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PowerDolphin

PowerDolphin is a water-surface vehicle that can sail autonomously. Equipped with a robotic camera 

arm the PowerDolphin can shoot 4k video and take12 MP photos above and below the water surface. 

In addition, you can attach the PowerSeeker sonar to the bottom of the PowerDolphin, to locate fish, 

check water temps, and render terrains. You can also attach our bait container or attach a fishing line 

to the payload feature on the back of the PowerDolphin for precise bait drops. The remote controller 

and the Vision+ 2 App provide real-time image transmission and many other features.

 On/Off button

Radio antenna

 Propeller

 Payload system

 Hook

 Fitting pin

 Camera electric joint

 Camera manual joint

Battery cover

Rubber plug

microSD card slot

 Reset button

Micro USB port

Intelligent battery

Fish finder port
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You can use the remote controller to operate your PowerDolphin wirelessly with a range of up to 2400 

ft, and display real-time zero latency high resolution image’s back to your mobile device through the 

Vision+ 2 App. In addition, the collapsible mobile device stand folds right into the remote and can 

hold any size iOS and android mobile phone.

Remote
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 Mobile device stand

 Antenna

 Control stick

 Mode buttons

 Cruise mode (C)

 Normal mode (N)

 Underwater mode (U)

 Lock/Unlock button

 Smart return button

 Custom button

(Unhook/Bait button by default; 

can be customized in the App)

 Power button

 Charging port (Micro USB)

 Photo button

 Video button

Image transmission port (USB)

16  Camera joint control thumbwheel

• Underwater mode (U): suitable for low-speed, underwater scenarios like snorkeling.
The maximum speed is restricted; the camera electric joint can be adjusted for many different views.
• Normal mode (N): This mode is for general high-speed fun and water-surface FPV 
scenarios.
The maximum speed is 10mph; the camera electric joint in N mode is set to its initial position and 
cannot be adjusted into the water.
• Cruise mode (C): Cruise control function. Take off, release the throttle stick and just steer 
the PowerDolphin.
The maximum speed is 10mph; the camera electric joint in C mode is set to its initial position and 
cannot be adjusted into the water.

[Notes]:To Enter Cruise mode: Hold the throttle stick in a position for 2s then release.
             To Exit Cruise mode: Just move the throttle  stick again to regain speed control. 

16
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Fish finder

Fishing line connector                     Charging port                     Fish luring lamp                                       

 Introduction

 Installation

[Notes]:When the PowerSeeker is connected to another mobile device, it cannot connect to 
PowerDolphin. Make sure the connection to the PowerSeeker of others phones before using with 
PowerDolphin.
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Charging and battery level

 Charging

Download the App to watch the video tutorial of PowerDolphin

Please scan the QR code or go to your App store to download Vision+ 2, 

and watch the video tutorial in the App.

Fish finder charging portFish finder charging portRemote charging port
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 Battery level

1. Remote (LED indicators)

>60% <20% 20%-60%
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3. Intelligent battery

Level

Low High

Prepare PowerDolphin

1. Install the battery and secure it into place.

1. Ensure that the rubber plug is secured into place to guarantee water profing.

2. Make sure that the battery-sealing ring is intact before installing the battery. Damage to the 

rubber seal will result to a unusable battery. The rubber seal can be found under the lip of the 

battery top. 
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2. Snap the battery cover close.

3. Unfold the antennas, and adjust the camera's manual part to a 

proper position.

Ensure that the antennas are vertical before a sailing for the best communication outcome.
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Prepare the remote

1. Unfold the antennas. 2. Lift the maobile device 
stand.

3. Secure the mobile device 
into place.

2

3

 Remote operations

Default operations for control sticks (Also can be 
configured different ways in remote settings in the App)

[Note]Ensure that the antennas 
are at positions 1 or 2 for the best 
communication outcome.

Left control stick Right control stick

Backward

Forward

Turn left Turn right

1

 Lock/Unlock: Press and hold the 
button to lock/unlock the motors.

 Smart return: Press and hold to 
return home, and short press to 
cancel return.

 Unhook/Bait: Press and hold to 
perform bait drop or hook release 
feature, and short press to reset 
function.  

①
②

③
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Sailing preparations

PDO

2. Start the Vision+ 2 App.1. Press and hold the on/
o f f  b u t t o n  t o  t u r n  o n 
PowerDolphin. The blue 
s ide ra i l  l ights  indicate 
power is on.

4. Put the PowerDolphin 
into the water, and use the 
unlock button on the App to 
unlock the device and start 
sailing. 

3. Follow the instructions to 
connect to the Wi-Fi network 
of  the PowerDolphin or 
connect manually.

 Use the Control stick calibration function to customize the 
size of control sticks on the screen and on your phone.

 Mobile device direct connection mode

Tips:

SSID:PDO_VEH_xxx
Password:12345678
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2. Press and hold the power 
button to turn on the remote.

1. Press and hold the on/
off button to turn on the 
vehicle. The blue side rail 
lights indicate power is on. 

4. Put the PowerDolphin into 
the water, and press and 
hold the lock/unlock button 
on the remote to unlock the 
device and start sailing.

3. Start the Vision+ 2 App.

Remote mode
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1. Hang the line on the unhook 
device.

3. Operation complete.

2. Perform the unhook operation.

Or

Unhook
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1. Install the bait drop device.

3.  Operation complete.

2. Perform the bait drop operation.

Or

Remove the device.

PUSH

PULL

Bait
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了解 PowerDolphin

PowerDolphin 是一款可以在水面快速航行并具备自主航行功能的水面机器人。它可以实现水面和水下
1200 万像素的高清拍照以及 4K 视频录制，同时，搭载 PowerSeeker 智能寻鱼器使得它可以进行寻鱼
和地形绘制，结合拖钩机构和打窝器可辅助钓鱼，并通过遥控器、App 终端实现实时图像预览与各项功
能操作。

 开关按键
天线
 推进器
 拖钩 / 打窝舱盖
 挂钩

 锁紧销
 电动云台
 相机手动关节
电池盖
胶塞

Micor-SD 卡槽
 复位按键
Micro USB 接口

智能电池
寻鱼器舱盖
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PowerDolphin 遥控器可支持远程无线操控设备，并可通过 App 在移动端高清显示实时图传。同时，折
叠式移动设备支架可稳定夹持移动设备。

了解遥控器



17
CN

 移动设备支架
 天线
 摇杆
 模式切换开关
 巡航模式（C）
 正常模式（N）

 水下拍摄模式（U）
 加解锁按键
 智能返航按键
 自定义按键

( 默认脱 钩 / 打窝，可通过 App 设置 )

 电源开关

 充电接口（Micro USB）
 拍照按键
 录像按键
 图传接口（USB）

16  云台控制拨轮

• 水下拍摄模式：适用低速、水下拍摄场景
最大速度被限制；电动云台可调节。
• 正常模式（N）：适用一般高速、娱乐、水面 FPV 场景
最大速度无限制；电动云台处于初始位置，不可调节。

• 巡航模式（C）：基于正常模式增加巡航模式
最大速度无限制；电动云台处于初始位置，不可调节。
【注】
进入巡航：油门杆稳定在同一位置 2s 
退出巡航：巡航状态下重新操作油门

16
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了解寻鱼器

鱼线固定位置                        充电口                       诱鱼灯                                       

 寻鱼器介绍

 寻鱼器的安装
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充电及查看电量

 充电

下载 App 并观看 PowerDolphin 教学视频

请扫描上方二维码或在 App store 下载 Vision+ 2 App，并通过 App 观看视
频教学。

电池充电口寻鱼器充电口遥控器充电口
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 查看电量

1. 遥控器（电源 LED 灯指示图示）

寻鱼器 App 界面

>60% <20% 20%-60%
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3. 智能电池

电量

低 高

准备 PowerDolphin

1. 装入电池并锁紧 

1. 务必检查并保证胶塞已经塞紧，以保证密封性能。
2. 安装电池前务必确认电池密封圈状态完好（无脱落、破损、粘附异物等可能影响密封效果的现象）。
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2. 装扣电池机盖

3. 抬起主机天线，掰动相机手动关节直合适位置

确保航行前天线展开至垂直状态以获得最佳通信距离。



23
CN

准备遥控器

1. 展开天线 2. 抬起手机支架 3. 嵌入移动设备

2

3

 遥控器操作
摇杆默认操作模式 ( 可通过 App 设置）

【注】使用时请尽量保证天线在①、②位置，
以获得最佳通讯范围。

左摇杆 右摇杆

前

后

左转 右转

1

 加解锁：长按解锁 / 加锁 
 智能返航：长按返航，短按取消 
 拖钩 / 打窝：长按执行，短按复位

①
②

③
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航行准备

PDO

2. 运行 Vision+ 2 App1. 长按主机开关键开启主机

4. 将 PowerDolphin 主 机 放
入水中，长按遥控器加解锁
按键完成解锁，即可启航

3. 按照 App 连接引导连接主
机 Wi-Fi 或手动连接

 利用摇杆校准功能以适配屏幕摇杆和手机摇杆尺寸

 移动设备直连模式

提示

SSID:PDO_VEH_xxx
Password:12345678
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2. 长按遥控器开关键开启
遥控器

1. 长按主机开关键开启主机

4. 将 PowerDolphin 主 机 放
入水中，长按遥控器加解锁
按键完成解锁，即可启航

3. 运行 Vision+ 2 App

 遥控器模式

准备遥控器
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1. 将线缆挂于拖钩机构上

3. 脱钩完成

2. 执行脱钩

或

拖钩
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1. 安装打窝器

3. 打窝完成

2. 执行打窝

或

拆卸

PUSH

PULL

打窝
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PowerDolphin

PowerDolphin は、水面を素早く航行することができ、自律航法を行うサーフェスロボットです。 
12 メガピクセルの高精細写真と 4K ビデオ録画を地表と水中で同時に行うことができると同時に、
PowerSeeker インテリジェント魚群探知機を装備して魚や地形を検索することができます。リモコン
や App 端末は、リアルタイムの画像プレビューや各種機能操作を実現します。
正確なベイトドロップのために、当社のベイトコンテナーを取り付けるか、PowerDolphin の背面に
あるペイロード機能に釣り糸を取り付けることもできます。リモートコントローラーと Vision+2 アプ
リは、リアルタイムの画像伝送と他の多くの機能を提供します。

 オン / オフボタン
ラジオアンテナ
 プロペラ
 ペイロードシステム
 フック

 フィッティングピン
 カメラ電機ジョイント
 カメラ手動ジョイント
バッテリーカバー
ゴム栓

microSD カードスロット
 リセットボタン
マイクロ USB ポート
インテリジェントバッテリー
魚群探知機ポート



30
JP

リモートコントローラを使用して PowerDolphin を最大 2400 フィートまでの範囲までワイヤレスで
操作し、Vision+2 アプリを介してリアルタイムに即座に高解像度画像をモバイルデバイスに表示する
ことができます。
さらに、折りたたみ式モバイルデバイススタンドは、リモコンの中に折りたたみ、あらゆるサイズの
iOS および Android 携帯電話に収納する事ができます。

リモートコントローラー
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 携帯端末スタンド、
 アンテナ
 コントロールスティック
 モードボタン
 クルーズモード（C）
 ノーマルモード（N）
 水中モード（U）

 ロック / ロック解除ボタン
 スマートリターンボタン
カスタムボタン

（デフォルトではフック / 餌ボタ
ンを外します。アプリでカスタマ
イズできます）

 電源スイッチ

 充電ポート（Micro USB）
 写真ボタン
 ビデオボタン
 画像転送ポート（USB）

16  カメラジョイントコントロ
ールサムホイール

• 水中モード（U）：シュノーケリングなどの低速の水中撮影に適しています。
最高速度は制限されており、カメラの電動パン / チルト部分は調整可能です。
• ノーマルモード（N）：このモードは、一般的な高速での航行や、エンターテインメント目的での利用、
水面上の FPV シーンに適しています。
最高速度は毎時 10 マイルです。 N モードのカメラ電気接続部は初期位置に設定されており、水中で
の調整はできませんが、垂直に調整することができます。
• クルーズモード（C）：クルーズコントロール機能です。離陸後、スロットルスティックを放して、
PowerDolphin を操縦してください。
最高速度は毎時 10 マイルです。 C モードのカメラの電気接続部は初期位置に設定されており、水中
での調整はできませんが、垂直に調整することができます。
[ 注 ] クルーズモードに入るには：スロットルスティックを 2 秒間所定の場所で保持してから離します。
クルーズモードを終了するには：スロットルスティックをもう一度動かして速度制御を取り戻します。
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魚群探知機（PowerSeeker）

釣り糸コネクタ                            充電ポート                         フィッシュルアーランプ                                      

 I はじめに

 インストール

注：PowerSeeker を他のモバイル機器に接続すると PowerDolphin に接続できなくなりますので、
予め PowerDolphin を接続するモバイル機器以外のスマートフォンで PowerSeeker に接続してくださ
い。
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充電とバッテリー残量

 充電

アプリをダウンロードして PowerDolphin のビデオチュートリアルを観る

QR コードをスキャンするか、「App Store」にアクセスして Vision+2 ア
プリをダウンロードし、アプリのビデオチュートリアルをご覧ください。

バッテリー充電ポート魚群探知機充電ポートリモート充電ポート
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 電池残量

1. リモートコントローラー（LED インジケーター）

>60% <20% 20%-60%
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3. インテリジェントバッテリー

Level

Low High

PowerDolphin の準備

1. バッテリーを取り付けて所定の位置に固定します。

1. 確実に防水するために、ラバープラグが所定の位置に固定されていることを確認します。
2. バッテリーを取り付ける前に、バッテリーシールリングに損傷がないことを確認してください。
ラバーシールが損傷すると、使用できなくなる可能性があります。ラバーシールは、バッテリー
トップ口の下にあります。
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2. バッテリーカバーを閉めます。

3. アンテナを広げて、カメラの手動部分を適切な位置に調整します。

最適な状態での通信を行うため、航行する前にアンテナが垂直になっていることを確認してくだ
さい。
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リモートコントローラーの準備

1. アンテナを広げます。 2. モバイルデバイススタン
ドを持ち上げます。

3. モバイルデバイスを所定
の位置に固定します。

2

3

 リモートコントローラーの操作方法
コントロールスティックの基本操作
（アプリのリモート設定からさまざまな方法で設定ができ
ます）

[ ポイント ] 最適な通信を行うため
に、アンテナが 1 または 2 の位置
にあることを確認してください。

左コントロール
スティック

右コントロールス
ティック

後ろを向く

進む

左に曲がる 右に曲がる

1

 ロック / ロック解除：ボタンを押
したままにしてモーターをロック /
ロック解除します。

 スマートリターン：長押しすると
ホームに戻り、短押しするとリター
ンをキャンセルします。

 フックを外す / ベイト：ベイトド
ロップまたはフックリリース機能を
実行するには長押しし、機能をリセ
ットするには短押しします。

①
②

③
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航行の準備

PDO

2. Vision+2 アプリを起動し
ます。

1. オン / オフボタンを押し
続 け て PowerDolphin を オ
ンにします。青いサイドレ
ールライトは電源が入って
いることを表します。

4.PowerDolphin を水中に入れ、アプリ
のロック解除ボタンを使用してデバイス
のロックを解除して航行を開始します。
※これは、アプリのロック解除ではあり
ません

3. 指 示 に 従 っ て
PowerDolphin の Wi-Fi ネ ッ
トワークに接続するか、手
動で接続します。

 コントロールスティック調整機能を使用して、画面上お
よび電話機上のコントロールスティックのサイズをカスタ
マイズします。

 モバイル機器ダイレクト接続モード

ヒント：

SSID:PDO_VEH_xxx
Password:12345678
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2. 電源ボタンを長押しして
リモコンの電源を入れます。

1. オン / オフボタンを押し
続けて車両の電源を入れま
す。青いサイドレールライ
トは電源が入っていること
を示します。 

4. PowerDolphin を水中に入れ、リモー
トコントローラーのロック / ロック解除
ボタンを押したまま、デバイスのロック
を解除し、航行を開始します。 

3. Vision+2 アプリを起動し
ます。

リモートモード
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1. フックを外したデバイスに
釣り糸を掛けます。

3. 操作は完了です。

2. フック解除操作を実行します。

フックを外す

または
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1. ベイトドロップ装置を取り
付けます。

3. 操作は完了です。

2. ベイトドロップ装置を操作
します。

または

装置を取り外します。

押す

引く

ベイト



Specification

Category Item Parameter

PowerDolphin 
Vehicle

Weight ~5 lb
Size 534*230*125mm
Waterproof grade IPX8 (6.6 ft, 0.5 hr)
Operating Temperature 0-40°C (32 ℉ -104 ℉ )
Max. Speed 10mph (Still water)
Max. brightness of 
headlight

220LM, 6500K

Max. Sailing Time

2.5H (Still water, continuous sailing at max. 
speed in mode U) 
20min (Still water, continuous sailing at max. 
speed in mode C or N)

Operating Frequency
FCC/IC/MIC: 2412-2462MHz 
CE/SRRC: 2412-2472MHz

Transmission Power (EIRP)
FCC/IC: ≤31 dBm 
CE/SRRC/MIC: ≤20 dBm

Gimble
Mechanical Range

Manual joint: 0°-110° 
Electric joint: -110°-0°

View Angle  -150°~70°

Camera

Sensor
1/2.3 inch CMOS 
Effective pixels: 12MP

Lens FOV: 132° (in air) f2.5
ISO 100-6400
Max Image Size 4000*3000

Still Photography Modes
Single Shot  
Burst Shooting: 3/5 frames  
Interval: 1s/3s/5s/10s/30s

Video Resolution
4K: 3840 x 2160, 30fps
1080p: 1920 x 1080, 60fps
720p: 1280 x 720, 120/240fps



Category Item Parameter

Camera

Max Video Bitrate 60Mbps
Supported File Systems FAT32, exFAT
Photo Format JPG
Video Format MP4

Supported SD Card
microSD 
Class 10 or UHS-1 rating required 
Max. capacity: 128G

Remote 
Controller

Operating Frequency

FCC/IC: 2412-2462MHz, 5745-5825MHz 
CE: 2412-2472MHz, 5660-5700MHz 
SRRC: 2412-2472MHz, 5725-5825MHz 
MIC: 2412-2462MHz, 5500-5700MHz

Transmission Power (EIRP)

2.4G: 
FCC/IC: ≤30 dBm 
CE/SRRC/MIC: ≤20 dBm 
5G: 
FCC/IC/CE/SRRC/MIC: ≤12 dBm

Max Transmission Distance 

 (unobstructed, free of 

interference)

FCC/IC:  
Remote is 3.5m above the water: 800m 
Remote is 1.5m above the water: 500m 
 
CE/SRRC/MIC: 
Remote is 3.5m above the water: 500m 
Remote is 1.5m above the water: 350m 
 
Tips: The higher the remote is above the 
water, the farther the transmission distance is.

Operating Temperature 0-40°C (32 ℉ -104 ℉ )

Remote 
Controller

Battery 3500mAh
Work Time ~2h
Charge Time ~2h
Supported Mobile Device 

Size

Max thickness: 8.3mm  

Max width: 84mm
Supported USB Port Type Type-A



Category Item Parameter

Mobile device 
connection 

mode

Operating Frequency 2.412GHz - 2.472GHz
Max Transmission Distance 
(unobstructed, free of 
interference)

100m (1.5m above the water; Relative to the 
performace of the mobile device)

Charger

Input 100 - 240V, 50/60Hz

Output
12.6V, 3.76A 
5V, 2A

Power Rating 48W

Intelligent 
battery

Energy 64.64Wh
Capacity 5800mAh
Voltage 10.8V
Max Charging Voltage 12.6V
Battery Type Li-ion
Weight ~460g
Charging Temperature 
Range

0-40°C (32 ℉ -104 ℉ )

Charging Time ~2.5h
Max Charging Power 63W

App

Name Vision+ 2
Live View Quality 1080p@30fps, 720p@30fps

Latency
<300ms  (depending on environmental 

conditions and mobile device)
Required Operating System iOS 8.0 or later, Android 5.0 or later




