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取扱いマニュアル



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.

© 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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Cautions
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Warning

Electrical Considerations

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 con-
ductor 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.

注意
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

注意

電線についての注意
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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.

Ghost-Eyeワイヤレスビデオ送信システムとは？
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。



WIRELESS HDMI/SDI
VIDEO TRANSMISSION SUITE

GHOST EYE 150M V2.03 KIT
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FULL HD
VIDEO

SDI &
HDMI

EU Environmental Protection

<1MS
LATENCY

PLUG &
PLAY

RUGGED
DESIGN

22

PAP

Waste electrical products shold not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
local authority or retailer for recycling advice.

ワイヤレスHDMI／SDI
ビデオ送信シリーズ

Ghost-Eye 150M v2.03 キット

フルHD
ビデオ

SDIと
HDMI対応

一秒の待ち
時間

繋げてすぐ
使用

頑丈な
デザイン

EU環境保護
使用済みの電化製品は家庭用ゴミとして捨てないでく
ださい。お近くリサイクル専門店で捨てる様お願いい
たします。詳しくは購入されたお店、あるいは町内会に
て詳しい情報をお聞きください



商品説明

付属品

About the 150M
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１５０Mについて

Ghost-Eye１５０MワイヤレスHDMI/SDI痩身シリーズは現在の最新鋭ワイヤレスビデオ送信技術を
取り入れ、非圧縮された３G SDI/HDMIビデオ信号を待ち時間ゼロで配信する事が可能です。このシリ
ーズにはトランスミッターが一つとレシーバーがひとつ付属。トランスミッターは３G　SDI/HDMI HD
の画質を入力し、レシーバーはそれ画質のまま出力いたします。Ghost-Eye 150M のトランスミッター
には２本のスティック状アンテナが搭載でき、レシーバーには内部アンテナが５つ作り込まれておりま
す。この送信シリーズは５.１から５.９GHzの周波数で稼働する事ができ、世界中で使用されているほ
かの認可された周波数、あるいはISMの周波数にも対応が可能です。両デバイスにとりつけてあるサイ
ドパネルには、周波数選択ノブがとりつけており、最大4つまで周波数を選択する事が出来、トランスミ
ッターひとつで4つのレシーバーを連携して使用ができます。このワイヤレスシリーズは数多くのDCパ
ワーインプットにも適応する事が可能であり、数々のモデルのカメラバッテリーにも適応可能です。しか
も８kV ESDの接触放電に耐える事ができ、業界レベルのメタルケースとプロフィッショナルヒートシン
クデザインはたくましい上に、頼りになる事間違いなしです。

付属品：
ートランスミッターユニットX1
ーレシーバーユニットX1
ー５GHz無指向性高効率アンテナ（SMAメス型）X2
－１５－２７ミリマウント用ブラケットX1
－２ピンLEMOパワーケーブルX2
ー扱い説明書X1
ー防水加工カスタムフィットハードケース（３１０X１９０X９３ミリ）X1
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主な特徴
• Uses License-Free 5GHz ISM frequency band, maximum 4 frequency channels 
manual selection, coexist with WIFI.

• Highest resolution 10bits color depth 4:4:4, 1080p 60FPS HDMI and
SD/HD/3G SDI input and output, HDMI  SDI cross conversion is supported.

• Supports wireless 10 bit HD video with no compression and no delay up to 300m 
(984ft).

• Uncompromised picture quality with very low latency, <1ms

• Supports point to point, and point to multi points network topology, multiple receiver is 
supported with up to 4 receivers.

• Cross compatibility with all Ghost Eye models.

• Support professional audio formats include Dolby True HD, DTS-master, etc.

• AES-128 encryption with air interface HD video data stream.

• Time Code, tally is supported for broadcast or live event streaming production.

• Wide range power voltage input, compatible with most kinds of camera batteries, 
optional Standard V-mount, Anton Bauer, or ¼ bolt Mount battery plate can be 
installed.

• Sony F970 battery buckle, convenient for field battery install and replacement.

• All input and output ports have ±8 kV ESD protection level (HBM, contact discharge).
• Plug & Play - no software is required.

• Professional standard 2-pin LEMO power plugs.

• Each RX (receiver) paired to the unique TX(transmitter) in factory Industrial metal 
case, stable and reliable.

• RX built-in directional antenna.

• Signal indicators for wireless power status, Video status and receiver RSSI.

• Water and mist proof, shock proof production case with form insert ready for traveling

• CE, FCC, RoHS certified product, safe to use worldwide.

１５０Mについて

・免許不要５GHZ　ISM周波数を使用、最愛４つの周波数チャンネルを選択でき、WIFIとともに共同して使うこ
とも可能。
・高画質の１０ビット、４：４：４カラー、１０８０p　６０FPS HDMIとSD/HD/3G SDI入力と出力、最後に
HDMIとSDI両方に対応可能。
・無線で１０ビットHDビデオを非圧縮、待ち時間なしで最大300メートルまで送信可能
・画質は下がることなく、待ち時間一秒足らずで配信
・ポイント１から２、あるいはポイント１から２～６、最大４つのレシーバーまで同時に送信可能
・どのGhost-Eyeシリーズにも対応可能。
・Dolby True HD、DTS-masterなどプロレベルのオーディオフォーマットにも対応可能
・AES-128暗号化機能とエアインターフェイスHDビデオストリームも内蔵
・タイムコードとTALLYも配信やなまイベント配信の際に対応可能
・数多くのパワーボルテージインプットにも対応可能であり、数々のカメラ用バッテリーも使用が可能の上、オプ
ションとしてスタンダードVマウント、Anton Bauer,あるいは1/4ボルトマウントバッテリープレートも取り付ける
事が可能。
・Sony F970バッテリーバックルは現場でのバッテリーの取付、あるいは交換に最適
・全インプットとアウトプットポートには ±８kV　ESDプロテクションレベルが組み込まれている（接触放電防
止用）
・繋げるだけで簡単に使用、ソフトウエアインストールも不要。
・プロフィッショナルスタンダード２ピンLEMOパワープラグ
・全てのレシーバーとトランスミッターには業界レベルのメタルケースが使用されており、硬くて頑丈な作り。
・レシーバーには内部アンテナが多方向性アンテナが内蔵されている。
・信号インジケーターは無線通信のパワー状況、ビデオ状況とレシーバーのRSSIを表示
・防水とミストを弾く加工を施したショック荷物用プロダクションケースにはフォームが組み込まれており、持ち
運びが楽に
・CE、FCC、RoHs認定を済ませている製品のため、世界中で安心して使う事ができる。
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設計図：トランスミッター  About the 150M

Diagram - Transmitter
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Transmitter
1) 1/4-20 Screw Hole
2) RP-SMA male antenna connector
3) Video input indicator, 1 yellow LED
4) Power indicator, 1 green LED
5) Frequency selection knob,0-9
6) SD/HD/3G SDI input
7) HDMI Input
8) DC power switch
9) DC input, LEMO 4-pin B series connector
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Transmitter

1) 1/4-20 Screw Hole
2) RP-SMA male antenna connector
3) Video input indicator, 1 yellow LED
4) Power indicator, 1 green LED
5) Frequency selection knob,1-4
6) SD/HD/3G SDI input
7) HDMI Input
8) DC power switch
9) DC input, LEMO 4-pin B series connector

トランスミッター
１）1/4ー２０ネジ用穴
２）RP-SMAオス型アンテナコネクター
３）ビデオインプットインジケーター、１黄色LED
４）パワー1J時ケーター、１緑色LED
５）周波数選択ノブ（１－４）
６）SD/HD/3G SDIインプット
７）HDMIインプット
８）DCパワースイッチ
９）DCインプット、LEMO 4ピン　Bsリリーズコネクター
きる。

１５０Mについて
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設計図：レシーバー

Receiver

1) 1/4-20 Screw Hole
2) LED status indication(4 blue LED for RSSI &1 LED
 yellow for POWER/VIDEO)
3) Frequency selection knob,1-4
4) SD/HD/3G SDI output
5) HDMI output
6) DC power switch
7) DC input, LEMO 4-pin B series connector

  About the 150M

Diagram - Receiver
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Receiver
1) 1/4-20 Screw Hole
2) LED status indication(4 blue LED for RSSI &1 LED yellow 
    for POWER/VIDEO)
3) Frequency selection knob,0-9
4) SD/HD/3G SDI output
5) HDMI output
6) DC power switch
7) DC input, LEMO 4-pin B series connector
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レシーバー
１）1/4ー２０ネジ用穴
２）LEDステータスインジケーション（RSSI用青色LEDが４つ＆パワー／ビデオ用
黄色LEDが１つ
３）周波数選択ノブ、１－４
４）SD/HD/3G SDIアウトプット
５）HDMIアウトプット
６）DCパワースイッチ
７）DCインプット、LEMO４ピンBシリーズコネクター

１５０Mについて
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仕様

Transmitter Receiver

Interface

Supply voltage range

Power consumption < 6.5 W < 6 W

Size

Mass Weight

Input Video Format

Output Video Format /

Input Audio Format SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz /

Output Audio / SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz

Signal Indicator POWER-Green; VIDEO-Yellow
POWER-Green; Wireless RSSI-Blue (4 
LEDs); POWER/VIDEO-Yellow

Frequency Band
5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

Modulation Mode OFDM 16QAM OFDM 16QAM

Transmission Power <18dBm /

Receiver Sensitivity / -75dBm

Occupied Bandwidth 40MHz 40MHz

Temperature Range
0~40°C(operating condition);
-20~60°C(Storage)

0 ~ 40°C (operating condition);
-20~60°C(Storage)

Compliance FCC; CE; RoHS FCC; CE; RoHS

270g 355g

6.5-16.8V DC 6.5-16.8V DC

(L x W x H):115 x 67 x 23mm 
excluding antennas (L x W x H): 160 x 110 x 25mm

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.
94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.94
/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI Input(BNC Female); HDMI Input
(Type A female); 2 Antenna port(PR-
SMA male); DC input

SDI Output(BNC Female); HDMI Output
(Type A female); DC input

>300メートル（９８４フィート） >300メートル（９８４フィート）

Video Processing Color 
Depth 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4) 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4)

Transmission Cross 
Compatibility Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M

Transmission Range

/

１５０Mについて

トランスミッター レシーバー

インターフェイス

保管電力範囲

パワー消費数

大きさ

本体重量

インプットビデオフ
ォーマット

アウトプットビデオフ
ォーマット

インプットオーディオ
フォーマット

アウトプットオーディオ
フォーマット

信号インジケーター

周波数バンド
モジュレーション

モード
送信パワー
受信感度
使用中の帯域幅
温度
コンプライアンス

ビデオプロセスカラー

送信距離

送信クロス対応

SDIインプット（BNCメス型）；HDMI 
インプット (Type A メス型）；アンテ
ナポート２つ（PR-SMA　オス型）；

DCインプット

６.５－１６．８ボルト　DC

（縦X横X斜め）；１１５X67X２３ミリ、
アンテナなし

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット
／４８KHz

パワー（緑）、ビデオ（黄色）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

パワー（緑）、ワイヤレスRSSI(青）、パワ
ー／ビデオ（黄色）

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット
／４８KHz

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

（縦X横X斜め）；１６０X１１０X２５ミ
リ

６.５－１６．８ボルト　DC

SDIアウトプット（BNCメス型）；HDMI 
アウトプット（タイプA　メス型）



1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD monitor is 
 powered on and switched to connected video input port.
2) Ensure 2 TX antennas are installed, preferably with an orthogonal angle to each 
 other for best RF performance, as in figure below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.
4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or DC 
 input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, respectively, to 
 ‘ON’. The ‘Power’ indicator will then light.
5) Ensure the frequency knobs of transmitter and receiver are set with the 
 same number, this will make sure the transmitter and receiver work with 
 same RF frequency.
6) If the camera is on and video input is OK, TX side 'video' indicator will light
7) Before RX finished wireless link with TX, 4 “RSSI” indicators and “Video” 
 indicators are off; when wireless link is OK, “RSSI” indicators will light first, 
 and “RSSI” will indicate the received RF signal strength. If the receiver 
 detects wireless video normal internally from air interface, “Video” indicator 
 will light. Before that, if SDI or HDMI video out port of the receiver has HD 
 monitor connected, it will display an OSD of “Link Connecting……” as in the 
 figure below.

１５０M取り付け説明
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まず始めに

  150M Installation

Getting started

    

 

Transmitter
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1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD 

    monitor is powered on and switched to connected video input port.

2) Ensure 2 TX antennas are installed, preferably with an orthogonal 

    angle to each other for best RF performance, as in figure below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.

4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or 

    DC input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, 

    respectively, to ‘ON’. The ‘Power’ indicator will then light.

5) Ensure the frequency knobs of transmitter and receiver are set with the 
    same number, this will make sure the transmitter and receiver work with 
    same RF frequency.
6) If the camera is on and video input is OK, TX side 'video' indicator will 
    light

  

  

１）カメラのビデオ源アウトプットがちゃんとつながっているかを確認し、HDモニターの電源をオンにし、ビデオインプットポート
につなげてください
２）トランスミッターに２本のアンテナをつなげて、下の図の通りにちょっとアングルを加えることで結果が良くなります。

３）全SDIかHDMI入力と出力がつながっていることを確認してください
４）トランスミッターとレシーバーがバッテリー、あるいは電源がちゃんとつながっているか確認して下さい。そのあと、電源をオン
にして下さい。パワーインジケーターはそのとき、光ります。
５）トランスミッターとレシーバーの周波数ノブを両方同じ数値にセットし、両方のデバイスを同じ周波数にセットして下さい。
６）カメラが起動し、ビデオインプットに異常が無ければ、トランスミッター側のビデオインジケーターが光ります。
７）レシーバーがトランスミッターとワイヤレスリンクを終える前に、RSSIインジケーターとビデオインジケーターはオフの状態に
なります。ワイヤレスリンクが完了した後、RSSIインジケーターが最初に光だし、RSSIは周波数信号の威力を表示します。もしもレ
シーバーがエアインターフェイスにあるワイヤレスビデオを確認した場合、ウィやvideoインジケーターが光り出します。そのまえ
に、レシーバーのSDI,あるいはHDMIビデオアウトプットがHDモニターとつながっている場合、「Link connecting…」というOSD
が表示されます（下の図の通りに）

トランスミッター



8)  The system will spend 20-30 seconds constructing the link, depending on link 
 strength and the signal channel condition. When wireless link is established the 
 “RSSI” light will illuminate, indicating the current wireless signal strength, “Video” 
 indicators will light, and the connected HD monitor will be playing the real-time 
 video and audio.

The wireless suite works in the 5.1-5.9GHz frequency band and can be flexibly 
configured to other licensed or ISM bands to accommodate different global regions. 
The side panel of the transmitter features a frequency selection knob (see below 
illustration), which provides a maximum of 4 workable frequency channels, and 
supports a maximum of 4 simultaneous receiver units.

１５０M取り付け説明
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まず始めに

周波数選択

  150M Installation

Frequency selection

The wireless suite works in the 5.1-5.9GHz frequency band and can be flexibly 
configured to other licensed or ISM bands to accommodate different global 
regions. The side panel of the transmitter features a frequency selection knob 
(see below illustration), which provides a maximum of 10 workable frequency 
channels, and supports a maximum of 4 simultaneous receiver units.
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3サイドパネル

  150M Installation

８）このシステムはリンクの強さと信号チャンネルの状態によりますが、リンクを作るまで２０から３０秒かかります。ワイヤレ
スリンクが作成された後、RSSIライトが光り出し、現在のワイヤレス信号の強さを表示する場合はビデオインジケーターが光り
出し、HDモニターとつながっている場合は、リアルタイムで動画と音声を見ることができます。

このワイヤレスシリーズは５．１から５．９GHz周波数バンドで起動し、他の免許、ISMバンドにも対応することができ、世界中
での使用を可能にします。トランスミッターのサイドパネルには周波数選択ノブが（下の図の確認ください）搭載されており、こ
れによって４つの周波数チャンネルから選択することができ、４つのレシーバーを同時に使用することができます。



z frequency band and can be flexibly 
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WIRELESS HDMI/SDI
VIDEO TRANSMISSION SUITE

GHOST EYE 300M KIT

FULL HD
VIDEO

SDI &
HDMI

EU Environmental Protection

<1MS
LATENCY

PLUG &
PLAY

RUGGED
DESIGN

22

PAP

Waste electrical products shold not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
local authority or retailer for recycling advice.

ワイヤレスHDMI／SDI
ビデオ送信シリーズ

フルHD
ビデオ

SDIと
HDMI対応

一秒の待ち
時間

繋げてすぐ
使用

頑丈な
デザイン

EU環境保護
使用済みの電化製品は家庭用ゴミとして捨てないでく
ださい。お近くリサイクル専門店で捨てる様お願いい
たします。詳しくは購入されたお店、あるいは町内会に
て詳しい情報をお聞きください

Ghost-Eye ４００M  キット



商品紹介

付属品

３００Mについて
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The Ghost-Eye 300M Wireless HDMI/SDI Transmission Suite utilizes today's most 
advanced wireless video transmission technology, broadcasting uncompressed 3G 
SDI/HDMI HD video signals with zero delay up to 700 meters (line of sight). The suite 
includes one transmitter and one receiver; where the transmitter provides a 3G 
SDI/HDMI HD input, the receiver provides 3G SDI//HDMI output. The Ghost-Eye 300M 
suite has 5 external stick antennas on the receiver and 2 external stick antennas on 
the transmitter. The transmission suite functions in the 5.1-5.9GHz frequency band and 
can be flexibly configured to licensed or ISM band frequencies around the globe. The 
side panel of the transmitter and receiver units have a frequency selection knob that 
provides a maximum of 4 workable frequency channels, and supports a maximum of 4 
receiver units per transmitter unit. The wireless suite can accommodate a wide range 
of DC power input, including many kinds of camera battery models. The suite can also 
sustain ~8kV ESD (HBM, contact discharge), the industry class metal case and profes-
sional heatsink design guarantees robust reliability.

• Transmitter Unit x 1

• Receiver Unit x 1

• Omni-Directional High Efficiency Antennas (SMA Female) x 7

• 15-27mm Mounting Bracket x 1

• 2-Pin Lemo Power Cable x 2

• User Manual x 1

• Waterproof Custom Fit Hard Case (310x190x93mm) x 1

Ghost-Eye３００MワイヤレスHDMI/SDI痩身シリーズは現在の最新鋭ワイヤレスビデオ送信技術を
取り入れ、非圧縮された３G SDI/HDMIビデオ信号を待ち時間ゼロで配信する事が可能です。このシリ
ーズにはトランスミッターが一つとレシーバーがひとつ付属。トランスミッターは３G　SDI/HDMI HD
の画質を入力し、レシーバーはそれ画質のまま出力いたします。Ghost-Eye ３００M のトランスミッタ
ーには２本のスティック状アンテナが搭載でき、レシーバーには内部アンテナが５つ作り込まれており
ます。この送信シリーズは５.１から５.９GHzの周波数で稼働する事ができ、世界中で使用されている
ほかの認可された周波数、あるいはISMの周波数にも対応が可能です。両デバイスにとりつけてある
再度パネルには、周波数選択ノブがとりつけており、最大4つまで周波数を選択する事が出来、トランス
ミッターひとつで4つのレシーバーを連携して使用ができます。このワイヤレスシリーズは数多くのDC
パワーインプットにも適応する事が可能であり、数々のモデルのカメラバッテリーにも適応可能です。し
かも８kV ESDの接触放電に耐える事ができ、業界レベルのメタルケースとプロフィッショナルヒートシ
ンクデザインはたくましい上に、頼りになる事間違いなしです。

ートランスミッターユニットX1
ーレシーバーユニットX1
ー５GHz無指向性高効率アンテナ（SMAメス型）X７
－１５－２７ミリマウント用ブラケットX1
－２ピンLEMOパワーケーブルX2
ー扱い説明書X1
ー防水加工カスタムフィットハードケース（３１０X１９０X９３ミリ）X1



３００Mについて

© 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved. 14

主な特徴

• 5GHz ISM Band wireless HD video transmission up to 700m (2297ft) depending on line of 
sight

• HDMI and SD/HD/3G SDI input and output

• Highest resolution 10bits color depth 4:4:4, 1080p 60FPS HDMI and SD/HD/3G SDI input 
and output, HDMI SDI cross conversion is supported.

• Signal status indicators for power, video, and receiver RSSI

• AES-128/256 encryption with air interface HD video data stream

• Supports point to point, and point to multi points network topology, multiple receiver is 
supported with up to 4 receivers .

• Cross compatibility with all Ghost Eye models.

• HDMI 1.4 with EDID support

• Uncompromised picture quality with very low latency <1ms

• Wide range power voltage input, suitable for most kinds of camera batteries

• Plug & Play - no software is required

• Standard V-mount, Anton Bauer, or 1/4″ bolt

• All input and output ports with ±8 kV ESD protection level (HBM, contact discharge)

© 2016 Cine Gears INC. All Rights Reserved

・最大700メートルまで（通信現場の状況で異なる）５GHz ISMバンドワイヤレスHDビデオを送信可能

・HDMIとSD/HD/3G SDI入力と出力

・高画質の１０ビット、４：４：４カラー、１０８０p　６０FPS HDMIとSD/HD/3G SDI入力と出力、最
後にHDMIとSDI両方に対応可能。

・信号状況インジケーターはパワー、ビデオとレシーバーRSSIの状況を表示

・AES-128暗号化機能とエアインターフェイスHDビデオストリームも内蔵

・どのGhost-Eyeシリーズにも対応可能。

・HDMI 1.4　EDID対応

・性質をケチる事のない高画質の映像を待ち時間約一秒足らずで送信

・繋げるだけで簡単に使用、ソフトウエアインストールも不要。

・数多くのパワーボルテージインプットにも対応可能であり、数々のカメラ用バッテリーも使用が可能

・オプションとしてスタンダードVマウント、Anton Bauer,あるいは1/4ボルトマウントバッテリープレー
トも取り付ける事が可能。

・全インプットとアウトプットポートには ±８kV　ESDプロテクションレベルが組み込まれている（接触
放電防止用）



３００Mについて

© 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved. 15

仕様

Transmitter Receiver

Interface

Supply voltage range

Power consumption < 6.5 W < 6 W

Size

Mass Weight

Input Video Format

Output Video Format /

Input Audio Format SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz /

Output Audio / SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz

Signal Indicator POWER-Green; VIDEO-Yellow
POWER-Green; Wireless RSSI-Blue (4 
LEDs); POWER/VIDEO-Yellow

Frequency Band
5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

Modulation Mode OFDM 16QAM OFDM 16QAM

Transmission Power <２１dBm /

Receiver Sensitivity / -75dBm

Occupied Bandwidth 20／40MHz ２０／40MHz

Temperature Range
0~40°C(operating condition);
-20~60°C(Storage)

0 ~ 40°C (operating condition);
-20~60°C(Storage)

Compliance FCC; CE; RoHS FCC; CE; RoHS

３８０g ５４０g

6.5-16.8V DC 6.5-16.8V DC

(L x W x H):115 x 67 x 23mm 
excluding antennas (L x W x H): 160 x 110 x 25mm

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.
94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.94
/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI Input(BNC Female); HDMI Input
(Type A female); 2 Antenna port(PR-
SMA male); DC input

SDI Output(BNC Female); HDMI Output
(Type A female); DC input

>７00メートル（２２９７フィート） >７00メートル（２２９７フィート）

Video Processing Color 
Depth 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4) 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4)

Transmission Cross 
Compatibility Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M

Transmission Range

/

トランスミッター レシーバー

インターフェイス

保管電力範囲

パワー消費数

大きさ

本体重量

インプットビデオフ
ォーマット

アウトプットビデオフ
ォーマット

インプットオーディオ
フォーマット

アウトプットオーディオ
フォーマット

信号インジケーター

周波数バンド
モジュレーション

モード
送信パワー
受信感度
使用中の帯域幅
温度
コンプライアンス

ビデオプロセスカラー

送信距離

送信クロス対応

タイムコード

SDIインプット（BNCメス型）；HDMI 
インプット (Type A メス型）；アンテ
ナポート２つ（PR-SMA　オス型）；

DCインプット

６.５－１６．８ボルト　DC

（縦X横X斜め）；１２０X２０X２５ミリ
、アンテナなし

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット
／４８KHz

パワー（緑）、ビデオ（黄色）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

１０秒間 １０秒間

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

パワー（緑）、ワイヤレスRSSI(青）、パワ
ー／ビデオ（黄色）

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット
／４８KHz

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

（縦X横X斜め）；１６０X１１０X２５ミ
リ

６.５－１６．８ボルト　DC

SDIアウトプット（BNCメス型）；HDMI 
アウトプット（タイプA　メス型）；DC
インプット（４ピンLEMOメス型）



1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD monitor is 
 powered on and switched to connected video input port.
2) Ensure 2 TX antennas are installed, preferably with an orthogonal angle to each 
 other for best RF performance, as in figure below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.
4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or DC 
 input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, respectively, to 
 ‘ON’. The ‘Power’ indicator will then light.
5) Select the broadcasting channel via the "CH" button on both RX and TX, 
 ensuring that both are set to the same channel. Press "OK" to confirm 
 channel selection. When the network connection is established, the LCD 
 display will display "LINK". When the video begins transmission the LCD 
 screen will display "VIDEO". At this point the connected monitors will display 
 the live feed from your camera via the TX to RX connection.

３００M取り付け説明
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まず始めに

  150M Installation

Getting started

    

 

Transmitter
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1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD 

    monitor is powered on and switched to connected video input port.

2) Ensure 2 TX antennas are installed, preferably with an orthogonal 

    angle to each other for best RF performance, as in figure below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.

4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or 

    DC input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, 

    respectively, to ‘ON’. The ‘Power’ indicator will then light.

5) Ensure the frequency knobs of transmitter and receiver are set with the 
    same number, this will make sure the transmitter and receiver work with 
    same RF frequency.
6) If the camera is on and video input is OK, TX side 'video' indicator will 
    light

© 2016 Cine Gears INC.© 2016 Cine Gears INC.

１）カメラのビデオ源アウトプットがちゃんとつながっているかを確認し、HDモニターの電源をオンにし、ビデオインプットポート
につなげてください
２）トランスミッターに２本のアンテナをつなげて、下の図の通りにちょっとアングルを加えることで結果が良くなります。

３）全SDIかHDMI入力と出力がつながっていることを確認してください
４）トランスミッターとレシーバーがバッテリー、あるいは電源がちゃんとつながっているか確認して下さい。そのあと、電源をオン
にして下さい。パワーインジケーターはそのとき、光ります。
５）配信チャンネルをトランスミッターとレシーバーに取り付けてあるCHボタンでせんたくし、両方が同じチャンネルを使用してい
るかを確認してください。選択が終わったら、OKを押して決定してください。ネットワークコネクションが繋げれば、LCDディスプレ
イに「LINK」と表示されます。ビデオ送信が開始した場合、LCDスクリーンには「VIDEO」と表示されます。この段階で接続されてい
るモニターはライブの映像をカメラからトランスミッターとレシーバーのレシーバーに贈られます。

トランスミッター
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The wireless suite works in the 5.1-5.9GHz frequency band and can be flexibly
configured to other licensed or ISM bands to accommodate different global
regions. The side panel of the transmitter features a frequency selection knob
(see below illustration), which provides a maximum of 4 workable frequency
channels, and supports a maximum of 4 simultaneous receiver units.

３００M取り付け説明
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周波数選択

Frequency selection

The wireless suite works in the 5.1-5.9GHz frequency band and can be flexibly 
configured to other licensed or ISM bands to accommodate different global 
regions. The side panel of the transmitter features a frequency selection knob 
(see below illustration), which provides a maximum of 10 workable frequency 
channels, and supports a maximum of 4 simultaneous receiver units.
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3サイドパネル

このワイヤレスシリーズは５．１から５．９GHz周波数バンドで起動し、他の免許、ISMバンドにも対応することができ、世界中
での使用を可能にします。トランスミッターのサイドパネルには周波数選択ノブが（下の図の確認ください）搭載されており、こ
れによって４つの周波数チャンネルから選択することができ、４つのレシーバーを同時に使用することができます。



z frequency band and can be flexibly 
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WIRELESS HDMI/SDI
VIDEO TRANSMISSION SUITE

GHOST EYE 400M KIT

FULL HD
VIDEO

SDI &
HDMI

EU Environmental Protection

<1MS
LATENCY

PLUG &
PLAY

RUGGED
DESIGN

22

PAP

Waste electrical products shold not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
local authority or retailer for recycling advice.

  400M Installation

ワイヤレスHDMI／SDI
ビデオ送信シリーズ

Ghost-Eye ４００M  キット

フルHD
ビデオ

SDIと
HDMI対応

一秒の待ち
時間

繋げてすぐ
使用

頑丈な
デザイン

EU環境保護
使用済みの電化製品は家庭用ゴミとして捨てないでく
ださい。お近くリサイクル専門店で捨てる様お願いい
たします。詳しくは購入されたお店、あるいは町内会に
て詳しい情報をお聞きください



製品説明

付属品

About the 400M
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The Ghost-Eye 400M Wireless HDMI/SDI Transmission Suite utilizes today's most 
advanced wireless video transmission technology, broadcasting uncompressed 3G 
SDI/HDMI HD video signals with zero delay up to 1000 meters (line of sight). The suite 
includes one transmitter and one receiver; where the transmitter provides a 3G 
SDI/HDMI HD input, the receiver provides 3G SDI//HDMI output. The Ghost-Eye 400M 
suite has 5 external stick antennas on the receiver and 2 external stick antennas on 
the transmitter. The transmission suite functions in the 5.1-5.9GHz frequency band and 
can be flexibly configured to licensed or ISM band frequencies around the globe. The 
side panel of the transmitter and receiver units have a frequency selection knob that 
provides a maximum of 4 workable frequency channels, and supports a maximum of 4 
receiver units per transmitter unit. The wireless suite can accommodate a wide range 
of DC power input, including many kinds of camera battery models. The suite can also 
sustain ~8kV ESD (HBM, contact discharge), the industry class metal case and profes-
sional heatsink design guarantees robust reliability.

• Transmitter Unit x 1

• Receiver Unit x 1

• Omni-Directional High Efficiency Antennas (SMA Female) x 7

• 15-27mm Mounting Bracket x 1

• 2-Pin Lemo Power Cable x 2

• User Manual x 1

• Waterproof Custom Fit Hard Case (310x190x93mm) x 1

４００Mについて

Ghost-Eye４００MワイヤレスHDMI/SDI痩身シリーズは現在の最新鋭ワイヤレスビデオ送信技術を
取り入れ、非圧縮された３G SDI/HDMIビデオ信号を最大１０００メートル、待ち時間ゼロで配信す
る事が可能です。このシリーズにはトランスミッターが一つとレシーバーがひとつ付属。トランスミッタ
ーは３G　SDI/HDMI HDの画質を入力し、レシーバーはそれ画質のまま出力いたします。Ghost-Eye 
４００M のトランスミッターには２本のスティック状アンテナが搭載でき、レシーバーには内部アンテ
ナが５つ作り込まれております。この送信シリーズは５.１から５.９GHzの周波数で稼働する事ができ
、世界中で使用されているほかの認可された周波数、あるいはISMの周波数にも対応が可能です。両
デバイスにとりつけてある再度パネルには、周波数選択ノブがとりつけており、最大4つまで周波数を
選択する事が出来、トランスミッターひとつで4つのレシーバーを連携して使用ができます。このワイヤ
レスシリーズは数多くのDCパワーインプットにも適応する事が可能であり、数々のモデルのカメラバッ
テリーにも適応可能です。しかも８kV ESDの接触放電に耐える事ができ、業界レベルのメタルケース
とプロフィッショナルヒートシンクデザインはたくましい上に、頼りになる事間違いなしです。
。

ートランスミッターユニットX1
ーレシーバーユニットX1
ー５GHz無指向性高効率アンテナ（SMAメス型）X７
－１５－２７ミリマウント用ブラケットX1
－２ピンLEMOパワーケーブルX2
ー扱い説明書X1
ー防水加工カスタムフィットハードケース（３１０X１９０X９３ミリ）X1



４００Mについて
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主な特徴

• Uses License-Free 5GHz ISM frequency band, maximum 4 channels automatic or manual 
selection, coexisting with WIFI.

• Supports wireless 10 bit HD video with no compression and no delay up to 1000m (3280ft).

• Uncompromised picture quality with very low latency <1ms.

• Support point to point, and point to multi points network topology, Multiple receiver is 
supported with up to 4 receivers .

• Cross compatibility with all Ghost Eye models.

• Highest resolution 10bits color depth 4:4:4, 1080p 60FPS HDMI and
SD/HD/3G SDI input and output, HDMI SDI cross conversion is supported.

• Support professional audio formats include Dolby True HD, DTS-master, etc.

• AES-128/256 encryption with air interface HD video data stream.

• HDMI 1.4 with EDID support.

• Time Code, tally is supported for broadcast or live event streaming production.

• Build-in ultra silent intelligent fun prevent heat and moisture damage.

• Wide range power voltage input, adapt most kinds of camera battery, optional Standard 
V-mount, Anton Bauer, or ¼ bolt Mount battery plate can be installed.

• Any input and output ports with ±8 kV ESD protection level (HBM, contact discharge).

• Professional standard 2-pin LEMO power plugs.

• Built-in LCD screen displays for device and signal status.

• Water and mist proof, shock proof production case with form insert ready for traveling.

20

・免許不要５GHZ　ISM周波数を使用、最愛４つの周波数チャンネルを選択でき、WIFIとともに共同し
て使うことも可能。

・無線で１０ビットHDビデオを非圧縮、待ち時間なしで最大１０００メートルまで送信可能

・画質は下がることなく、待ち時間一秒足らずで配信

・ポイント１から２、あるいはポイント１から２～６、最大４つのレシーバーまで同時に送信可能

・どのGhost-Eyeシリーズにも対応可能。

・高画質の１０ビット、４：４：４カラー、１０８０p　６０FPS HDMIとSD/HD/3G SDI入力と出力、最
後にHDMIとSDI両方に対応可能。

・Dolby True HD、DTS-masterなどプロレベルのオーディオフォーマットにも対応可能

・AES-128暗号化機能とエアインターフェイスHDビデオストリームも内蔵

・HDMI 1.4　EDID対応

・タイムコードとTALLYも配信やなまイベント配信の際に対応可能

・超防音高性能冷却ファン内蔵の為、熱や湿気のダメージを抑える

・数多くのパワーボルテージインプットにも対応可能であり、数々のカメラ用バッテリーも使用が可能
の上、オプションとしてスタンダードVマウント、Anton Bauer,あるいは1/4ボルトマウントバッテリープ
レートも取り付ける事が可能。

・全インプットとアウトプットポートには ±８kV　ESDプロテクションレベルが組み込まれている（接触
放電防止用）

・繋げるだけで簡単に使用、ソフトウエアインストールも不要だが、ファームウエアはミニUSBケーブル
でアップグレード可能。

・プロフィッショナルスタンダード２ピンLEMOパワープラグ

・LCDスクリーンが作り込まれており、デバイスと信号の状況を表示

・防水とミストを弾く加工を施したショック荷物用プロダクションケースにはフォームが組み込まれてお
り、持ち運びが楽に

・CE、FCC、RoHs認定を済ませている製品のため、世界中で安心して使う事ができる。



４００Mについて
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設計図：トランスミッター
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Transmitter

1) LCD display
2) Channel selection button
3) HDMI/SDI selection button
4) OK button for option confirmation
5) Power supply in (Lemo, 6-17V)
6) HDMI input
7) SDI out (monitor loop)
8) SDI input
9) Antenna connectors
10) V-mount connection (optional)
11) 1/4" hot-shoe connector
12) Power on/off
13) Mini USB

  About the 400M

Diagram - Transmitter
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1) LCD display
2) Channel selection button
3) HDMI/SDI selection button
4) OK button for option confirmation
5) Power supply in (Lemo, 6-17V)
6) HDMI input
7) SDI out (monitor loop)
8) SDI input
9) Antenna connectors
10) V-mount connection (optional)
11) 1/4" hot-shoe connector
12) Power on/off
13) Mini USB

  

トランスミッター

１）LCDディスプレイ
２）チャンネル選択ボタン
３）HDMI/SDI選択ボタン
４）オプション決定用OKボタン
５）パワー源イン（LEMO、６－１７ボルト）
６）HDMIインプット
７）SDIアウト（モニターループ）
８）SDIインプット
９）アンテナコネクター
１０）Vマウントコネクター（オプション）
１１）１／４”ホットシューコネクター
１２）電源オン/オフ
１３）ミニUSB



４００Mについて
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Diagram - Receiver
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Receiver

1) LCD display
2) Channel selection box
3) HDMI/SDI selection button
4) OK button for option confirmation
5) SDI output
6) HDMI output
7) Antenna connectors
8) V-mount connections (optional)
9) 1/4" hot-shoe connection
10) 1/4" hot-shoe connection
11) Mini USB
12) Power supply in (Lemo, 6-17V)
13) Power on/off

© 2016 Cine Gears INC.

  About the 400M

Diagram - Receiver
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1) LCD display
2) Channel selection box
3) HDMI/SDI selection button
4) OK button for option confirmation
5) SDI output
6) HDMI output
7) Antenna connectors
8) V-mount connections (optional)
9) 1/4" hot-shoe connection
10) 1/4" hot-shoe connection
11) Mini USB
12) Power supply in (Lemo, 6-17V)
13) Power on/off

  

レシーバー
１）LCDディスプレイ
２）チャンネル選択ボタン
３）HDMI/SDI選択ボタン
４）オプション決定用OKボタン
５）SDIアウトプット
６）HDMIアウトプット
７）アンテナコネクター
８）Vマウントコネクター（オプション）
９）１／４”ホットシューコネクター
１０）１／４”ホットシューコネクター
１１）ミニレシーバー
１２）パワー源イン（LEMO、６－１７ボルト）
１３）電源オン/オフ
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仕様

Transmitter Receiver

Interface

Supply voltage range

Power consumption < 6.5 W < 6 W

Size

Mass Weight

Input Video Format

Output Video Format

Input Audio Format SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz /

Output Audio SDI embedded 2 channel 24 bit/48KHz

Signal Indicator POWER-Green; VIDEO-Yellow
POWER-Green; Wireless RSSI-Blue (4 
LEDs); POWER/VIDEO-Yellow

Frequency Band
5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

5.1-5.9GHz,configurable with China, 
North American, Europe,etc

Modulation Mode OFDM 16QAM OFDM 16QAM

Transmission Power <２１dBm /

Receiver Sensitivity / -75dBm

Occupied Bandwidth 40MHz 40MHz

Temperature Range
0~40°C(operating condition);
-20~60°C(Storage)

0 ~ 40°C (operating condition);
-20~60°C(Storage)

Compliance FCC; CE; RoHS FCC; CE; RoHS

３６０g ４８０g

6.5-16.8V DC 6.5-16.8V DC

(L x W x H):115 x 67 x 23mm 
excluding antennas (L x W x H): 160 x 110 x 25mm

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.
94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:3G,HD SD-SDI(Auto/Manual-Selected): 
525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.94
/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI Type A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60, 
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9
/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI Input(BNC Female); HDMI Input
(Type A female); 2 Antenna port(PR-
SMA male); DC input

SDI Output(BNC Female); HDMI Output
(Type A female); DC input

>１０00メートル（３２８０フィート） >１０00メートル（３２８０フィート）

Video Processing Color 
Depth 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4) 8bit;10 bit;(4:0:0);(4:2:2);(4:4:4)

Transmission Cross 
Compatibility Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M Ghost-Eye 100M;150M;300M;400M

Transmission Range

/

トランスミッター レシーバー

インターフェイス

保管電力範囲

パワー消費数

大きさ

本体重量

インプットビデオフ
ォーマット

アウトプットビデオフ
ォーマット

インプットオーディオ
フォーマット

アウトプットオーディオ
フォーマット

信号インジケーター

周波数バンド
モジュレーション

モード
送信パワー
受信感度
使用中の帯域幅
温度
コンプライアンス

ビデオプロセスカラー

送信距離

送信クロス対応

タイムコード

SDIインプット（BNCメス型）；HDMI イン
プット (Type A メス型）；SDI ループアウ
ト；LEMO(０B/2コア）；パワーイン；
RP5MAアンテナ；パワースイッチ

６.５－１６．８ボルト　DC

（縦X横X斜め）；１０８X６０X２３ミリ
、アンテナなし

SDIインプットループアウト

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット／４
８KHz；PCM、DTS-HD、Dolby True HD
SDI埋め込みオーディオループアウト

パワー（緑）、ビデオ（黄色）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

１０秒間 １０秒間

８ビット；１０ビット；（４：０：０）；（４：２：
２）；（４：４：４）

０～４０度摂取（起動中）
－２０～６０度摂取（保管状態）

５．１から５．９GHz、中国、北アメリカ、
ヨーロッパなどでも調整が可能

パワー（緑）、ワイヤレスRSSI(青）、パワ
ー／ビデオ（黄色）

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

SDI:３G、HD、SD-SDI（自動／手動選択）：525i, 625i, 
720p 50/59.94/60, 1080i 50/59.

94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60;
HDMI タイプ A: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,
1080i 50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9

/30/50/59.94/60;
SMPTE 259/274/292/296/372/424/425;

（縦X横X斜め）；１２６X７５X３１．５
ミリ

６.５－１６．８ボルト　DC

SDIアウトプット（BNCメス型）；HDMI ア
ウトプット（タイプA　メス型）；SDI ルー
プアウト；LEMO(０B/2コア）；パワーイン
；RP5MAアンテナ；パワースイッチ

SDI埋め込み２チェンネル２４ビット／４
８KHz；PCM、DTS-HD、Dolby True HD



まず始めに
1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD monitor is powered on 
and switched to connected video input port.

2) Ensure all 7 RX and all 2 TX antennas are installed, preferably with an orthogonal angle to 

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.

4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or DC input. Then turn 
power switch of the transmitter and receiver, respectively, to ‘ON’.

４００M取り付け説明
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Getting started
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1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD
monitor is powered on and switched to connected video input port.

2) Ensure all 7 RX and all 2 TX antennas are installed, preferably with an
orthogonal angle to each other for best RF performance, as in figure
below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.
4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or DC
input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, respectively, 
to ‘ON’.

Transmitter

Getting started

1) Ensure the video source output of the camera is OK, and the HD
monitor is powered on and switched to connected video input port.

2) Ensure all 7 RX and all 2 TX antennas are installed, preferably with an
orthogonal angle to each other for best RF performance, as in figure
below.

3) Ensure all input, output SDI or HDMI cables are connected.
4) Ensure both the transmitter and receiver are powered via battery or DC
input. Then turn power switch of the transmitter and receiver, respectively, 
to ‘ON’.

Transmitter

１）カメラのビデオ源アウトプットがちゃんとつながっているかを確認し、HDモニターの電源をオンにし、ビデオインプットポート
につなげてください
２）レシーバーに７本、トランスミッターに２本のアンテナをつなげて、下の図の通りにちょっとアングルを加えることで結果が良く
なります。

３）全SDIかHDMI入力と出力がつながっていることを確認してください
４）トランスミッターとレシーバーがバッテリー、あるいは電源がちゃんとつながっているか確認して下さい。そのあと、電源をオン
にして下さい。

トランスミッター

テレビ／モニター

HDビデオ源

携帯式
バッテリー DC

コンセント



5) Select the broadcasting channel via the "CH" button on both RX and TX, ensuring that 

connection is established, the LCD display will display "LINK". When the video begins trans-
mission the LCD screen will display "VIDEO". At this point the connected monitors will dis-
play the live feed from your camera via the TX to RX connection.

４００M取り付け説明
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5) Select the broadcasting channel via the "CH" button on both RX and TX,
ensuring that both are set to the same channel. Press "OK" to confirm channel 
selection. When the network connection is established, the LCD display will 
display "LINK". When the video begins transmission the LCD screen will 
display "VIDEO". At this point the connected monitors will display the live feed 
from your camera via the TX to RX connection.

５）配信チャンネルをトランスミッターとレシーバーに取り付けてあるCHボタンでせんたくし、両方が同じチャンネルを使用してい
るかを確認してください。選択が終わったら、OKを押して決定してください。ネットワークコネクションが繋げれば、LCDディスプレ
イに「LINK」と表示されます。ビデオ送信が開始した場合、LCDスクリーンには「VIDEO」と表示されます。この段階で接続されてい
るモニターはライブの映像をカメラからトランスミッターとレシーバーのレシーバーに贈られます。

テレビ／モニター

携帯式
バッテリー

DC
コンセント



周波数選択

the transmitter features a frequency selection button (see below illustration), which provides 
a maximum of 4 workable frequency channels, and supports a maximum of 4 simultaneous 
receiver units.

４００M取り付け説明
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Frequency selection

The wireless suite works in the 5.1-5.9GHz frequency band and can be flexibly 
configured to other licensed or ISM bands to accommodate different global 
regions. The front LED panel of the transmitter features a frequency selection 
button (see below illustration), which provides a maximum of 4 workable 
frequency channels, and supports a maximum of 4 simultaneous receiver units.

CH. butto

このワイヤレスシリーズは５．１から５．９GHz周波数バンドで起動し、他の免許、ISMバンドにも対応することができ、世界中で
の使用を可能にします。トランスミッターのフロントLEDパネルには周波数選択ボタンが（下の図の確認ください）搭載されており
、これによって４つの周波数チャンネルから選択することができ、４つのレシーバーを同時に使用することができます。

周波数選択ボタン



ディスプレイに何も表示されない

correctly. 
Next, check ‘Video’ indicator. If TX ‘Video’ indicator is not lit, check if the SDI or HDMI cable is 
plugged in and the video source is ready. 

低画質出力動画
Ensure the SDI or HDMI input cable is properly connected, then check how many 
receiver-side ‘RSSI’ LEDs are lit. Ideally, 2 or more LEDs should be lit for optimal video quality. 
If there is 1 or 0 LEDs lit, the received wireless signal is too weak for proper transmission. Try 
to reduce transmission distance, or try changing the broadcast frequency channel in case 
the current channel is experience interference.

トラブルシューティング
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トランスミッターとレシーバーの電源を確認し、そのあと、トランスミッターとレシーバーのアンテナがちゃんととりつけているか確
認してください。
そのあと、ビデオインジケーターを確認してください。模試トランスミッターのビデオインジケーターランプが光っていなければ、
SDIかHDMIのケーブルがビデオ減につながっているかどうか確認してください。

SDIかHDMIいずれかがちゃんと繋がっているかを確認し、レシーバー側にあるRSSIインジケーターランプがいくつ光っているか
確認してください。だいたい２つかそれ以上光っていれば、高画質のまま送る事ができますが、１つかそれ以下の場合、ウィやレ
ス信号があまりにも弱く、ちゃんと送信ができない事となります。そうなった場合は、送信距離をなるべく縮める、あるいはしようし
ているチャンネルが良くない場合、他のチャンネルに切り替えてください。
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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。
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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。



CINEGEARS　について

© 2017 Cine Gears INC. All Rights Reserved. 30

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.

カスタマーサポート

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, 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　


