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パンモーター
ズーム＋
ズーム-

ロールモーター 

チルトモーターロック
ジョイスティック

USB Type-Cポート 

リセットボタン 

電源インジ
ケーター
LED 

チルトモーター

ロールモーターロック

Fn(電源)ボタン
スマートトリガー

ハンドグリップ

        注：初めて使用する前に、MOZA GenieアプリでMOZA 
Mini MX 2のアクティベーションを行ってください。アクティベー
ションを行わない場合、一部機能が制限される場合があります。

Mini MX 2 各部名称

スマートフォン
ホルダー

センサー
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アプリのダウンロード
AppストアとGoogle Playで「MOZA Genie」と検索してダウンロ
ードできます。アプリをダウンロードするには、以下のQRコードを
スキャンしてください。

1. Mini MX 2用に設計された「MOZA Genie」アプリは、ジンバル
のさまざまな機能をより有効に活用するのに役立つアプリです。
2.MOZA Genieアプリの最新バージョンを定期的に確認してくださ
い。スマートフォンで自動更新が設定されていることを確認して
ください。

ジンバルを展開してロックを解除する

スマートフォンホルダーの操作方法
スマートフォンの取り付け方
電源ボタンを長押ししてジンバルの電源をオンにします。
このときスマートフォンホルダーは自動的に開きます。
スマートフォンをスマートフォンホルダーの中央部に取り付けます。
センサーがスマートフォンを感知すると、スマートフォンホルダー
は自動的に閉じ、スマートフォンを固定します。

下の図に示されている手順にそって、ジンバルのロックを解除し
ます。
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充電について

1. MOZA Mini MX 2にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されてい
ます。初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してから使用
してください。
2. 電源インジケーターLEDが点滅し始めると、ジンバルのバッテリ
ーが残り20％未満の状態です。充電してください。
3. Mini MX 2はUSB Type-Cポートから充電します。スマートフォ
ンの充電器やモバイルバッテリーなどを使って充電することができ
ます。
4. バッテリーが完全に充電されると、自動的に充電を停止します。
このとき青色LEDが消灯します。USBケーブルを外してください。

スマートフォンの取り外し方
スマートトリガーを押したまま電源ボタンを長押しすると、スマー
トフォンホルダーが自動的に開きます。
スマートフォンを取り外すと、スマートフォンホルダーが閉じ、ジ
ンバルがスマートフォンを感知しなくなると、ジンバルの電源がオ
フになります。

また、以下の操作でもホルダーを開閉できます。
トリガーボタンと「＋」ボタンを同時押し：ホルダーが開きます。
トリガーボタンと「-」ボタンを同時押し：ホルダーが閉じます。
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LEDの点灯数によってバッテリー残量がわかります。

● 青色LEDが3つ点灯：バッテリー残量70％～100％
● 青色LEDが2つ点灯：バッテリー残量40％～70％
● 青色LEDが1つ点灯：バッテリー残量20％～40％
● 青色のLEDが点滅：バッテリー残量0％～20％

また、光り方によって状態を表しています。
● 青色LEDが上から下に順番に点滅：アップグレード
モード状態
● 青色LEDが下から上に点灯：充電中

バッテリー残量表示について

注：電源OFF時や、完全に充電された後などはLEDは消灯します。

MOZA Genieアプリへの接続
まず、43ページ「スマートフォンの取り付け方」をご覧いただき、
スマートフォンを取り付けてください。
Fn(電源)ボタンを3秒間長押ししてジンバルの電源を入れ、スマー
トフォンのBluetoothをオンにしたあと、MOZA Genieアプリを起
動してください。
MOZA Genieアプリのメイン画面でBluetoothアイコンをクリック
して、接続可能なデバイスを検索し、「Mini MX2～」で始まるデ
バイスを選択します。
接続に成功すると、ジンバルは自動的に撮影画面に移行します。

Mini MX2のアクティベーション
Mini MX2を始めて起動し、アプリのメイン画面に入り接続するジン
バルを選択すると、アクティベーション画面がポップアップ表示
されますので、[アクティブ化]をクリックしてください。
アクティブ化が完了すると、ジンバルは正常に動作します。アク
ティブ化に失敗した場合は再度アクティブ化を試みてください。
数回失敗する場合は、アフターサポートにご連絡ください。
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ボタン機能（MOZA Genieアプリのコントロール）
Fn(電源)ボタン
長押し：電源オン/オフ
スタンバイモードへ移行
（スマートフォン未装着/ロック解除時）
1回クリック：撮影(写真モード)、録画/停止(動画モード)
スタンバイ解除（ジンバルがスタンバイモードの場合）
2回クリック：動画モード/写真モードの切り替え
3回クリック：水平(横)モードと垂直(縦)モードの切り替え

ズーム＋ ボタン
長押し：押している間ズームイン
1回クリック： パン・ティルトフォローモ
ードに移行
2回クリック：最大まで自動ズームイン

ズーム- ボタン
長押し：押している間ズームアウト
1回クリック：FPVモードに移行
2回クリック：最小まで自動ズームアウト
※FPVモードにジョイスティックを左右に押
すことで「インセプションモード」として使
用できます。

ジョイスティック
上方向：スマートフォンのカメラを上の角度に移動
下方向：スマートフォンのカメラを下の角度に移動
左方向：スマートフォンのカメラを左の角度に移動
右方向：スマートフォンのカメラを右の角度に移動
インセプションモード時：左方向に操作するとロール軸が反時計回
りに回転します。
右方向に操作すると、ロール軸が時計回りに回転します。
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スマートトリガー
押したままホールド：オールロックモード
(離すと解除)
2回クリック　2回目でホールド：スポーツギアモード
ワンクリック：フェイストラッキングモードの
ON/OFFと中央測光
2回クリック：センターポジション(中央)へ戻る。
3回クリック：リアカメラとフロントカメラの切り替え
        注：Mini MX 2では、スマートフォンの純正カメラアプリ
を使用して、写真を撮ったり、動画の記録/停止したりすることが
できます。純正カメラアプリを使用する場合、一部の主要な機能
は使用できません。すべての機能を使用するためには、 MOZA 
Genieアプリの使用をお勧めいたします。

ジンバルのファームウェアアップグレード

まずジンバルの電源をオフにしてから、ズーム- ボタンを押したまま 
インジケーターライトが上から下に点滅するまでFn(電源)ボタンを押
し続けます。すると、ジンバルはファームウェアアップグレードモー
ドに入るので、この状態で「MOZA Genie」アプリからジンバルに
接続します。その後表示される指示に従って、ファームウェアのアッ
プグレードを行ってください。

Bluetooth設定のリセット
スマートフォンでMini MX 2のBluetoothを検索できない場合は、
ジンバルの電源を入れ、＋ボタンを押したまま、電源インジケータ
ーLEDが点滅するまでFn(電源)ボタンを押し続けてください。ジン
バルに保存されているBluetooth設定がリセットされます。
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1.スマートフォンが取り付けられた状態
で、スマートフォンのバランスが取れてい
るかどうかを確認してください。バランス
が取れていないとモーターの過負荷を引き
起こす危険性があるので、モーターを保護
するためにスリープ状態になります。
2.インジケーターLEDが早く点滅している
かどうかを確認してください。早く点滅す
る場合は、バッテリー残量が少なく、ジン
バルが機能していません。

3.アプリの動きとビデオに
遅延がある場合はどうす
ればよいですか？

1.ジンバルを使用してしば
らくすると、自動的にス
リープモードになるのは
なぜですか？

2.ジンバルは急速充電をサ
ポートしていますか？

急速充電はサポートされていません。
充電仕様は5V/2Aです。
1.アプリで防振機能がオンになってい
るかどうかを確認してください。防振
機能がオンになっている場合は、オフ
にしてください。
2.防振機能をオフにしても遅延が続く
場合は、アプリをアンインストールし
て、もう一度ダウンロードしてくださ
い。それでも問題が解決しない場合
は、アフターサービスにお問い合わせ
ください。

よくある質問（FAQ）

製品仕様

ロール： 300°

ペイロード 最大280g
重量
ジンバル寸法
（奥行 x 幅 x 高さ mm） 折りたたんだ状態：145 x 60 x 180
搭載可能
スマートフォン

幅：60～88mm

使用可能時間

2.5時間　(5V/2A)
バッテリー容量： 2000mAh

パン：340°

チルト：140°

24時間（ジンバルのバランスが十分に
取れている状態でのテスト値）
動作電圧： 7.4V

充電時間

機械的可動範囲

423g
展開した状態：120 x 120 x 265

バッテリー仕様

重量：143～280g
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4.アプリを開いて
Bluetoothを検索した後
に、×が表示された場合
はどうすればよいです
か？

5.オブジェクトトラッキン
グが失敗した場合はどう
すればよいですか？

6.マジックモードとはなん
ですか？

7.インジケーターLEDが点
灯せず、アップグレード
の失敗によりジンバルを
オンにできない場合はど
うすればよいですか？

8.インセプションモードの
操作方法は？

1.ズーム-ボタンを押して、FPVモー
ドに切り替えます。
2.ジョイスティックを左右に動かし
て、インセプションモードの操作を進
めてください。

MOZA GenieアプリのBluetooth検索
ボックスを閉じてから、検索ボックス
を再度開き、Bluetoothデバイスをも
う一度検索して、もう一度接続してみ
てください。

1.背景がなるべく均等で平坦な色の環
境で、適切なサイズの被写体を選択し
てみてください。また、前景にものを
置かず、対象物がはっきりと見えるよ
うにしてください。
2.それでも機能しない場合は、アプリ
とジンバルのファームウェアをアップ
グレードしてみてください。
1.MOZA Genieアプリのマジックモー
ドには、いくつかの便利なショートムー
ビー用の撮影テンプレートが用意されて
おり、テンプレートに従って撮影でする
だけで簡単にショートムービーを作成す
ることができます。
2.マジックモードでは、「カメラの動
き」「トランジション」「サウンドエ
フェクト」の3つの側面から録画と撮影
を行い、「ワンステップ撮影」を実現し
ます。
3.ボタンを押し続けるだけで撮影を開始
できます。ジンバルはシーンに応じて自
動的に動きます。カメラの動きを追う際
のヒントを提供する場合もあります。

アップグレードに失敗した場合は、ジ
ンバルを強制的にファームウェアアッ
プグレードモード（ズーム- ボタンを
押したままfn(電源)ボタンを押しま
す）にして、ファームウェアを再度
アップグレードしてください。 
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