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取扱説明書および保証書

右のQRコードよりご覧いただけます。

詳しい使用方法、取扱説明書は
こちらからご確認ください。
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日本公式ページ



本格3軸スマホジンバル

2. 各部名称

1. 構成品

SNOPPA ATOM2は、ポケットサイズのオート折りたたみ式スマホ用3軸ジンバルです。
コンパクトでどこにでも持ち運べ、ワンアクションで自動開閉。三脚や伸縮するハンドル
も内蔵。スマートフォンを取り付けるだけでスピーディーな撮影が可能です。

1. スマートフォンホルダー

2. スマートフォン装着センサー

3. ロール軸

4. アーム

5. パン軸

6. チルト軸

7. マルチジョイスティック

8. シャッター/ファンクションボタン

9. 伸縮自撮り棒

10. ハンドル/ミニ三脚

11. ストラップホール

12. USB-Cポート

13. バッテリー表示LEDランプ

マルチジョイスティックによるジンバル角度調節は
アプリ非接続時も利用できます。
シャッター/ファンクションボタンは
Bluetooth、専用アプリに接続時のみ利用可能です。

ジンバル本体 充電用
USB-C to Cケーブル

クイックスタートガイド
および保証書
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バッテリー表示LEDランプ

SNOPPA ATOM2のアーム部分を
30°ほど持ち上げると、ジンバルが起動します。
自動展開してスタンバイモードになります。

3.1　ジンバルの起動

3.2　充電

3. 使用方法

展開

付属の充電ケーブルを使用して充電します。

※ ジンバルを使用する前には満充電までの充電をおすすめします。

充電状況

充電中

満充電

使用上の注意

(1) 最初に使用する際は、事前にジンバルを満充電してください。
(2) ジンバルを使用していないときは電源をオフにしてください。
(3) スマートフォンを横向きになるように取り付けてください。

点灯

点滅

本格3軸スマホジンバル
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3.3　スマートフォンの取り付け

3.4　スタビライズの開始

ジンバルに取り付ける前にスマートフォンからケースを取り外す
ことをおすすめします。

スマートフォンの画面を横向きに、カメラが左側になるよ
うに取り付けます。スマートフォンホルダーを開き、スマ
ートフォンを取り付けます。ホルダーがスマートフォンの
中心にくるように調整してください。

ジンバル追従の初期設定はパンフォローモードです。
モードの変更はSNOPPA専用アプリ（P.6～）で設定できます。

スマートフォンの純正カメラアプリでも使用できますが、より高度な操作・設定が
可能なSNOPPA専用アプリ（P.6～）の使用をおすすめします。

スマートフォン取り付け後、
シャッター/ファンクションボタンを1秒長押しすると
ジンバルのスタビライズが開始されます。

3.5　撮影

スマートフォンとBluetooth接続し、カメラアプリを起動してください。
シャッター/ファンクションボタンを押すことで撮影が開始されます。

本格3軸スマホジンバル
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3.6　縦 / 横切り替え

撮影モード ： 縦 撮影モード ： 横

マルチジョイスティックの中央を長押しすると
ジンバルは基本のポジションに戻ります。
これは縦・横いずれの撮影モードのときでも作動します。

3.7　基本のポジションに戻す

シャッター/ファンクションボタンを2回押すと、撮影モードの縦/横を
切り替えることができます。

シャッター/
ファンクションボタン
2回押し

シャッター/
ファンクションボタン
2回押し

スマートフォンのサイズによっては切り替えがうまくいかない場合があります。
その場合はスマートフォンを左側に寄せ、ジンバルのハンドル部分と干渉しない
ように取り付け直してください。

本格3軸スマホジンバル
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指や手を挟まないようご注意ください。

スタンバイモード

スマートフォンの取り外し

シャッター/ファンクションボタンを再度長押しするとスタビライズが
解除され、スタンバイモードに切り替わります。

安全のため、ジンバルを
スタンバイモードに切り替えてから
スマートフォンを取り外してください。

電源オフ
スマートフォンを取り外した状態で
電源ボタンを長押しすると電源がオフになり、
アームが自動収納されます。

3.8　スタンバイモード/電源オフ

本格3軸スマホジンバル
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Android
iOS

4. アプリの使用

4.1　アプリのダウンロード

以下の２通りの方法のどちらかで、お使いの端末にアプリをダウンロードしてください。

1. 右のQRコードを読み取り、アプリをダウンロード
 　 (iOS/Android共通)

Google Playストアで「Snoppa」を検索してダウンロードしてください。
App Storeで「Snoppa」を検索してダウンロードしてください。

2. App Store、またはGoogle Playでアプリを検索してダウンロード

4.2　アプリの接続

スマートフォン端末の設定からBluetoothをONにします。
ジンバルを展開した状態でアプリを起動すると、
左のようなデバイス選択画面が表示されます。

ATOM2を選択するとデバイスリストが表示されますので、
「SP:ATOM2- 」から始まるデバイス名を選択してください。
接続が成功するとアプリのカメラモードが起動します。

※ アプリのアップデートにより操作方法が一部変更される可能性があります。ご了承ください。

Google Play

本格3軸スマホジンバル
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マルチ
ジョイスティック

自撮り棒

1回押す：モード切り替え
　　　　（方向操作/機能コントロール）
長押し  ：中心に戻る

電源ボタン

長押し  ：スタビライズ開始/スタンバイモード
1回押す：撮影開始/終了
2回押す：撮影モードの切り替え（縦/横）

スマートフォンのカメラアプリを使用することもできます。
スマートフォン端末の設定＞Bluetooth 一覧から「SP:ATOM2- 」から始まるデバイス名
を選択します。 接続が成功するとカメラアプリでジンバルが使用できるようになります。

4.3　スマートフォンのカメラを使う

4.4　ボタンの操作

4.5　自撮り棒、ミニ三脚の使い方

Bluetooth接続が成功すると、ジンバルのシャッターボタンを操作して
アプリのシャッターを切ることができます。

操作ボタン類と
ハンドル/ミニ三脚部の間に
伸縮式の自撮り棒が
内蔵されています。

ハンドル/ミニ三脚部を
引き下げると
自撮り棒が展開します。

ミニ三脚
自撮り棒を
展開した状態で
ハンドル/ミニ三脚部を
開けば、ジンバルが
自立します。

本格3軸スマホジンバル
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固定：手の動きと逆の方にジンバルが稼働し、一定の方向を維持することを指します。
追従：手の動きと同じ方向にシンバルが動くことを指します。

ジンバル接続中、アプリ画面左上にあるボタンをタップすると、ジンバルの追従モード
を変更できます。用途や好みに合わせて変更してください。

用語の説明

5. 追従モードの変更

追従モードの種類

本格3軸スマホジンバル
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高速パン追従モード

ロール軸

パン軸

チルト軸

パン＆チルト追従モード

ロール軸のみが固定され、
パン軸（左右）、チルト軸（前後）の
動きに従ってスマートフォンが
スムーズに動きます。

それぞれパン追従、パン＆チルト追従の動作を高速で行うモードです。
撮影中の素早い動作に対応します。

高速パン＆チルト追従モード

ロール軸

パン軸

チルト軸

オールロックモード

すべての軸が固定され、
撮影方向をロックします。

本格3軸スマホジンバル
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パン追従モード

ロール軸とチルト軸が固定され、
パン軸（左右）の動きに従って
スマートフォンがスムーズに動きます。

ロール軸

パン軸

チルト軸



本格3軸スマホジンバル

左右反転

ONにすると、画像・動画の左右が
反転した状態で保存されます。

6. その他の設定

ジンバル接続中、アプリ画面右上にあるボタンをタップすると、各種設定が行えます。

手を使ったジェスチャーで
撮影のスタート/ストップ、
追従対象の切り替えを行えます。

グリッド線

撮影プレビュー画面でのグリッド線表示の
ON/OFFを切り替えます。

AI認識

AI認識で、ジンバルが追従する
ターゲットをタッチ選択できます。

フラッシュ機能のON/OFF/オートを設定
します。

スイフトトラッキング

スマートフォンの広角カメラを使用して、
より追従性の高いトラッキングが可能です。

フラッシュ

ジェスチャー
コントロール

ON

設定項目
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※ 「取扱説明書」内のチュートリアル動画では
 　トラッキングやジェスチャーモードなどの解説を見ることができます。

シネマスコープ

画面の縦横の比率を変更し
1 : 2.35のシネマスコープ画角で
撮影できます。

詳細

ジンバルの各種設定が行えます。
この項目でできることは以下の通りです。

・ジンバルのキャリブレーション
・スマートフォン取付感知用赤外線センサーのキャリブレーション
・取扱説明書　、チュートリアルの確認
・ファームウェアアップデート
・ジョイスティック設定

プロ

ISO、シャッタースピード、絞り値、ホワイト
バランスを調整した本格撮影が可能です。

※ アプリの各項目は、今後のアップデートにより変更が加わる場合があります。
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本格3軸スマホジンバル

最大 約6時間使用可能時間

充電ポート USB-C

Bluetoothバージョン 4.2

専用アプリ ○

フェイス/オブジェクトトラッキング ○

販売元 株式会社ロア・インターナショナル

製造元 Shenzhen Snoppa Technology Co., Ltd.

約60分 （約40分で80%まで充電可能）　充電時間

重量

可動範囲

310g

バッテリー種類 リチウムポリマーバッテリー

電圧 3.7V

バッテリー容量 2,500mAh

パン軸 ： 348° （－174° ～ +174°）

寸法

ロール軸 ： 290° （－145° ～ +145°）

164 × 59 × 45mm

152 × 110 × 46.6mm

折りたたみ時

ジンバル展開時

350 × 59 × 45mm
自撮り棒伸長時

SPN202モデル名

-10℃ ～ 45℃動作可能温度

5℃ ～ 45℃充電可能温度

チルト軸 ： 200° （0° ～ +200°）

幅 ： 50 ～ 90mm
厚さ ： 6.5 ～ 10mm
最大重量 ： 約230g

取付可能スマートフォンサイズ

7. 製品仕様

※18W PD充電器で測定

※充電や動作時間は使用環境により異なります。

入力 12W MAX
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8. 使用上の注意
・落としたり強い衝撃を与えないでください。
・高温多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
・分解、修理、改造はおやめください。
・火中に投げ入れないでください。
・水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
・本製品は防水ではありません。
  メンテナンスの際は液体洗剤などは使用せず、乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
・動作中に温度が上がりすぎると、動作に不具合が起きる可能性があります。
  熱くなりすぎた場合は電源を切り、しばらく冷却時間をおいてから再度お使いください。
・本製品を使用しないときは専用ポーチに入れて保管してください。
・0℃～40℃の環境下で使用、保管してください。
・ヒーターなど熱源のそばに置かないでください。
・お子様の手が届かないようお気をつけください。
・製品から漏れた液体が目に入った場合は、擦らずに直ちに医師の診断を受けてください。
・充電が完了したらケーブルを抜いてください。
・発熱・発煙やその他異常が起きた場合はすぐに使用を中止し、カスタマーサービスまで
  お問い合わせください。
・本体の充電の際は付属のケーブルをご利用ください。

製品を充電しながらの撮影はお控えください。
バッテリー消耗、その他不具合につながるおそれがあります。

今後のアプリ・ファームウェアのアップデートにより
製品の仕様に変更が加わる場合があります。

本製品にはリチウムポリマー電池が使用されています。
廃棄する際は各自治体の区分に従って処分してください。

注意・確認事項

本格3軸スマホジンバル
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メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。

営業時間　平日AM9:00～PM6:00（土日祝日休み）
support@roa-international.com
販売元： 株式会社ロア・インターナショナル


