
FIFISH V6sマニュアル

V6・V6S共通マニュアルとなります。
V6Sだけの仕様：アームセット・バッテリー容量up

2020/5/15作成
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備品⼀覧

備品名 数量 ピクチャー

機体 1

テザーケーブ
ル

1

送信機 1

VRゴーグル 1

備品名 数量 ピクチャー

機体充電アダ
プター 1

送信機充電ア
ダプター

1

アームセット
(ネジなど⼀式)

1

取扱説明書 1



機体について

①4Kライト ④排⽔⼝
②2000lmライト ⑤ペントホール
③スラスター

⑥ROVテザーポート
⑦マウントポート
⑧ロボットアームポート



送信機について

①電源
②深さロック
③ロック
④左ステック
⑤右ステック

⑥右ハンドル
⑦左ハンドル
⑧動画撮影
⑨コントロールモード
⑩テザーポート
⑪LANケーブル
⑫LEDライト
⑬静⽌画撮影

⑭充電ポート
⑮Micro SDスロット

⑯ディバイス固定解除
⑰クランプ



アプリダウンロード

■専⽤アプリをインストールする

①上記のQRコードを読み取り、FIFISHアプリを
ダウンロードします

②アプリストア（IOS）またはGoogle Play
でFIFISHを検索します



機体の接続と起動
■テザーケーブルと機体を接続する

①テザーケーブルと機体を接続する

※ケーブルには凹部分があるので機体の
凸にはまるように差し込み、接続する

②リアウィングにテザーケーブルを
引っ掛ける

③送信機とテザーリールをデータ
ケーブルで接続する



送信機の起動
①電源を短く押した後、⻑押しする
②起動⾳が鳴り、３つのボタンが時計まわりに順次に点灯し、電源ボタンが点灯したら

接続完了



アームの取り付け

①ブラケットを前⾯の排⽔⼝
と取り付けポートに挿⼊する

②ブラケットとロボットアー
ムをネジで固定する

③ロボットアーム接続プラグを
ロボットアームポートへ挿⼊する



Wi−Fi接続

①機体の起動後、タブレッドのWi−Fi設定画⾯を開く
②【FIFISHRC_×××】を選択し接続する
③バスワードは【1234567890】
④接続が完了したらFIFISHアプリを起動する

■Wi−Fi接続について

※5G帯Wi-Fi規格 IEEE802.『11ac』対応の端末をご⽤意くだ
さい。
※端末の処理速度によって遅延や接続しないなどの不具合が発⽣
することがあります。
※iosの場合、⼀旦接続された後、すぐ切断され再接続されるこ
とがございます。Wi-Fiがつながるまでは少しお時間がかかりま
すので、ご注意ください。
※iosの場合、インターネット未接続となり、モバイル通信に切
り替えるか警告が出ることがございます。Wi-Fi接続を維持して
ください。



アプリの起動

送信機とタブレットWi−Fiの
接続が完了すると【未接続】
から【接続済み】に変わる。

■Wi−Fi接続について



アプリの起動

メーカーホームページ

■画⾯説明

【接続済み】の状態で【Go Dive】を
タップするとカメラビュー画⾯へ⼊る

ファームアップデートやメンテナン
ス、接続ガイドの確認時に使⽤する
※ 表⽰は更新が必要

【素材】をタップすると撮影データの
確認、ダウンロード画⾯へ⼊る

Wi−Fi接続状況



バッテリー残量
■機体のバッテリー残量

画⾯右上の【バッテリーマーク】で電池残量を確認できる

※30％を切ったら充電を
推奨しています。



バッテリー残量
■送信機のバッテリー残量

送信機の電源ボタンのLEDの⾊で電池残量を確認できる

30％未満は⾚⾊

30〜70％は⻩⾊

70％以上は⽩⾊



カメラビュー画⾯の説明

左：オート操縦モード
右：VR画⾯切り替え

左：コンロトールモード
右：⽔温

上：動画・静⽌画切替
中：録画開始・停⽌
下：撮影モード設定

ROV
ヘッディング

詳細設定

左：送信機モード
中：信号強度
右：バッテリー残量

接続状況

カメラ各種設定

深度の確認

FPV⽤画⾯

機体３Dイン
ジゲーター

初期画⾯へ

は、設定で⾮表⽰にできる



画⾯設定
■深度・FPV⽤画⾯

FPV⽤画⾯（Aモードの場合）
機体を⽔⾯上に出し、前後動作をする場
合、機体を反転させる。その際に画⾯を
反転させることが可能

深度
機体が⽔⾯に着⽔してからの深度が反映
される

FPV⽤画⾯（Sモードの場合）
ビジュアル撮影をすることが可能



画⾯設定
■3Dインジケーター、ROVヘッディング

操縦者の位置

機体の向き表⽰
※この場合、操縦者と機体は同じ⽅向を

向いている

3D感度
機体の向きを３D表⽰
向きが合わないときは、機体のキャリブレーショ
ンを実施する

※⾓度を付けた状態から⽔平に戻す時【3Dの機
体】をタップすると、⽔平に戻すことが可能
（Aモード、Sモード共に可能）

ROVヘッディング
タブレッドのコンパスを使⽤し、操縦者からみた機体の向
きを表⽰する
向きが合わないときは、機体のキャリブレーションを⾏う



撮影⽅法
■撮影⽅法

静⽌画・動画の切り替え
タップするごとに、静⽌
画と動画が切り替わる シャッターボタン

静⽌画の撮影モード
撮影前に選択することで3つの
モードで撮影可能
左：RAW撮影モード
中：連射モード
右：⼀枚撮影モード
※RAWモードを選択されない
場合は、JPEGで記録される

動画の撮影モード
録画前に選択することで2種類の映
像を撮影可能
左：スローモーション撮影モード
右：通常撮影モード

録画開始、停⽌ボタン



カメラ設定
■ISO感度、ホワイトバランス

ISO感度
カメラが光を捉える敏感度のこと
【ISO感度】をタップで撮影⽤途
に合わせたISO感度を選択
※Auto/100〜6400から選択可能

ホワイトバランス
光の⾊の影響を補正すること
【ホワイトバランス】をタップで
撮影⽤途に合わせた解像度を選択
※Auto/2500〜8000から選択可能



カメラ設定
■EV値設定、解像度設定

EV値設定
明るさを指す指数のこと
【EV値】をタップで撮影に合わせ
たEV値を選択
※-3〜3から選択可能

解像度
画像を表現する格⼦のこまかさの
こと
【解像度】をタップで撮影⽤途に
合わせた解像度を選択
※4K/30〜720P30から選択可能



カメラ設定
■カメラ⼀括設定、ビデオの残り時間

カメラ⼀括設定
詳細な設定を⼀括で選択可能

ビデオの残り時間
【ビデオ残り時間】をタップで録
画可能な残り時間を確認
※機体内臓メモリー残量



操縦モードの切り替え・ロック機能
■送信機のコントローラーモード切替

【Aモード】
前後左右の動き、前⽅後⽅への回転が可能

【Sモード】
前後左右の動き、前⽅後⽅・左右への回転
が可能

※【Cモード】はP23参照

■深度・⾓度ロック

⼀定深度

深度・⾓度ロック
固定したい深度や⾓度で【ロック】を押すと
その状態を固定する（ドローンでいうホバリング）する
ことが可能
※静⽔で最⾼2.5ノットまで固定できる



操縦モードの切り替え
■オート操縦モード

オート操縦モード
進⾏⽅向、向き、速度、秒数を選択し
【Start】【Stop】をタップする。
※モーターが起動している場合のみ使⽤
可能



操縦モードの切り替え
■VRモード
コントローラーモードを【Cモード】にし、ゴーグルを装着した状態の頭の
動きと機体の動きを連動することが可能

VRヘッドトラッキングモード
①タブレット画⾯の【VR】をタップ
②画⾯が切り替わったことを確認する
③送信機のモードを【Cモード】にする
④タブレッドを専⽤のVRゴーグルに装着する



■アームの操縦

アームの操縦⽅法
コントローラーモードを【Aモード】にし、
右ハンドルをロールすることで、ロボット
アームが開閉する

操縦モードの切り替え、アームの操作



各種詳細設定
■表⽰、単位、バーション確認・設定

深さ・⽔温単位の設定

各種表⽰設定

各種バージョン設定



送信機設定
■制御モード、遠隔湾曲

制御モード（RC設定）
・UAV-USA：ドローンでいうモード2
・UAV⁻JPA ：ドローンでいうモード1
※デフォルトの【V6-USA/V6-JAP/V6-
CH】はQYSA独⾃の設定。左にスライ
ドし、【UAV-USA/UAV-JAP】のどち
らかを選択
※【customize】では、コントロール
スティックとホイールを⾃分仕様に選
択することが可能

遠隔湾曲（スロットルカスタム）
左：上下、前後、左右のスロッ
トル調整

右：左右回転、前後回転のスロ
ットル調整

各種詳細設定



■機体校正

ジャイロ加速度センサー
ジャイロと加速度の校正
【開始】をタップすると始まる
画⾯に表⽰される順序で機体を動かす

磁⼒計キャリブレーション
磁⼒計のキャリブレーション
【開始】をタップすると始まる
画⾯に表⽰される順序で機体を動かす

各種詳細設定



■内臓メモリー

内蔵メモリのフォーマット
機体内にある動画や静⽌画のデータす
べてが削除される

各種詳細設定

内蔵メモリーについて
メモリー容量は64GB



①スマートフォン端末がWi−Fiに繋がっている状態で端末のアップデートを実施
②機体Wi−Fiに再接続し、機体のアップデートを実施
③【更新完了】と表⽰されたら完了
※端末のアップデートはWi−Fiがある環境でのみ可能です

ファームウェア―アップデート

【ヘルプ】から各種設定が可能
の表⽰があるときは、アップデート

が必要



③写真を⻑押しすると選択が可能になる
必要なものを選択し【コピー】とタップ
する

撮影データのダウンロード

①アプリ初期画⾯で【素材】をタップ
する

②【DEVICE】を選択し、ダウンロード
したいデータをタップする
※【DEVICE】からダウンロードされた
ものが【ローカル】に保存される

④データダウンロード
携帯：タブレットの写真フォルダーに

保存される
リモコン：送信機内のSDカードに保存さ

れる



■機体の充電、送信機の充電

機体の充電
付属の充電器を使⽤し、LEDインジ
ゲーターが【⾚⾊】点灯から【緑⾊】
に点灯に変われば充電完了

充電⽅法

送信機の充電
付属の充電器を使⽤し、電源ボタンのLEDが
【⾚⾊】点灯から【⽩⾊】点灯に変われば充
電完了

※ケーブルには凹部分があるので機体の
凸にはまるように差し込み、充電する

30％未満は⾚⾊ 30〜70％は⻩⾊ 70％以上は⽩⾊



■機体のメンテナンス
使⽤後にモーターとバッテリーのメンテナンスが⾃動で⾏える

メンテナンス

バッテリーのメンテナンス
バッテリーをより良く維持す
るために定期的にメンテナン
スを実施することを推奨する

機体のメンテナンス
①アプリ初期画⾯で【ヘルプ】をタップし、【メンテナンス】を選択
②機体全体（モーターすべてが浸⽔している状態）を真⽔に⼊れて
【開始する】をタップ
③10分前後で完了し、⾃動的にモーターが停⽌する

※【やめて】をクリックすると、途中中断可能



注意事項
1.使⽤した⽔中ドローンは淡⽔で最低30秒間作動させ、スラスターを淡⽔で濯ぐ。

直射⽇光は避け、空気中で乾燥させる。

2. 塩分や⽔分はコネクターを腐敗させる場合がある為、プラグは流⽔で洗いしっかり⽔分を
拭き取る。
ROVテザープラグを乾燥させ、清潔に保つことが必要。

3.プロペラの破損や海藻、釣り⽷などの絡まりがないかなど、使⽤後はプロペラを毎回
チェックする。

4.定期的に掃除し、機体内の砂などを洗い落す。汚れがひどい場合は清潔な淡⽔に30〜60分
間浸した後、機体を上下に振り排⽔⼝から洗い出す。

5.⽔中ドローンと送信機は乾燥した場所で保管する。（温度は5℃〜25℃）

6.⻑期保管する場合は、バッテリー残量を50〜60％に保つ為、90⽇ごとに充電・放電を
する。

7.アーム本体とコネクタ（ポートとプラグ）は常に乾いた清潔な状態にする。



スペック・仕様
■カメラ■機体



スペック・仕様
■ライト

■ケーブル

■送信機

■充電器

■リール ■備考



■機体を⽔平に戻すには？

よくある質問

・ローリングする時
ローリングする時機体が傾けの状態にあり、その時、 【Sモード】を使⽤している場合
におきる現象の為、コントロールモードを【Aモード】にすると⽔平に戻る

・ピッチングする時
ピッチングする時機体が仰⾓俯⾓の⾓度を付けた状態にあり、その時タブレット画⾯の
右下にある【3Dの機体】をタップすると⽔平に戻る

マニュアル作成:CFD販売株式会社

修理についてのお問い合わせ、ご依頼はFIFISH⽇本
修理サポートセンターへお願い致します。

https://www.fifish.jp/support

https://www.fifish.jp/support

