
Setup Guide

II linear

ジーニー Ⅱ リニア

セットアップガイド



Welcome to the Syrp family

このガイドには撮影を始めるにあたり、ジーニーⅡリニアを正し
く組み立て快適にご使用いただくための手順を記載していま
す。

他にもジーニーⅡリニアの組み立て方など、撮影に必要な情報
をご紹介します。

Syrpのホームページには製品に関するさまざまな情報を掲載
していますので、こちらもご参照ください。

support.syrp.co.nz



ロープ取付フック

USB-C - USB-A アダプター

1/4 インチ - 3/8 インチネジ変換アダプター

1/4 インチカメラネジ

ジーニーⅡリニア
（ 90mm クイックリリースプレート、
3/8 インチネジ、バッテリー付き）

キャプスタン
（ 3m ロープ付き）

USB-C 2.5mm リンクケーブルアダプター

充電器

同梱物一覧

USB-C 充電ケーブル



ジーニーⅡ リニア

USB-C 端子 × ２

ジョイスティック キャプスタン
        リリースボタン

キャプスタン
          ドライブギア

パワーボタン

クイックリリースロック

クイックリリースボタン

締め付けホイール

カメラレコーディングライト

充電ライト

ワイヤレスコネクションライト

リニアベース 90mm



キャプスタンを取り付ける

本体側のマークとキャプスタン
側のマークが合うように取り付け
ます。

1

カチッと音が鳴るまで、キャプス
タンを反時計回りに回します。

2

正しいロープの方向 誤ったロープの方向

ロープが折れ曲がらない
ようにしてください。

差し込み
マーク



クイックリリースプレートを取り付ける
本体から90mm クイックリリースプレートを取り外し、
雲台やビデオ雲台へ取り付けます。

スライドしてロック
を解除します。

サイズ
交換

1
2

ロックを解除して、カメラ
ネジのサイズを交換しま
す。

3 クイックリリースボタンを
押して、プレートを取り外
します。

クイックリリース
ロックのツメを持
ち上げてくださ
い。

ロック解除



カメラを取り付ける
7ジーニーⅡリニアに 90mm クイックリリースプレートを取り
付けます。カチッと音が鳴るまでしっかりと押し込んでくださ
い。それからクイックリリースロックのツメを下げてロックしま
す。

重要！！
カメラをジーニーⅡに付けた状
態で持ち上げないでください。
持ち運ぶ時は、必ずジーニーⅡ
からカメラを取り外してくださ
い。

!

1

2

必ずクイックリリースを
ロックしてください。

ロック



ジーニーⅡを設置する

スライダーの 3/8 インチネジに
ジーニーⅡリニアを取り付けます。
しっかりと締まるまで、ジーニーⅡ
リニアを時計回りに回します。

その他スライダー
ジーニーⅡリニアをクイックリリ
ースベースに取り付けて、ロック
をします。

マジックカーペットプロ

忘れずにクイックリリー
スをロックしてください。

!

ジーニーを回し入
れる際に、締め付け
ホイールを使うこと
もできます。



ジーニーⅡ 設置の注意事項

重要！！
クイックリリースプレートとリ
ニアベースがしっかりと取り付
けられていることを確認してく
ださい。

! 警告
クイックリリースプレートやジー
ニーⅡの一部分だけがはめ込ま
れている状態にならないように
注意してください。

!

7しっかりと 90mm クイックリリースプレートがはめ込まれて
いることを確認してください。
設置方法を誤ると、操作中に機材が外れて破損の原因となる
可能性があります。



ジーニー ロープを締める

正しいロープの取り付け方向 誤ったロープの取り付け方向

ロープがジーニーⅡリニア
の本体側（内側）を通ってい
る場合は、取り付け方向が
間違っています。

7スライダーの両端にあるロープフックを使って、ロープを取り
付けます。
正しいロープの方向について、下図を参照してください。



バッテリーの取り付け/取り外し

2

クイックリリースボタ
ンを押して、ツメを持
ち上げてください。

ロック解除

ジーニーⅡを最初に使用す
る際に、バッテリーテープ
を剥がしてください。

1

3



カメラの制御について
（カメラを接続する）

USBシャッターケーブルをお
持ちの場合は、同梱されてい
るUSB-C - USB-A アダプタ
ーを使用してジーニーⅡと繋
げることができます。

2

1 USB-C 2.5mm リンクケーブルアダ
プターをジーニーⅡリニアのUSB端
子に接続します。

シロップリンクケーブルをUSB-C 
2.5mm リンクケーブルアダプターに
繋げて、カメラのリモート端子に接続
します。

動画撮影では
リンクケーブルは
不要です。



ジーニーⅡリニアと
スマートフォンを同期する

パワーボタンを一度押して、ジー
ニーⅡリニアを起動します。

1

スマートフォンのBluetoothをオ
ンにします。

2

「Syrp Genie App」をダウンロー
ドします。

3

ダウンロードが完了したら、「Syrp 
Genie App」を開きます。

4

次のページに続きます。



Syrp Genie Appと接続する

接続するジーニーを選択しま
す。複数台と繋げる際は、接続
するジーニーを全て選んでく
ださい。

2
CONNECTION

GENIE II
Linear

画面右側の「 　 」をタップ
する。

3
CONNECTION

GENIE II
Linear

「OK」をタップします。4

OK

「CONNECT」をタップし
ます。

1



ジョイスティックの操作
7ジーニー Ⅱリニアは、ジョイスティックを左右に動かして、手動
で移動させることができます。



オレンジ色：充電中

重要！！
必ず同梱のケーブル
を使用してください。

!

充電する
7USB-C 充電ケーブルを充電器とジーニーⅡリニアのUSB端
子に差し込みます。

充電時間：3時間

充電器

緑色：充電完了



キャプスタンを取り外す

キャプスタンリリースボタンを長
押しします。

1

キャプスタンを時計回りに回して
取り外します。

2

ロック解除



キャプスタンにロープを通す

キャプスタンの窓から確
認をしながら、ロープを4
回転するまで押し込みま
す。

24x

3x

2x

1x

ジーニーⅡと接続する方
を下にしてキャプスタン
を置き、下方のロープ口
に向かって右側からロー
プを差し込みます。

1

上側のロープ口よりロープ
を引っ張り出す。

3

4回転巻き付け
る

キャプスタンにはあらかじめロープが
巻き付けられています。必要に迫られ
た場合を除いて、ロープを取り外さな
いよう注意してください。



ジーニーⅡ お役立ち情報

ジーニーⅡで撮影をするときは、カメラの設定をマニュアルフォ
ーカス(MF)にしてください。オートフォーカス(AF)設定ではシ
ャッター制御が正しく作動しない可能性がございます。

カメラのプレビュー画面をオフにしてください。カメラの機種に
もよりますが、プレビュー画面をオンにするとタイムラプス撮影
中にシャッターが切れないことがあります。



ファームウェアお役立ち情報

ファームウェアのアップデートが上手くいかないときは、以下
の内容を試してください。

• まずは他の機器でアップデートができるか確認してください。
アップデートができるようであれば、最初に使っていた機材で
もう一度アップデートを試みてください。

• アップデート中に他のBluetoothに接続しないでください。
周りに他のBluetooth搭載機器がない環境でアップデート
を行うことをお勧めします。

• 場所を変えてアップデートを試みてください。原因は特定で
きないものの、何らかの要因でアップデートが正常に行えな
い場合もあります。

詳しくはをSyrp ホームページを参照してください。
support.syrp.co.nz



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 

32 Crummer Rd
Auckland 1021
New Zealand

Ph.+64 9 360 9570

www.syrp.co.nz

twitter.com/syrp_

instagram.com/syrp_

facebook.com/syrp.co.nz

syrp@syrp.co.nz

youtube.com/syrptube

vimeo.com/syrp

Syrpと繋がろう

7ジーニーⅡがあなたのクリエイティビティをより豊かなものに
し、素晴らしい映像の制作に貢献できるよう願っています。
シロップと繋がって、あなたの作品を紹介してください。



安全にお使いいただくために
本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。
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警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。
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する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 



本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。
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本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこ
のセットアップガイドをよくお読みになり、充分に理解してください。

お読みになった後は、必要な時にいつでも見ることができるよう大切に保管してくだ
さい。

安全上のご注意

ジーニーⅡリニアはモーションコントロール、タイムラプス撮影用に設計・製造されている製品です。製品
機能、安全上の注意をよく理解した上で、ご使用ください。

本製品はこのガイドに沿って、上記目的のみにご使用ください。お使いになる前に「安全上のご注意」と「使
用上のご注意」をよくお読みください。

警告： 火事や感電の原因となりますので、本製品を雨にさらしたり濡らしたりしないでください。また、水気の
ある場所や近くに液体のある環境での使用は控えてください。

液体がかかる可能性のある場所には保管しないでください。液体の入った容器を本製品の上に置かないでく
ださい。

警告： 本製品とケーブルなどの同梱物は、乳幼児の手が届かない場所に保管をしてください。

警告： 水の近くでの使用は避けてください。また、本製品は防水仕様ではなく、水中での使用はできま
せん。

警告： 本製品に他社製のロープを使用しないでください。

警告: 本製品の分解や修理、改造をしないでください。

注意： 本製品とボールヘッド、スライダー、カメラ、他アクセサリー類などがぶ
つかり合わないよう注意してください。

本製品が機材・部品とぶつかり合った衝撃で破損し、怪我の原
因となります。

注意： 三脚や他の機器に取り付けた状態で本製品を持ち上げないでくださ
い。三脚や機材を取り付けた状態で本製品を持ち上げると、重みにより破損した

り使用者が怪我をする可能性がございます。持ち運びの際には、必ず本製品を他の機
材から取り外し別々に運ぶようにしてください。

注意： 火事や感電、その他不具合を避けるため、奨励されているアクセサリーのみを使用してくだ
さい。

注意: バッテリーの誤った取り扱いは破裂・発火の原因となる可能性がございます。本製品または付属の
バッテリーを火の中に投入しないでください。本製品または付属のバッテリーを50℃以上または-20℃以
下の環境に保管しないでください。本製品または付属のバッテリーを高温になる場所（炎天下、火のそばな

ど）で使用または、保管しないでください。常に指定の充電器を使用して充電してください。

注意: 本製品を30℃以上、2℃以下の環境で使用、または充電しないでください。

注意: 換気の良い場所での使用、保管をしてください。本製品を戸棚など狭い空間に設置しないでください。本
製品に布などを被せないでください。換気を妨げ感電、火災の原因となります。

 
注意: 本製品またはACアダプターを布などで包まないでください。熱がこもり変形や発火の原因となる可

能性があります。

注意: 使用中の本体に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を
長時間使用をする際には、三脚などのアクセサリーを活用してください。

注意: 本製品、クイックリリースプレートの耐荷重を超える負荷をかけないでください。

ジーニーⅡリニア耐荷重：
 水平移動時 7.5kg　垂直移動時  5kg

使用上のご注意

このガイドをよく読んで、いつでも手の届く場所に保管してください。使用の際に
は、注意事項にご留意ください。

- 本製品をモーションコントロール、タイムラプス撮影以外の目的で使用しないでください。

- 本製品を人や動物、車、駅、高速道路、路線、学校や人の多い市街地、その他公共区域や重要施設の
上で使用しないでください。落下による人への危害や、器物破損の原因となる恐れがあります。

- 本製品が指定のアクセサリー類に正しく設置されていることを確認してください。

- 本製品のクイックリリースプレートがしっかりと取り付けられていない状態での使用は控えてください。プレ
ートは常に、正しく固定されている必要があります。

- クイックリリースプレートが水平にしっかりとはめ込まれていることを確認してください。

- 本製品を逆さまに取り付けないでください。

- 本製品を三脚やスライダー、その他アクセサリー類に設置をする際には、正しく設置されていることを確
認してください。

- 本製品の動線上には、障害物を置いたり身体が触れないように注意してください。

- 本製品を暗室や化学実験室など腐食性薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。

- 汚れが気になる場合は乾いた布で拭いてください。

- 本製品を磁石や電気モーターなど強い磁場の近くに置かないでください。
また、大きなアンテナなど強い電波を発するものに近づけないでくだ

さい。

 - 本製品を寒い環境から暖かい環境へ急に移動すると、結露が発生
する可能性があります。その際には、破損を防ぐために本製品の使用を控

えてください。結露が発生した場合はアクセサリー類を取り外し、乾燥するのを
待ってから使用を再開してください。

- 本製品にシンナーやベンゼンなどの有機溶剤を使用しないでください。火災や健康危害の
原因となる可能性があります。

- シロップ指定のアクセサリーや部品・同梱物のみを使用してください。

- お客様自身での修理、改造をしないでください。

- 本製品の電源コードやプラグが破損した、水などの液体がかかってしまった、何かが落下してぶつかってしま
った、雨や霧などに濡れてしまった、通常通り動作しない、落としてしまったなど、何らかのかたちで破損をした

場合は指定の業者にて修理をしてください。

 - 埃が多い場所や湿度の高い場所には保管しないでください。

- 本製品を病院や飛行機内で使用しないでください。ジーニーⅡリニアからの電磁波が飛行機や病院の機械
に影響を及ぼす恐れがあります。

バッテリー・充電に関する注意事項
バッテリーを使用、充電する前に、必ずこちらの「安全上のご注意」と「使用上のご
注意」をお読みください。リチウムポリマー、リチウムイオンバッテリーは揮発物です。
誤った使用、充電をすると、火災や怪我、器物破損の原因となる可能性がございます。

安全上のご注意

警告: バッテリーをお客様自身で分解や改造をしないでください。バッテリーには安全保護装置が備え
られておりますが、破損により発熱・発火・破裂の原因となる場合があります。

警告: バッテリーを鋭利なもので刺す、ハンマーなどで叩く、踏むなどして強い衝撃を与えないでください。

警告: バッテリーに破損が見受けられる場合は、使用をしないでください。

注意: バッテリーはネックレスやヘアピンなど金属類と一緒に保管しないでください。

注意: バッテリーを水や海水にさらすなどして、濡らさないでください。

注意: バッテリーを火の近くやストーブの上など高温になる場所に置かないでください。

注意: ACアダプターの規格は下記のとおりです。

交流電圧/ 周波数： 100-240V/ 50-60Hz
定格出力電圧/ 定格出力電流： 3.6-6.5V/3A、 6.5-9V/2A、 9-12V/1.5A （最大 18W）

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

- 充電中はその場から離れず、常に充電状況を確認してください。充電中のバッテリーを放置
しておくと、火災の原因となる可能性があります。

- 必ずシロップ指定のバッテリーを使用してください。サードパーティ製のバッテリーを使用しないでく
ださい。

- バッテリーが膨らむなど変形をしたり、発煙、発熱などに気付いた時には、すぐに充電を中止して安全な場
所に置いて15分ほど観察をしてください。これらの現象が認められた場合、発火をして火災につながる危険

があります。

- バッテリーが熱くなっている状態での充電は避けてください。気温程度まで冷えてから充電をしてください。

- 必ずジーニーⅡ付属の充電器、USBチャージケーブル、プラグを使用してください。サードパーティ製の充電
器やケーブル、プラグを使用しないでください。

- お住まいの地域に合ったプラグを使用してください。

- バッテリーが液漏れして液が目や肌、洋服に接触してしまった時は、こすらずにすぐに水道水などきれ
いな水で十分に洗い流してください。その後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 充電中、乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤ってコードが巻き付いて窒息を
したり、感電する恐れがあります。

- コード類を高温になる場所には近づけないでください。コードが変形をしたり外
装が溶けて、火災や感電の原因となります。

- バッテリーを落とさないでください。また、落下したり破損
をしたバッテリーは使用しないでください。

- 長期間バッテリーを使用しない場合も、劣化を防ぐために2ヶ月ご
とに充電をしてください。

- バッテリーを直射日光のあたる場所や、自動車内など高温になる場所には置かない
でください。

- ジーニーⅡリニア、バッテリーを50℃以上もしくは-20℃以下の場所に一定時間（2時間ほど）置
くと、バッテリーの破損や火災に繋がる可能性があります。

- 常に乳幼児の手が届かない場所に保管してください。

免責事項

使用前に必ず本製品を点検し、破損、劣化、変形等の異常が無いことを確認してください。ユーザーガイドの記
載内容を守らないことによって生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。

また、本製品の使用による破損・故障・怪我・事故・火災に関して、製造
者・販売者は一切の責任を負いません。

 


