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PowerEgg について 

はじめに 

PowerEgg は、機体、ジンバルカメラ、スタンダードリモートコントローラ、モーションコントローラ、

ベースステーションと Vision+からなるフライトシステムです。ユーザは、スタンダードまたはモーショ

ンコントローラをベースステーションに接続することによってフライトをすることができます。 

PowerEgg には、フライトシステムと統合された 3 軸ジンバルカメラが搭載されており、ユーザーが

Vision +を介してリアルタイムで映像を見ることができ、写真とビデオを撮影することができます。 

主な機能 

1.ユニークな卵形のデザイン、技術とアートの完璧な融合 

2.折り畳み式で持ち運びが容易な一体設計 

3.革新的なモーションコントローラによって操作され、ユーザーは 1 分で起動できます 

4.フライトセーフティ機能を搭載 

5.3 軸ジンバルの 4K-UHD カメラにより実現されて、360 度のパノラマ撮影と安定した撮影 

6.最長 23 分*のフライト時間と最大 5km**の映像伝送 

 

*フライト時間はテスト環境によるもので参考値です 

**映像伝送距離は使用する国の法律と環境によって短くなります 



機体 

1.ジンバルとカメラ 

2.Micro SD スロット 

3.オプティカルフローセンサーと超音波センサー 

4.フロントインジケータ 

5.ステータスインジケータ 

6.モーター 

7.プロペラ 

8.マルチファンクションスイッチ(電源、ランディ

ングギア、ペアリングを操作) 

9.バッテリカバーボタン 



スタンダードコントローラ 

1.モードスイッチ 

2.左スティック 

3.右スティック 

4.ランディングギアボタン 

5.離陸着陸ボタン 

6.ステータスインジケータ 

7.自動リターンボタン 

8.撮影ボタン 

9.ジンバルコントロールダイヤル(ヨー方向) 

10.MicroUSB 充電ポート 

11.ベースステーション接続ポート 

12.電源スイッチ 

13.ジンバルコントロールボタン(短押し:原点復帰、     

長押し:セルフィ―) 

14.ジンバルコントロールダイヤル(ピッチ方向) 



モーションコントローラ 

1.ステータスインジケータ 

2.ジョイスティック(ジンバルコントロール) 

3.ランディングギアボタン 

4.上昇ボタン 

5.降下ボタン 

6.離陸着陸ボタン 

7.自動リターンボタン 

8.撮影ボタン 

9.モーショントリガー 

10.電源スイッチ 

11.ベースステーション接続ポート 

12.MicroUSB 充電ポート 



ベースステーション 

1.バッテリインジケータ 

2.シグナルインジケータ 

3.電源スイッチ 

4.スマートフォン固定ブラケット 

5.タブレット固定ブラケット 

6.USB ポート 

7.コントローラ接続ポート 

8.MicroUSB 充電ポート 

スマートフォンまたはタブレットは図のように 

固定をしてください 



機体の準備 

1.図のようにアームを展開してください。アームはクリック音がすると固定されます。 

2.バッテリカバーボタンを押し、バッテリカバーを開いてください。図のようにアームを保持して、バ

ッテリを挿入してください。バッテリがロックされた時のクリック音を確認してください。注意:ラン

ディングギアが展開されているときにバッテリを交換する場合、バッテリだけを押し込まないでくださ

い。ランディングギアが破損する可能性があります。 

3.下部カバーを取り外してください。注意:下部カバーは電源がオンになっている間は必ず取り外してくださ

い。ジンバルが破損する可能性があります。 



 

4.電源を入れるには、マルチファンクションボタンを短押し、長押しの順で押してください。ランディングギ

アを展開するには、短押しを素早く 3 回押してください。電源がオンになるとステータスインジケータが青に

点灯します。 

5.すべてのプロペラを広げてください。 

6.機体を置き、パイロットから最低 10m 離れてください。機体を置く時は、パイロット目線の方向と機体の

進行方向(赤の LED が点灯している側が前)を合わせてください。 

進行方向 
安全エリア半径:10m 



リモートコントローラの準備 

モーションコントローラを使うには、まずベースステーションとモーションコントローラをデータケーブルで接続

します。 

このポートにデータケーブル

を接続します 

このポートにデータケーブル

を接続します 

 

スタンダードコントローラを使う時は、ベースステーションをスタンダードコントローラのブラケットに取り

付け、ケーブルを接続します。 

 

 

このポートにデータケーブルを接続します 

 

このポートにデータケーブルを接続します 

 



 

フライトモード 

機体 

PowerEgg には様々なフライトモードがあります 

・P モード(プロフェッショナル):プロフェッショナルフライトモード 

このモードではGPSとビジュアルポジショニングシステムの代わりに超音波センサーが使用されます。PowerEgg

は完全にマニュアルでコントロールすることになります。 

・N モード(ノーマル):ノーマルフライトモード 

このモードでは GPS またはビジュアルポジショニングシステムを使用し、それらの信号の強度に依存します。GPS

が利用できない場合、正確なホバリングを実現するために、ビジョンポジショニングシステムと超音波センサーが

使用されます。 

・E モード(イージーコントロール):スーパーイージーフライトモード 

このモードでは、PowerEgg は GPS を使用し、進行方向を把握する必要のないモードになります。PowerEgg を

中心に半径 10m はユーザーが入ることができない安全エリアが設定されます。 



アクセシビリティ 

 
•自動離陸 

まず PowerEgg のロックを解除し、GPS 信号またはビジュアルポジショニングシステムのいずれかの最小要件を満たしてい

ることを確認してください。リモートコントローラの自動離陸ボタンを振動するまで長押しをする。PowerEgg は地上から

1.3m の高さまで自動離陸をし、ホバリングをします。 

•自動着陸 

コントローラが振動するまで自動ランディングボタンを長押しします。 PowerEgg は、現在の位置から自動で着陸を行いま

す。 

•自動リターン 

自動リターンモードは GPS 信号を取得できるときに使用することができます。このモードでは PowerEgg の現在の位置か

らリターンポイントまで自動でリターンします。 



•自動リターンの動作 

 

自動リターンの動作は、自動リターンモードに切り替えたときの PowerEgg の位置で動作が異なります。 

1.PowerEgg がリターンポイントから水平方向に 10m 以内に位置するとき、ランディングギアを展開して自動的にそ

の場所に着陸します。 

2.PowerEgg がリターンポイントよりも水平距離で 10m を超える位置かつ、リターン高度（初期設定:20m）より

も高く、飛行した場合、最初にリターンポイントより上空の位置でホバリングをします、その後ランディングギアを

展開し、着陸します。最終的な着陸の位置は、ジョイスティックによって制御することができます 

 

リターンポイント 

10m 未満 

 
リターンポイント 

１０m 以上 

20m 以上 



PowerEgg がリターン高度 10m よりも低く飛行した場合、最初に垂直方向にリターン高度まで上昇し、次にヘッド

をユーザーに向けてリターンポイントの上に戻ります。 次に、PowerEgg は尾翼を操作者に向け、着陸装置を展開

し、地上に垂直に着陸する。 最終的には、リモートコントローラのジョイスティックで最終的な着陸の位置を制御

することができます 

 

リターンポイント 

リターンポイントには、ユーザーの位置、PowerEgg の出発点、マップの選択ポイントの 3 種類があります。

PowerEgg の電源を切った後、は PowerEgg の離陸ポイントがデフォルトのリターンポイントとして選択されま

す。 リターンポイントは自動的に離陸ポイントにリセットされます。フライト毎に毎回適切なリターンポイントを

選択してください。 

 

リターンポイント 

10m 以上 

20ｍ未満 

リターンポイント 

高度:20m 

ユーザー位置 PowerEgg スタート位置 マップ選択位置 



自動リターンの種類 

自動リターンは次の３種類に分類されます:ロストコントロールリターン、ワンクリックリターン、ローパワーリターン 

 

1.ロストコントロールリターン 

通信シグナルが途絶した場合、まず通信が途絶した位置で 10 秒間ホバリングをします。リモートコントローラの信号を

再び取得した後は、シグナルロストの前に使用されたモードに切り替え、フライトを続けることができます。 

2.ワンクリックリターン 

スタンダードコントローラのリターンボタンを長押しすると、ワンクリックリターンモードに入ります。リターンボタン

を短押しするとワンクリックリターンをキャンセルすることができます。PowerEgg はリターン中にリモートコントロ

ーラのジョイスティックで着陸位置をコントロールすることができます。 

3.ローバッテリリターン 

PowerEgg のバッテリー残量が一定のレベル以下に低下すると、ローバッテリリターンを実行するかどうかを決定す

るメッセージが表示されます。 「はい」をクリックすると PowerEgg は自動リターンをします。リターンは、スタ

ンダードリモートコントローラのリターンボタンを押すことでキャンセルすることができます。 降下プロセスの間

に、ユーザはジョイスティックを操作して、安全なエリアに着陸させることができます。 注意：自動リターン中に

障害物に接触する可能性があります。 このような障害物を目視または画像伝送で検出した場合は、リターンプロセ

スを終了するか飛行高度を調整することによって、これらの障害を回避する必要があります。 

バッテリ残量 



オービットモード(周回飛行) 

このモードでは GPS を使用して、PowerEgg は高度 10m の高さで飛行します。Vision+を使用して周回飛行の中心

座標を指定し、中心座標から 10m 以上の任意の位置に飛行するように PowerEgg を操作します。 Vision +で方向を

設定すると、オービットモードをスタートします。周回飛行中、PowerEgg の機首方向は常に円の中心になるように

プログラムされています。。 

 

セルフィ―モード 

このモードでは GPS を使用して飛行し、PowerEgg が飛行中にモーションコントローラのセルフィ―ボタンを押すだ

けで、PowerEgg が自動的にユーザーをカメラで捉えるモードです。 

 

ウェイポイントモード 

このモードでは GPS を使用して飛行し、ユーザーは Vision +を介して PowerEgg のウェイポイントを設定し、設定

されたウェイポイント上を飛行するモードです。 

 

フォローミーモード 

このモードでは GPS を使用して飛行し、PowerEgg はスタンダードコントローラまたはモーションコントローラを持

っているユーザーを自動で追跡します。高度をコントローラで調整することができます。 

ステータスインジケータ 

PowerEgg の各アームのステータスインジケータには、ヘッドインジケータ（ヘッドランプ）と PowerEgg ステ

ータスインジケータ（テールランプ）があります。次の図は、それぞれのインジケータの場所です。 

電源ボタン 

テールインジケータ 

ヘッドインジケータ 



 

ヘッドインジケータは、機首の方向を識別するために使用します。 PowerEgg の電源がオンになると、インジケー

タが点灯し、赤色に点灯します。 テールインジケータは PowerEgg の状態に関する情報を点滅モードで表示します。 

ステータスインジケータの解説 

PowerEgg の電源がオンで、システムが正常に動作しているときは、ヘッドインジケータが赤色に点灯します。 

 

テールイン 

テールインジケータは PowerEgg のステータス情報を表示します。 

S/N 説明 テールインジケータの状態 

1 電源投入時のシステムチェックが成功 赤、緑、青の点滅 

2 システムチェックに失敗 赤のゆっくりな点滅 

3 GPS 信号が強いまたはオプティカルフローシステム正常 緑のゆっくりな点滅 

4 GPS 信号が弱いまたはオプティカルフローシステム異常 黄のゆっくりな点滅 

5 モータスタート後、P モード 黄の点灯 

6 N モードまたはアクセシビリティモード 緑の点灯 

7 E モード 白の点灯 

8 ランディングギアの展開、格納 黄の早い点滅 

 

ヘッドインジケータ 



9 シャットダウン 白の早い点滅 

10 リモートコントローラとのペアリング中 青のゆっくりな点滅 

11 ローバッテリまたはロストシグナル 赤のゆっくりな点滅 

12 モード変更、タスクの成功、センサーキャリブレーション成功 緑の点滅 

13 飛行禁止エリア内 赤のゆっくりな点滅 

 

ビジュアルポジショニングシステム 

ビジュアルポジショニングシステムは超音波センサー及びオプティカルフローセンサーで構成されていま

す。オプティカルフローセンサーは PowerEgg の現在位置を取得し、高度を測定するために超音波センサー

を使用します。このセンサーを使い、正確なホバリングを実現します。 ビジュアルポジショニングシステム

は、下図のように PowerEgg の底部に配置され、超音波とオプティカルフローの 2 つのモジュールで構成さ

れています。 

超音波センサー 超音波センサー 

 

オプティカルフローセンサー 



オプティカルフローポジショニングシステム 

オプティカルフローポジショニングシステムは、3m 以下の高度で、GPS 信号が弱い、取得することができない室内のフラ

イトで使用されます。詳しくは下の図を参照してください。 

オプティカルフローシステムを使うためには 

1.リモートコントローラを N モードに切り替えます。 

2.電源を入れます。 ステータスインジケータが緑色になることを確認してください。 

3.PowerEgg を離陸させてください。オプティカルフローポジショニングシステムを使用して正確なホバリングをするこ

とができます。 

 

オプティカルフローシステムが使用できない環境 

1.航空機が低高度飛行（0.5m 未満）を行う場合、オプティカルフロー測位システムは PowerEgg の位置を測定できない

ことがあります。  

2.単色の平面上でのフライト。 

3.強い反射、水または透明な表面（ガラスの床、氷の表面および湖の表面など）。 

4.高速で飛行する場合（地上 1m で 3m/s 以上、地上 2m で 6m/s 以上）。 

5.動く物体の表面（草や作物、茂みの上に風や群衆の上など）。 

6.非常に暗いまたは明るい環境。 

7.超音波に対して吸収性の表面（例えば、厚いカーペットおよび綿）。 

8.段差のある表面。 

3m 未満 



9.連続した模様のある表面（黒及び白の格子タイルなど）がある場合。  

10. 30°より も急な傾斜は、超音波の受信を妨げることがあります。 

 

注意事項 

1.オプティカルフローシステムのレンズが飛行前にきれいであることを確認してください。  

2.オプティカルフローシステムは高度 3m までしか動作しません。  

3.オプティカルフローシステムは、地表面画像に基づいて動作します。 周囲の環境が明るく、地面の模様が適切か確認してく

ださい。  

4.オプティカルフローシステムは、水、暗い環境、または斜面等では正常に機能することはできません。またオプティカルフロ

ーシステムから放出された超音波は、動物を動揺させる可能性があります。システムが作動しているときに付近に動物がいな

いことを確認してください。 

プロペラ 

PowerEgg は、カスタマイズされた高性能 10.5 インチ折り畳みプロペラを使用しています。 

インテリジェントバッテリ 

PowerEgg には、特別に設計されたインテリジェントバッテリーが装備されています（容量は 6,400 mAh、電

圧は 14.8V で、充放電管理機能を備えています）。 バッテリは、高エネルギーセルと高度なバッテリ管理シス

テムで構成され、PowerEgg への適切な電力供給を実現しています。 インテリジェントバッテリーは、

PowerVision から提供された専用充電器を使用して充電する必要があります。 



注：最初の使用前にインテリジェントバッテリが完全に充電されていることを確認してください。詳しくは、「バッテ

リーの充電」を参照してください。 

 

 

インテリジェントバッテリの機能 

 

インテリジェントバッテリには、以下の機能があります。 

 

1.バッテリステータス表示：バッテリには、バッテリの現在の状態を示すステータスインジケータがあります。  

2.バッテリ残量表示：バッテリにはバッテリの残量を示すステータスインジケータがあります。  

3.バッテリの自己放電保護：バッテリの残量が 65％以上の状態で電池を 10 日間放置すると自己放電機能が働き、電

池の残量を 65％まで下げて保護します。バッテリの自己放電プロセスは、LED 表示なしで約 2 日間持続することがあ

ります。バッテリがわずかに発熱することがありますが、これは正常です。  

4.バランス充電保護：バッテリのセル電圧を自動的にバランスさせてバッテリを保護することができます。  

5.過充電保護：バッテリがいっぱいになると充電が自動的に停止します。  

6.充電温度保護：0℃より低い温度または 40℃より高い温度で充電すると、バッテリが損傷します。この機能は、バッ

テリがその温度で充電されないようにするためです。  

7.充電中の過電流保護：大電流充電はバッテリに重大な損傷を与える可能性があります。電流が 8A を超えると充電が

停止します。  

8.過放電保護：過放電は、バッテリに深刻な損傷を与える可能性があります。バッテリ出力が 12V に放電されると、

バッテリ出力が遮断されます。  

9.短絡保護：短絡が検出された場合、バッテリを保護するために出力が遮断されます。 



10.セルの損傷の検出：セルの損傷または重大なセルのアンバランスが検出された場合、セルの損傷の警告が送信

されます。  

11.バッテリーの使用の例外の記録：アプリケーションは、電池の短絡、過放電電流などを含む、バッテリーの例

外使用の最後の 31 回の記録を提供することができます 

12.スリープ機能：バッテリーの電源が入ってから 20 分後に電気機器に接続されていないときスリープをします。 

13 通信機能：PowerEgg は、電圧、バッテリレベル、および電流を含む、バッテリ上の通信インタフェースを介

して、バッテリのリアルタイム情報を取得することができる。 

 

このマニュアルに記載されている PowerEgg の要件、免責事項、バッテリのタグを使用前によくお読みください。 

 

 

 

 

 

バッテリの使い方 

充電方法：バッテリの充電プラグは誤った方向には挿入できない設計になっています。 

 

 

電源の入れ方：バッテリを PowerEgg に挿入します。1 回短く押してからもう 1 度長く押します。するとバッテリをオ

ンにして PowerEgg に電力を供給します。 

電源の切り方：1 回短く押してからもう 1 度長く押すことで、バッテリをオフにします。バッテリー残量の確認：バッ

テリ上部のスイッチを押してください。LED インジケーターがバッテリーレベルを示します。 



バッテリーレベル

インジケーター 
各インジケータは、バッテリ残量の約

25％を表示しています 

バッテリ上部のボタンを押すと、4 つの白いインジケーターを

点灯させます。インジケータの数は、充電レベルを示します。 

PowerVision が提供する特別な充電器を使用して、PowerEgg のバッテリーを充電する必要があります。 

PowerVision は、他の充電器を使用した場合、一切の責任を負いません。 

・低温環境での使用時の注意事項 

1.低温（-10℃～5℃）でのバッテリの使用は、バッテリ容量の急激な減少につながり、したがって

PowerEgg の飛行時間の大幅な短縮につながります。バッテリ温度が-10℃?5℃の間は、一定の電圧が

満たされなければ離陸できません。使用前にバッテリーを完全に充電し、バッテリーの断熱対策を行っ

てください。  

2. -10℃より低い周囲温度で使用することは推奨していません。  

3.寒冷環境下でベースステーションから低電圧の警告が送信された場合は、飛行を終了することをお勧

めします。  

4.寒い環境で PoewerEgg が離陸する前は、バッテリーを最低 5℃以上、または理想的には 20℃以上に

予熱することをお勧めします。 

バッテリ 

満充電まで約 2.5 時間 



バッテリーの充電方法 

 

1.充電器を AC 電源（100-240V、50 / 60HZ、必要に応じて電力変換器を使用）に接続します。  

2.バッテリを充電器に接続します。  

3.充電中は、バッテリーステータスインジケーターが点滅し続け、現在のバッテリーレベルを表示します。  

4.すべてのインジケーターが消灯している時、バッテリーは完全に充電されています。充電後、充電器から電池を

取り出してください。  

5.バッテリの温度が飛行後に上昇している場合、常温になるまで充電しないでください。  

6.充電の最適温度範囲は 0℃?40℃です。セル温度がこの範囲内にないと、バッテリ管理システムによって充電が

拒否されます。 

バッテリを充電する時は、純正の充電器を使用してください。バッテリの取り付けや取り外しを行

う前に、PowerEgg の電源が切れていることを確認してください。PowerEgg の電源がオンの状態

でバッテリの取り外しをしないでください。 

インテリジェントバッテリは、必ず PowerVision の専用充電器を使用して充電してください。 PowerVision

は、PowerVision が提供する充電器を使用しない場合、一切の責任を負いません。 

PowerEggを航空機に持ち込む際の注意事項 

 

1.バッテリを航空機に持ち込む前に、5％以下に放電されていることを確認します。放電の前にバッテリを熱

源から遠ざけてください。バッテリが PowerEgg から取り外されていることを確認してください。  

2.バッテリを金属製のものから離してください。  

3.ランディングギアを格納し、アームを本体に収納します。ジンバルカバーを取り付けて 4K UHD カメラを

固定します。  

4.PowerEgg 本体をケースに収納してください 



リモートコントローラ 

概要 

このセクションでは、リモートコントローラの機能と、PowerEgg のフライトを制御し、空撮をする方法につ

いて説明します。 PowerEgg には、スタンダードコントローラとモーションコントローラの 2 種類のリモート

コントローラがあります。モーションコントローラーは GPS が必要なため、屋内や GPS 信号の弱い環境では

使用できません。 

スタンダードリモートコントローラについて 

PowerEgg スタンダードコントローラは、自動離陸と着陸、ランディングギアの展開、格納、ジンバルカメラの

ピッチとヨーの操作、3 軸ジンバルカメラで写真やビデオ撮影を行います。 PowerEgg スタンダードコントロ

ーラに内蔵された充電式電池は 3,000mAh の容量を持ち、20 時間連続使用できます。現在のバッテリレベル

は、バッテリレベルインジケータを介してチェックすることができます。スタンダードコントローラには GPS

受信機が内蔵されています。E モードは、GPS 信号が良好な場合にのみ、利用可能です。GPS 信号が弱い場所

では、航 PowerEgg を始動させることはできません。PowerEgg の GPS 信号と測位システムまたはビジュアル

ポジショニングシステムの信号が良好な場合（緑のインジケータがゆっくりと点滅）、PowerEgg は N モードで

飛行することができます。 

規格：PowerEgg リモートコントローラは、CE 規格と FCC 規格の両方に準拠しています。 

コントロールのモード：リモートコントローラはモード 1 とモード 2 があり、専用アプリ Vision +内で設

定することができます。初心者はモード 2 で操作することを推奨します。 

モード 2：上/下を制御するジョイスティックは、リモコンの左ジョイスティックです。 

モード 1：上/下の制御用のジョイスティックは、リモコンの右のジョイスティックです。 



図に示した位置の電源スイッチを左から右にスライドさせることによって電源を入れることができます。接続状態

は、通知音によってする識別することができます。ビープ音が 1 秒間再生される場合は、リモートコントローラと

PowerEgg との間の通信接続が成功したことを示します。電源スイッチを右から左にスライドすることで、コントロ

ーラをシャットダウンすることができます。 

スタンダードリモートコントローラの操作方法 

スタンダードリモートコントローラの電源の入れ方 

スタンダードリモートコントローラの電源の入れ方 

スタンダードリモートコントローラの充電 

1.充電器を AC 電源（100-240V、50 / 60HZ）に接続します。 

2.バッテリを充電器に接続します。  

3.充電中に、スタンダードリモートコントローラをオフにすると、バッテリレベルインジケータが赤色に変わり、満

充電になると緑色に変わります。  

4.充電中にスタンダードリモートコントローラをオンすると、バッテリーレベルインジケーターに現在のバッテリー

レベルが表示されます 

電源スイッチをオンにする 



 
バッテリレベルインジケータ 

 30%以上 10%～30% 10%以下 

スタンダードリモートコントローラのバッテリは、PowerVision 専用充電器で充電してください。社外製品で充電

したことにに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。 

 

スタンダードリモートコントローラ

満充電まで約 3.5 時間 

•スタンダードリモートコントローラの操作（モード 2） 

左ジョイスティック：航空機の上下の動きを上下に制御します。 左右の動きで水平回転を制御します。  

右ジョイスティック：上下の動きでを前進、後退を制御します。 左右の動きで左右の水平移動を制御します。 



モード 2：リモートコントローラの左ジョイスティックが上昇/下降を制御します。 

モード 1：リモートコントローラの右ジョイスティックが上昇/下降を制御します。 

モーターの始動：両方のジョイスティックを「V」のように下部中央に向けて 2 秒以上保持するとにロックを解

除します。左ジョイスティックを右下に、右ジョイスティックを左下に押します。 

 

緊急停止：緊急時には、右スティックを左下に下げながら、リターンボタンを振動がするまで長押しをする。緊

急時に使用することができ、PowerEgg のモーターが停止します。通常の状況下では、着陸後、スロットルを２

秒以上下げるとモーターは自動的に停止します。 

 

自動離陸/着陸ボタン：PowerEgg が離陸していないときは、振動があるまで飛行機がキーを押し続けます。

PowerEgg が離陸後は、振動があるまでキーを押し続けると、PowerEgg は自動着陸をします。着陸の過程でキ

ーを短く押すと、自動着陸を停止します。 

 

リターンボタン：PowerEgg が飛行中、リターンボタンを振動があるまで押し続けると、PowerEgg は自動でリ

ターンポイントまでリターンします。PowerEgg がリターン中にキーを短く押すと、PowerEgg は自動でリター

ンを中止します。 

 

ランディングギアボタン：ランディングギア制御用です。キーを長押しをすると、ランディングギアを引き込み

ます。キーを短く押すと、ランディングギアを展開することができます。 

左スティック 右スティック 

上昇・下降 右回転・左回転 前進・後退 右・左（平行移動） 



 

左ダイヤル：ジンバルピッチをコントロールします。 

右ダイヤル：ジンバルヨーをコントロールします。 

左ボタン：キーを短く押すとジンバルを元の位置に戻します。振動があるまで長押しをすると、ジンバルが下に向

きます。キーを 2 回短く押すと、セルフィ―モードに切り替わります。 

右ボタン：写真を撮るにはキーを短く押します。振動があるまでキーを長押しすると、動画撮影がスタートします。

動画撮影中に振動があるまでキーをを長押しすると、撮影がストップします。 

モードスイッチ： P：プロフェッショナルモード（マニュアルモード）。 N：ノーマルモード(GPS モード)。 E：

イージーモード（ヘッドレスモード）。 

 

•スタンダードリモートコントローラのインジケータ 

 

スタンダードリモートコントローラのインジケータには３色の表示があります。インジケータは、電源が入ってい

るときのバッテリ残量を表示します。コントローラの充電中のインジケータは赤色で充電中を示します。リモート

コントローラが完全に充電されているときは、インジケータは緑色で、フル充電を示します。フライト中に緊急警

報が発生した場合、現在の色で 1 秒に 4 回点滅します。 

•アラーム 

アラームの意味 
ボタンのバックライト

の状態 

バッテリインジケータ

の状態 
ブザー音 

自動離陸・着陸 
自動離陸・着陸ボタン

のバックライトが点灯 
無し 無し 

自動リターン 
リターンボタンのバッ

クライトが点灯 
無し １回ブザー音が発生 

ローパワーアラーム 無し 赤色点灯 ４回ブザー音が発生 

GPS 信号無し 無し 

現在のバッテリレベル

の表示色を毎秒 1 回、

点滅 

無し 

 



PowerEgg 未接続 無し 
赤、緑、青の点滅が 

3 回 
無し 

GPS 信号の受信状態が

変化した 
無し 無し 短音 1 回 

PowerEgg と接続し

た、または切断した 
無し 無し 

接続：ド・レ・ミ・ファ 

切断：ファ・ミ・レ・ド 

 

・スタンダードリモートコントローラの準拠規格 

PowerEgg リモコンは、CE 規格と FCC 規格の両方に準拠しています。 

モーションコントローラについて 

PowerEgg モーションコントローラは、PowerEgg の高度、前進、後退、左右の飛行を制御できます。モーショ

ンコントローラは、自動離陸/着陸、自動リターン、ワンクリックでのセルフィ―、3 軸ジンバルカメラのコント

ロール、写真とビデオ撮影を統合したシステムです。ユーザーは、このコントローラで、PowerEgg を簡単に操

作することができます。。 PowerEgg モーションコントローラに内蔵されている充電式バッテリは、1,500mAh

の容量を持ち、10 時間連続して動作することができます。現在のバッテリレベルは、バッテリレベルインジケー

タを介してチェックすることができます。スタンダードリモートコントローラには GPS 受信機が内蔵されてお

り、PowerEgg の GPS 信号とリモコンの状態が良好な場合にのみ利用できます。モーションコントローラの使

用は GPS 信号が弱い環境、または GPS 信号がない（屋内、市街地など）場所では利用できません。 

※PowerEgg モーションコントローラは、CE 規格と FCC 規格の両方に準拠しています。 

 



モーションコントローラの操作 

モーションコントローラは、電源スイッチを左から右にスライドさせることによって電源を入れることができます。モ

ーションコントローラの接続状態は、通知音によって区別することができます。1 秒間サウンドが発生した場合は、モ

ーションコントローラと PowerEgg との間の通信接続が成功したことを示します。リモコンをシャットダウンするに

は電源スイッチを右から左にスライドしてください。 

モーションコントローラの電源の入れ方 

スイッチをオンにする 

モーションコントローラの充電について 

1.充電器を AC 電源（100-240V、50 / 60HZ）に接続します。 

2.モーションコントローラの電源をオフにし、充電器を接続します。  

3.充電中はバッテリーレベルインジケータが赤色に変わり、完全に充電されると緑色に変わります。 

4.充電中、モーションコントローラの電源をオンにすると現在のバッテリ残量がが表示されます： 



モーションコントローラのバッテリは、PowerVision 専用充電器で充電してください。社外製品で充電したこと

にに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。 

モーションコントローラの操作 

モーターのスタート：上昇ボタンを短く押してから降下ボタンを押し続けます（1 秒以内）。その後、プロペラ

のロックが解除され、モータがスタートします。 

緊急停止：緊急時は、ジョイスティックを上、降下ボタン、カメラ撮影ボタンを同時にを 2 秒間押して緊急停止

します。緊急停止時にはモータがすべて停止します。通常のフライトでは、PowerEgg が着陸すると自動的にモ

ーターが停止します。 

バッテリレベルインジケータ 

30%以下 10%～30% 10%以下 

モーションコントローラ 

満充電まで約２時間 

  



自動離陸/着陸ボタン：PowerEgg が地上にいるとき、振動のあるまでキーを押し続けると自動的に離陸します。離陸後

にキーを振動があるまで押し続けると自動で PowerEgg は着陸します。 

 

リターンボタン：PowerEgg が飛行中、リターンボタンを振動があるまで押し続けると、PowerEgg は自動でリターン

ポイントまでリターンします。PowerEgg がリターン中にキーを短く押すと、自動リターンを中止することができます。 

 

上昇ボタン：PowerEgg を上昇させることができる。 

 

下降ボタン：PowerEgg を降下させることができる。 

 

セルフィーボタン：振動があるまでキーを押し続けることで、セルフィー撮影をすることができます。 

 

撮影ボタン：ボタンを短く押して写真撮影をします。ボタンを振動があるまで長押しをすると動画撮影をスタートしま

す。もう一度長押しをすると動画撮影を停止します。 

 

ジョイスティック：3 軸ジンバルカメラのピッチ、ヨーをコントロールします。 

 

モーショントリガー：モーショントリガーを押している間、モーションコントローラを前後に傾けることで、PowerEgg

の前進と後退をコントロールすることができます。また左右に傾けることで、左右の制御することができます。トリガー

を離すと、ホバリングをします。 

 

※モーションコントローラは GPS 信号を取得することができない室内では使用することができません。スタンダードリ

モートコントローラを使用してください 

モーションコントローラの使用例 



モーションコントローラのインジケータ 

モーションコントローラには、3 つの色のバッテリインジケータがあります。 インジケータは、電源が入って

いるときのバッテリ残量を表示します。充電中のインジケータは赤色で充電中を示します。 リモートコント

ローラが完全に充電されているときは、インジケータは緑色で、フル充電を示します。 フライト中にエラーが

発生した場合、現在の色で 1 秒に 4 回点滅します。 

アラーム 

アラームの意味 
ボタンのバックライト

の状態 

バッテリインジケータ

の状態 
ブザー音 

自動離陸・着陸 バックライトが点灯 無し 無し 

自動リターン バックライトが点灯 無し ブザー音が１回 

ローバッテリアラーム 無し 赤点灯 ブザー音が４回 

GPS 信号なし 無し 
現在バッテリレベルの

ライトが点滅 
無し 

PowerEgg 未接続 無し 
赤、緑、青の点滅が 

３回 
無し 

GPS 信号の受信状態が

変化した 
無し 無し 短音一回 

PowerEgg と接続し

た、または切断した 
無し 無し 

接続：ド,レ,ミ,ファ 

切断：ファ,ミ,レ,ド 

 



ベースステーション 

ベースステーションについて 

このセクションでは、PowerEgg ベースステーションの使い方と注意事項について説明します。 PowerEgg ベ

ースステーションの動作周波数帯域は 2.4GHz です。ベースステーションは、高度な 4K / HD 画像伝送システ

ムを統合し、空撮画像をモバイル機器に直接出力することができ、スマートフォン、タブレットをサポートする

ことができます。 

ベースステーションの操作 

電源の入れ方 

電源ボタンの近くのインジケータが点灯するまで、電源ボタンを 3 秒間押します。使用後にベースステーシ

ョンをシャットダウンする必要がある場合は、すべてのインジケータが消灯するまで電源スイッチキーを 3

秒間押してください。 

ベースステーションの接続 

ベースステーションを接続するには、PowerEgg およびベースステーションの電源入れてから約 35 秒間待

機してください。電源ボタンの横にある 3 つの LED ライトが常に点灯している場合、ベースステーションは

正常に PowerEgg に接続されています。次の図を参照してください。 



LED ライトの数が信号の強さを表しています 

ベースステーションのペアリング 

ステップ： 

1.PowerEgg とベースステーションの電源を入れ、PowerEgg がイニシャライズされるまでを待機します。 

2. Vision +を使用してベースステーションに接続します。  

3.テールステータスインジケータが青色でゆっくりと点滅するまで、PowerEgg の電源ボタンを 10 秒間押し

ます。3 秒後、テール・ステータス・インジケータが青色で遅い点滅から点灯に変わるまで、電源ボタンを 10

秒間押すと、PowerEgg はペアリングモードに移行します。 

電波の強さ 



次の図のように Vision+内のペアリングボタンをクリックします 

 

5.操作が成功すると、Vision +からペアリングが正常に完了したメッセージが表示されます。 

ペアリングの解除 

ステップ： 

1.PowerEgg の電源とベースステーションの電源を入れ、PowerEgg とベースステーションの接続を待ちます。 

2. Vision +を使用してベースステーションに接続します。 

3. Vision +の「ペアリングを解除する」をクリックして、PowerEgg とベースステーションのペアリングを解除

します。ベースステーションの青色 LED ライトが点滅する状態になると、ペアリングが解除されたことを意味し

ています。 

 



ベースステーションの充電 

ベースステーションは専用充電器を使用して、5 時間充電する必要があります。充電には赤の MicroUSB

ケーブルを使用してください。 

ベースステーション 

満充電まで約 5 時間 

ベースステーションバッテリレベルインジケータ 

ベースステーションは 6,000mAh のバッテリを内蔵しています。現在のバッテリレベルは、バッテリレベ

ルインジケータでチェックすることができます。 

バッテリレベルインジケータ 

６０％以上 ２０％～６０％ ２０％以下 

準拠規格について 

PowerEgg ベースステーションは、CE 規格と FCC 規格の両方に準拠しています 



４K ジンバルカメラについて 

このセクションでは、4K UHD ジンバルカメラの動作範囲と動作モードについて説明します。3 軸ジンバル

は、PowerEgg の振動をカメラに伝えることを防ぎ、安定して滑らかなをビデオを撮影することができま

す。制御精度は最大 0.05°です。ユーザーは、コントローラのホイールでピッチとヨーをコントロールする

ことができます 

３軸ジンバルの使い方 

動作モードについて 

・ノーマルモード 

3 軸ジンバルのロール方向は常に水平になるように自動制御されます。ピッチとヨーはコントロール可能

ですが、ローリングはコントロールできません。 

・FPV モード 

3 軸ジンバルのロール方向の動きは、PowerEgg のロール方向の動きに従います。それにより、ユーザは、

1 人称視点の映像を見ることができます。 

注意事項 

1.電源を入れる前に、PowerEgg の 4 つのアームと底面のカメラカバーをとりはずしてください  

2. 3 軸ジンバルとカメラへの影響を避けるために、PowerEgg の着陸前に必ずランディングギアを展開

してください。 

3.離陸する前は PowerEgg を平らな地面に置き、電源を入れた後はジンバルやカメラアセンブリに衝撃

を与えないでください。 

４Kジンバルカメラ 



Vision+について 

Vision+とは 

APP のダウンロード 

Vision+は、PowerVision の製品すべてに使用することができる統合ソフトウェアです。ユーザは

PowerEgg のステータス情報を取得でき、Vision +を介して PowerEgg、3 軸ジンバル、カメラモジュー

ルをコントロールすることができます。 

右側の QR コードをスキャンして Vision + APP をダウンロードす

るか、または APP Store、GooglePlay からダウンロードし、Vision 

+または www.powervision.me でチュートリアルビデオをご覧

ください。 

Vision+の説明 

カメラからのリアルタイムストリーミング、ジンバル調整、ウェイポイントの設定、フライトモード、

電子フェンス機能と自動リターン、フライトログ、空撮写真やムービーの管理などをすることができま

す。 

Vision+の機能について 

Vision+の機能について 

Vision+の機能について 

・トップ画面 

Vision +を起動します。インターフェイスにはデフォルトでスマートフライトページが表示されます。 

一番下のナビゲーションバーには、スマートフライト、アルバム、サービス、マイページが表示されます。 



・セルフチェック 

PowerEgg との接続が完了後、「フライトスタート」をクリックします。その後は自動でセルフチェックが開始さ

れます。フライトは、PowerEgg がセルフチェックに合格した場合のみ可能です。セルフチェックに失敗した場合

は、フライト前に問題を解決する必要があります。 



・表示されるパラメータ 

 

PowerEggの高度：値がない場合は N / A を表示し、値がある場合は PowerEgg の現在の高度を表示します。 

距離：PowerEgg とオペレータとの間の距離。 

垂直方向の速度：PowerEgg の垂直上昇および下降の速度。 

水平速度：現在のレベルでの PowerEgg のフライト速度。 

フライト時間：PowerEgg のフライト時間。 

衛星信号：PowerEgg の GPS によって受信された衛星信号の数。PowerEgg は、衛星信号を介してフライト経路お

よび軌跡を誘導することができる。 20 は、PowerEgg の GPS によって受信される可能な信号の最大数である。 

ベースステーション信号：信号の強さは、情報を送受信するための PowerEgg およびベースステーションの動作に影

響を与えます。 

機器の接続状態：機器の接続状態に関する情報の表示。 

PowerEggのバッテリ残量：値がない場合は N / A を表示し、値がある場合はパーセント（100％）を表示します。 

ベースステーションのバッテリレベル：値がない場合は N / A を表示し、 

値があればパーセントで表示されます（100％）。 

スマートフライトメニュー：ウェイポイントプランニング、フライトモード、リターンポイント設定、セーフモード

設定などがあります。 



・自動リターン 

自動リターン：PowerEgg はホームポイントに自動的に戻ります。 「リターンポイント」が設定されている場合

は、ユーザが割り当てられた場所に戻ります。 「リターンポイント」が設定されていない場合は、離陸ポイント

に戻ります。詳細については、「スマートリターン」を参照してください。 

 

・ルート設定 

「ウェイポイントを設定」をクリックして、マップ上にポイントを作成します。各ウェイポイントの速度、高さ、

ホバリング時間および他のパラメータを設定することができます。ウェイポイント設定が完了したら、[開始]を

クリックすると、PowerEgg は自動的にフライトミッションを実行します。 



・フライトモード 

フライトモードには、オービットモード、セルフィーモード、フォロミーモードがあります。 

 

オービットモード：PowerEgg は、Vision+ソフトウェアでユーザーが設定したポイントを周回します。 

フォロミーモードフォロミーモードは、PowerEgg はリモートコントローラの位置を一定に保ちながらユ

ーザーを追跡するモードです。使用するためにはリモートコントローラ起動し、GPS が正常であることを

確認してください。 

セルフィーモード：セルフィーモードが開始されると、PowerEgg はリモートコントローラの位置に正面

を向けるように自動的に回転します。 

・リターンポイント設定 

リターンポイント設定には、現在位置、PowerEgg 出発地点（デフォルト値）、およびマップ上のポイント選択

が含まれます。 

 

ユーザーの位置：PowerEgg は自動的に現在のリモートコントローラの位置に戻ります。 

 

PowerEggの離陸地点：PowerEgg は自動的に記録された、離陸地点に戻ります。 

 

地図上で選択された場所：地図上で任意のリターン位置を選択し、その地点に戻ります。 



・電子フェンス 

[安全エリア]をクリックして、マップ上の安全エリアを選択します。PowerEgg は選択されたゾーンの安全エリア

内をフライトします。PowerEgg が電子フェンスの外をフライトした場合、自動的にリターン機能が発動します。

安全エリアに入ると元のモードでフライトを継続することができます。 

・ポジショニング 

ポジショニング：ユーザーの位置と PowerEgg の位置を切り替えて表示する。PowerEgg に接続されていな

い場合、ユーザの位置のみ利用可能です。PowerEgg に接続されている場合はと PowerEgg とユーザー位置

の両方を表示することができます。 

・レイヤーの切り替え 

地図と衛星写真を切り替えることができます 



マップ方向のロック 

マップの向きはデフォルトでロックされます。 

マップロック中： 

スマートフォンを回転しても地図の向きは変わりません。 

マップロックが解除中： 

地図の向きは、スマートフォンを左右に回転させることで変わります。 

  

・リアルタイムストリーミング 

PowerEgg はベースステーション、スマートフォン(Vision+)と無線で接続され、PowerEgg で撮影している映像を

Vision に送信し、ユーザは Vision +を介してリアルタイムで確認することができます。 

 

・カメラ設定 

カメラの設定には、ビデオ撮影、画像撮影、フォトアルバム、カメラパラメータの設定が含まれています。 

ビデオ撮影：カメラを制御してビデオを撮影します。 

画像撮影：カメラを制御して画像を撮影します。 

フォトアルバム：フライト中 PowerEgg で撮影されたビデオや画像をキャッシュすることができます（オリジナル画

像はカメラの SD カードに保存されます）。 

カメラパラメータの設定：カメラの解像度、フォーカスモードなどのパラメータを設定します。 

・設定 

ユーザは、フライト、リモートコントローラ、映像送信、バッテリ、3 軸ジンバル、その他のオプションを設定し

て、ユーザーの要求に応えることができます。 



・フライトコントロールの設定 

 

PowerEggの姿勢とコンパスの較正： 

PowerEgg の磁力センサーが異常である場合には、その指示に従って手動で磁気較正を行う必要があります。 

ドローン着陸範囲： 

低バッテリ自動着陸をするバッテリ残量を設定します。 

飛行禁止制限： 

飛行禁止制限がオンに切り替えられたとき、PowerEgg はロック解除された方法でゾーン内をフライトするこ

とができない。 

・リモートコントローラの設定 

リモートコントローラのキャリブレーション：リモートコントローラがキャリブレーションを必要とすると

き、その機能を使用してキャリブレーションすることができる。 

スティックモード：ユーザは自分の必要に応じて適切なジョイスティックモードを選択することができます。 

EXP：ユーザは EXP を設定することができます。 



・リンク設定 

 

チャンネルの設定： 

ユーザは周囲の環境に応じてチャネルを選択して、最適なフライトを実現することができます。 

 

録画ビットレート設定： 

ユーザは必要に応じてリアルタイムストリーミングのビットレートを設定することできます。 

・バッテリ設定 

 

メイン画面の電圧表示： 

スイッチをオンにすると、メイン画面に現在のバッテリ残量のパーセンテージと電圧の両方が表示されま

す。さらに、PowerEgg 用バッテリの詳細はこちらでご覧いただけます。 



メディア 

サービス 

PowerEgg によって撮影された写真やビデオの管理をすることができます。また写真やビデオをアップロー

ド、ダウンロード、共有、編集、削除することができます。 

サービスには、フライトアカデミー、テクニカルサポート、メンテナンス申請が含まれています。 

フライトアカデミー 

フライトアカデミーでは、チュートリアルビデオ、メッセージ、その他の情報を見ることができます。 

 

テクニカルサポート 

テクニカルサポートは、PowerEgg に関する質問にお答えし、電話、電子メール、および関連サービスを

提供します。 

メンテナンス申請 

メンテンナンス申請は PowerEgg の修理を申請することができます 



フライト 

フライト制限エリア 

PowerEgg の操縦者は、政府機関や監督官庁の定めるすべての規則に従わなければなりません。

PowerEgg が制限されていない地域からこれらの制限区域に入ると、フライトを継続するかどうかをユ

ーザーが選択できます。PowerEgg が制限区域からフライトを開始すると、Vision +はユーザーにロッ

クを継続してフライトを開始するかどうかを選択するメッセージが表示されます。 

フライト条件と注意事項 

・フライト環境要件 

1.風雨（風速>スケール 5）、雪雨、雨天などの天候ではフライトしないでください。 

2.PowerEgg は広い場所でフライトすることを推奨しています。高電圧ケーブル、塔、通信基地局、また

は送信塔などの強力な干渉設備を避け、GPS 信号の効果的な受信とリモートコントローラの効果的な通信

に影響を与えないようにします。 

3.フライト性能は、高度(海抜 5,000m 以上）の場合、PowerEgg バッテリーや電力システムの性能低下

の原因になるので注意してください。 



4.GPS モードは南極環または北極圏では使用できません。ビジュアルポジショニングシステムのみ使用可能

です。 

人、木、電線、高層ビル、空港、電波塔から離れてください。電波塔、高圧電線、変電所、大型の

金属製の金属構造は、リモコン信号やコンパスを妨害し、フライトの安全を脅かす可能性があり

ます。 

雨、スモッグ、雪、竜巻、強風（10m / s 以上の速度）を含む厳しい気象条件ではフライト

しないでください。 

回転するプロペラに触れないでくだ

さい。重大な人身事故を引き起こす

可能性があります。 

次の Web サイトを参照してください：

http://knowbeforeyoufly.org/air-space-map/ 

広く障害物のない場所 GPS 信号が良好

であること 

ドローンを目視

できること 

高度が 120m 以下

であること 



Vision +との接続方法について 

1.スタンダードリモートコントローラ/モーションコントローラとベースステーションを起動します。 

2.スマートフォンをオンにし、WiFi：PowerEgg_Station_xxxxxx:パスワード：1234567890 に接続します。 

3. Vision +を起動します。約 30 秒後、デバイスが接続されていることが表示されたら、[フライトスタート]を

タップします。 



4. 屋外でフライトする場合で P / N / E モードを使用するときは、ステータスインジケータが緑色になる

まで待ってください。緑の表示が出た場合、スタンダードコントローラまたはモーションコントローラの

ステータスインジケータは緑色に変わります。この表示は、PowerEgg のロック解除とフライトの準備が

整っていることを示しています。 

*PowerEgg の Wi-Fi 通信周波数は 5G です。 5G Wi-Fi をサポートしていないデバイスは、ベースステ

ーションに接続できません。 Wi-Fi パスワードは変更またはリセットすることができます。 **不慣れ

な場所で PowerEgg をフライトするには、ベースステーションを接続する前にインターネットに接続し

て、APP を開いて地図を拡大して、データをローカルキャッシュに保存して、フライト中の地図の通常

の表示に影響を与えないようにしてください。 

 

5.電源ボタンを 3 回押すと、ランディングギアが自動的に閉じます。プロペラを展開した後、逆の手順

でアームを格納することができます。ロック解除スイッチは人差し指で外側に引っ張ることで、アーム

を動かすことができます。 



コンパスキャリブレーション 

・注意事項 

 

コンパスはフライト前に校正する必要があることがあります。コンパスは外部の複雑な環境に敏感であるため、

コンパスをキャリブレーションするときは、コンパスの精度を確保するために次の事項に注意する必要がありま

す。これは PowerEgg の理想的な状態を保証するためです。  

1.キャリブレーションは、磁気、鉱山、駐車場、または地下鉄を使用した建設エリアなどの強い磁界から離れた

場所で行わなければなりません。  

2.携帯電話やキーなどの磁気アイテムは持たないでください。  

3.コンパスを室内でキャリブレーションしないでください。 

 

・コンパスキャリブレーション手順 

 

1.Vision+アプリを開きます。デバイスが接続されていることを確認した後、「フライトスタート」をタップ、イ

ンターフェースに入り、メニューバーの右上にある「セットアップ」をクリックします。次に、フライトコント

ロール設定の「ドローンの姿勢とコンパスの校正」を選択し、「校正」をタップする、キャリブレーションインタ

ーフェースに入ると、キャリブレーションが開始されます。 

 

2.図に示すように、インターフェイスに 6 つの設定位置があります。まず、1 つの位置に保ちます。PowerEgg

の対応する位置の画像が黄色になると、方向が識別されたことを示す。次に、PowerEgg を現在の位置の垂直軸

の周りに回転させます。画像の色が緑色に変わると、この方向のキャリブレーションが完了したことを示します。

次に、同じ方法で他の位置をキャリブレーションします。 



電源ボタンが前向き 電源ボタンが後ろ向き 

電源ボタンを下向き 電源ボタンを上向き 

3.インターフェイスの 6 つの設定位置がすべて緑色の場合、キャリブレーションは完了です。 

 

・再キャリブレーションが必要な条件 

1.フライト場所が最後のキャリブレーション場所から離れている場合。 

2.フライト中に回転するとき、直進ができない場合。 



モーターの始動/停止 

・モーターを始動する 

リモートコントローラを接続し、スティックを図のように下げると、モーターが始動します。モーターが始

動したら、ジョイスティックをすばやく放します。 

ジェスチャーベースのリモコンの場合は、上昇キーを押してから、降下キーを押し続けてモーターを始動し

ます。モーターが始動したら、キーを素早く離します。 

・モーターを停止する 

通常の状況下では、PowerEgg が地上に着陸した後、ユーザは、ジョイスティックを中央に戻し、または下方に戻

す。この動作で、PowerEgg のモーターはシャットダウンします。 

上昇ボタンを押す 

降下ボタンを押し続ける 

モード 2 モード 1 



 

・フライト中のモータ緊急停止方法 

 

フライト中のモータシャットダウンは、人身事故を最小限に抑えるために緊急停止が必要な特殊な状況（群衆に衝突

した場合など）の場合にのみモータを停止させるために使用することができます。注：PowerEgg は地面に落下しま

す。スタンダードリモートコントローラ（モード 1）：上昇 / 降下ジョイスティックを下に、ヨージョイスティック

を左に引き、リモートコントローラのリターンボタンを振動があるまで、押したままにします。 

 

スタンダードリモートコントローラー（モード 2）：上昇・下降ジョイスティックを左下に引いて、コントローラ

が振動するまでリターンボタンを押し続けます。 

モーションコントローラコントローラ：コントローラが振動するまで、下降ボタン+カメラボタンを押しなが

らジョイスティックを上に押します。 



ベーシックフライト 

1.PowerEgg、バッテリー、リモートコントローラ/ベースステーション、PowerEgg をパッケージから取

り出します。 

2.4 本のアームを順に開きます。 

3.PowerEgg のトップカバーを開いて、バッテリを本体に入れ、トップカバーを閉じます。 

4.下部カバーを取り外します（電源を入れて初期化したときに 3 軸ジンバルが損傷する可能性があります）。 

5.電源ボタンを一度短く押した後、もう一度長く電源ボタンを押し、PowerEgg の電源を入れます。

PowerEgg がイニシャライズされるのを待ちます。 （LED 点滅）。 

6.ランディングギアを展開するために、電源ボタンを 3 回連続して押します。 

7.PowerEgg を平らな地面に置きます。 

8.リモートコントローラ - ベースステーション - デバイスを接続します。 

リモートコントローラ 

スタンダードリモートコントローラ 

スタンダードリモートコントローラにベースステーションを挿入します。スタンダードリモートコントローラ - 

ベースステーションをデータケーブルで接続します。ベースステーションのホルダにデバイスを固定します。 

モーションコントローラコントローラ  

データケーブルを使用して、モーションコントローラ - ベースステーションを接続します。ベースステーショ

ンのホルダにデバイスを固定します。デバイスを PowerEgg_Station_xxxxxx に接続します。Vision +を開い

て初期化状態にします（N モードのリモートコントローラと GPS 信号のない E モードではアラームが送信され

ますが、屋内ではスタンダードリモートコントローラを P モードに切り替えることを推奨します） 

9. Vision +初期化が完了するのを待ってから、APP インタフェースに「デバイスが接続されました」と表示

されます。 「フライトスタート」をクリックして Vision +のインターフェースに入り、APP インターフェ

ースは PowerEgg の状態データ、フライトモードおよび他の情報を表示する。 

10.PowerEgg ステータスインジケータがゆっくりと黄色または緑色に点滅するまで待ちます。これは、

PowerEgg が準備完了状態であることを示します。 

11.スタンダードリモートコントローラまたはモーションコントローラの E モードを使用する場合は、GPS

の測位が必要であり、リモコンの緑色のインジケータが点灯している状態で使用することができます。 

12.リモートコントローラを使用してモーターを始動させ、アイドリング状態にしてください。 

13.PowerEgg の緑色のライトがゆっくりと点滅するときは、自動離陸モードを使用できます。 



14.リモートコントローラを使用して、ジョイスティックをゆっくりと押して離陸させることもできます。 

15.降下が必要な場合は、ゆっくりと着実に地上に着陸するように、ジョイスティックをゆっくりと下ろします。 

16.着陸後、昇降/降下ジョイスティックを最低位置に引き、モーターが停止するまで 2 秒以上押し続けます。 

17.シャットダウン後、まず PowerEgg をオフにしてからリモートコントローラをオフにします。 





 


