軸とマルチ軸モデルは簡単に使用 が可能の上、余計な人材とワイヤーは必要ありませ
ん。少数な予算でも、 プロ並みの映画を撮影、製作、そして配信を可能です。カメラオペレーター、 アシスタントカメラオ
ペレーター、そしてジブオペレーターも我が社の ワイヤレスフォローフォーカスを使うことで決定的な瞬間を収めるこ
とが 可能です。

もし使用中、商品に何らかの不具合がありましたら、ご連絡ください。
商品を購入した小売店には連絡しないでください


