
KAT Walk Coord 2
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This product is for personal use ONLY. Any form of commercial application is prohibited.

日本語マニュアル



了承

当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、将来の使用のために安全に保管してください。

KATVR は、マニュアルを解釈および変更する権利を留保します。マニュアルの修正、更新、
および解釈は、KATVR の公式 Web サイトで公開されます。注目してください。
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宣言

最新の場合  情報は、お気軽に公式をチェックしてください 
website: http://kat-vr.jp

　　　　　　　これは、Hangzhou Virtual and Reality Technology Co., Ltd. の商標です。こ
のマニュアルに記載されている他の会社のすべての商標、製品識別情報、および商号は、それぞ
れの所有者に帰属します。このマニュアルのいかなる部分または内容も、会社の書面による許可
なしにコピーまたは複製することはできません。
このマニュアルの内容は、製品のバージョンアップやその他の理由により変更される場合があり
ます。当社は、このマニュアルの内容を予告なしに変更する権利を留保します。このマニュアル
はガイドのみを目的としています。このマニュアルで正確な情報を提供するために最善を尽くし
ていますが、このマニュアルの内容に完全に誤りがないことを保証するものではありません。こ
のマニュアルに記載されている記述、情報、および推奨事項は、明示または黙示を問わず、いか
なる保証も構成するものではありません。
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まずはじめに

このオーナーズ マニュアルには、KAT Walk Coord 2 をインストールするために必要なすべての
情報が含まれています。次の記号は、デバイスのセットアップ プロセスに関する重要な情報と指
示を示すために使用されています。

この記号は予防措置であり、通常、作業に役立つ追加情報と、特定の状況にのみ適用され
る情報を提供します。

この記号はヒントであり、特定の時点で役立つ可能性があることを示しています。

この記号は重要です。マニュアルに記載されているように、1 つ以上のハードウェアおよ
びソフトウェアのインストールまたは設定を完了する必要があります。

この記号は安全上の警告であり、タスクを実行する際に身の安全に注意することを思い出
させるために使用されます。潜在的なリスクを回避するために、このシンボルに注意して
ください。

安全指示

けがや製品の損傷を避けるため、KAT Walk Coord 2 を使用する前に、すべての組み立てお
よび操作手順を読み、それに従ってください。
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このデバイスは、14 歳から 60 歳までの健康な方で、身長が 1.55m/5 フィート 1 インチから 
2 メートル/6 フィート 7 インチ (1.60 メートル/ 5 フィート 3 インチから 1.95 メートル/6 
フィート 5 インチを推奨) の健康な方を対象としています。 ) および体重 130kg (286 ポンド) 
未満. 年齢、身長、または体重の要件を満たしていない場合、または身体状態が中程度から激し
い身体活動を許可しない場合は、KAT Walk Coord 2 を使用しないでください.休憩なしで 1 時
間以上使用しないことをお勧めします。

このデバイスは、個人向けの VR エンターテイメント専用に設計されています。医療リハビリ
テーションを含むがこれに限定されないその他の目的での使用は固く禁じられています。すべて
の可動部分や開口部に手や体の一部を挿入することは固く禁じられています。

怪我を避けるために、対応する指示に従って、または専門家の指導の下でデバイスを使用してく
ださい。妊娠中の方、てんかん、心肺疾患、眼疾患、精神疾患、貧血の方、術後回復期の方、身
体や四肢に疾患のある方、特に下肢疾患のある方はご使用を固くお断りいたします。

デバイスには可動部分があります。事故を避けるため、他の人が使用している場合は近づかない
でください。子供やペットには特に注意してください。観客は常に少なくとも 1 メートルの安
全な距離を保つ必要があります。

使用前にデバイスを常にチェックして、ひび割れ、傷、隆起、曲がり、異常に動く部品、または
その他の摩耗や損傷の兆候がない通常の状態であることを確認してください。すべての接続と可
動部品をチェックして、ナット、ボルト、およびその他のジョイント構造がしっかりと固定され
ていることを確認します。

製品ベースは滑りやすいです。乗り降りするときは、靴底の滑り止めロックが有効になっている
ことを確認してください。膝パッドを装着し、プラットフォームに足を踏み入れてください。背
もたれプレートを持ってバランスを保ちます。使用前に、安全ハーネスがこのマニュアルの指示
に従ってしっかりと固定されていることを確認してください。安全ベルトを外した状態で装置を
使用しないでください。デバイスを使用するときは、故意に製品ベースを超えて足を伸ばそうと
しないでください。

VRヘッドセットのすべての製品説明書と警告を読み、それに従ってください。

窒息の危険: 子供やペットの手の届くところに、窒息の危険をもたらす小さな部品を放置しない
でください。

設置の危険性: このデバイスを次の場所に置かないでください。 
(1) 直射日光が当たる屋外。
(2) 傾いたり、不安定な場所。
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（3）ガラス製または重量に耐えられない展示ブース
（4）消防設備や非常口等の近く。

組み立てと設置が完了した後に場所を変更する必要がある場合は、コンポーネントの注文に厳
密に従ってデバイスを分解し、元のパッケージと同じ材料を使用してデバイスを包装し、高品
質のロジスティクスを選択してください。またはデバイスの輸送のための取り扱い会社。製品
が破損する恐れがあります。

デバイスを液体または液体を入れた容器から安全に離し、常に乾燥した状態に保ってくださ
い。

製品の使用に影響を与える可能性がある強力な磁気アイテムからデバイスを安全に離してくだ
さい。

デバイスやその他のコンポーネントを火や熱源の近くに置いたり、直射日光にさらしたりしな
いでください。

デバイスの開口部に物を挿入しないでください。

デバイスのプラグを抜く前に、必ず関連機器の電源を切ってください。短絡を避けるため、電
源を突然切断しないでください。雷雨が来る前に、必ずデバイスを外してください。デバイス
を取り外すときは、必ずコードではなくUSBコネクタを引っ張ってください。

無線周波数干渉: この製品は、近くの電子機器の動作に干渉する可能性のある電波を放出する可
能性があります。ペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器を装着している場合は、製品
を使用する前に医師または医療機器メーカーにご相談ください。無線周波数干渉を最小限に抑
えるために、元の製造元によって承認されたアクセサリのみを使用してください。同じ場所
で、または他のアンテナや送信機と一緒に使用しないでください。

このデバイスは評価され、一般的な RF 曝露要件を満たすことが証明されています。この
デバイスは、携帯型の露出条件で制限なく使用できます. 

FCC STATEMENT:
コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を
操作するユーザーの権限を無効にする可能性があることに注意してください。
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このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は、次の 2 つの条件に
従います。

(1)このデバイスが有害な干渉を引き起こす可能性がないこと、および
(2)このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した
干渉を受け入れる必要があります。

CAN ICES-3 (B/NMB-3(B. 

IC STATEMENT:
このデバイスは、Industry Canada licence-exempt RSS 規格に準拠しています。操作
は、次の 2 つの条件に従います。

(1)このデバイスが干渉を引き起こす可能性がないこと、および
(2)このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、
あらゆる干渉を受け入れる必要があります。
このデバイスは、Industry Canada のライセンス免除 RSS 規格に準拠しています。悪用
は、次の 2 つの条件の下で許可されます。

(1)デバイスが干渉を引き起こす可能性がないこと
デバイスのユーザーは、干渉がその動作を損なう可能性がある場合でも、被った無線干渉を
受け入れる必要があります。

注意：

電源
電源は、IEC 60950-1 または IEC 62368-1 規格に従って、限定電源または PS2 要件を満たす
必要があります。標準電源については、デバイス ラベルを参照してください。電源がデバイス
と一致していることを確認してください。認定メーカーが提供する電源アダプタを使用してく
ださい。アダプタの過負荷が過熱または火災の危険を引き起こす可能性があるため、各デバイ
スに独立した電源アダプタを用意することをお勧めします。

バッテリー
注意: 不適切なタイプのバッテリーと交換すると、爆発の危険があります。
不適切なタイプのバッテリーを不適切に交換すると、セーフガードが無効になる場合がありま
す (たとえば、一部のリチウム バッテリー タイプの場合)。バッテリーを廃棄しないでくださ
い。
火や高温のオーブンに近づけたり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり、切断したりする
と、爆発の原因となる場合があります。



健康に関する警告

以下の健康警告は、正確さと完全性を確保するために定期的に更新されます。
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バッテリーを周囲の温度が極端に高い環境に放置しないでください。爆発や可燃性の液体やガ
スの漏れの原因となることがあります。バッテリーを極度に低い空気圧にさらさないでくださ
い。破裂したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。使用済みの電池は、
指示に従って廃棄してください。

上記の安全指示に違反したり、その他の不正行為を行ったりすると、怪我や製品の損傷を引き
起こす可能性があり、KAT VR は責任を負いません。

使用する前に、製品マニュアルを注意深く読み、指定されたすべての指示に従う必要がありま
す。デバイスの不適切なセットアップは、安全上のリスクをもたらす可能性があります。妊娠中
の方、てんかん、心肺疾患、眼疾患、精神疾患、貧血の方、術後回復期の方のご利用は固くお断
りいたします。

個人の健康状態はさまざまであるため、まぶしさ、めまい、頭痛などの身体的不快感を避けるた
めに、デバイスを長時間使用することはお勧めしません。不快感を感じた場合は、すぐにデバイ
スの使用を中止し、症状が完全に消えるまで、安全上の問題を引き起こす可能性のある身体活動
への関与を避ける必要があります。症状が長期間続く場合は、医師に相談するまでデバイスを使
用しないでください。

てんかんまたは光過敏性てんかんの既往歴のあるユーザーは、点滅する光源や高速の画像シーケ
ンスを含む可能性のある VR コンテンツを表示する前に、医師に相談する必要があります。

お子様がこのデバイスを使用している間は、大人の保護者が常に立ち会い、上記の不快感を感じ
ないようにしてください。この機器を初めて使用する場合は、仮想現実に徐々に適応するため
に、使用期間を短くすることをお勧めします。それでも、徐々に使用時間を延ばすことをお勧め
します。

疲労、二日酔い、頭痛、耳痛、アルコールや薬物の影響下にある場合、精神的苦痛や不安がある
場合は、デバイスの使用を固く禁じます。そうしないと、状態が悪化します。
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このデバイスを使用する者は、民事行為の完全な能力を有し、前述の事項を遵守している
と見なされます。

デバイスの使用中に次の症状が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 
（a）発作、意識消失
（b）目の疲れ、目の筋肉のけいれん、ぼやけ、またはその他の視覚異常;
（c） 身体のバランスまたは手と目の協調の問題;
（d）無気力、吐き気、過度の発汗、または乗り物酔いを示す症状。

バーチャルリアリティによって引き起こされる症状は持続し、使用後数時間でより明らかにな
ることがあります。あなた自身の安全のため、完全に回復するまで、運転、機械の操作、視覚
的または身体的に厳しい、または身体のバランスと手と目の協調を必要とするその他の活動に
従事しないでください。

製品導入

製品説明

KAT Walk Coord 2の説明

KAT Walk Coord 2 は、第 2 世代のパーソナル VR トレッドミルです。異なるプラットフォーム
間で、すべてのフリーロコモーション ゲームですべての物理アクションのロックを解除する最初
の VR ゲーマー向けに最適化されたデバイスです! C2 は、自宅の1か所からVRで360度の無限か
つ自然な動きを提供することで、ヒューマンと VR の直感的な相互作用に欠けていた方法を可能
にします。



11

KAT Walk Coord 2専用シューズ紹介

KAT専用シューズ

KAT Walk Coord 2 専用シューズは、KAT Walk Coord 2 で使用するために設計された、摩擦をカ
スタマイズできる特別なフットウェアです。さまざまなユーザーの個人的な好みや歩行習慣に合
わせた調整機能を提供し、低摩擦ウォーキング プラットフォームと組み合わせて使用 します。
専用の靴は足と脚の自然な動きを保証し、没入感の高い VR ウォーキング体験を提供します。

専用シューズは2層のインソールで、上層はスポーツ機能インソール、下層はサイズ調整可能なイ
ンソールです。靴ひもをしっかりと締め、靴が足に密着するように調整することをお勧めしま
す。靴がきつすぎる場合は、下層のサイズ調整インソールを取り外すことができます。

KAT Walk Coord 2 KAT Walk Coord 2 Plus

製品の外観

けが防止のため、必ず専用のシューズとウエストハーネスを使用説明 書に従ってご使用
ください。専用シューズはKAT Walk Coord 2専用であり、それ以外の状況や目的での使用
は固く禁じます。C2体験の前後に、専用の靴でアパートを歩き回らないでください。ホー
ムに乗るときだけつけて、降りたらすぐに外してください。



KAT Walk Coord 2インナーセンサー紹介

KAT Walk Coord 2 インナー センサーは、バック サポート プレートに取り付けられており、体
の方向データを収集してゲームに転送します。センサーには必要なときにいつでもすばやく簡単
に校正できる方向校正ボタン。

正常にペアリングされたセンサーの表示信号:

1.R LED ライトは右センサーを示し、L LED ライトは左センサーを示します。
2.LED ライト ステータス インジケーター (注: バッテリーの状態は、センサーのペアリングと接

続が成功した後にのみ表示されます);
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KAT Walk Coord 2 フットセンサーの紹介

KAT Walk Coord 2 Foot Sensors は、専用の靴の底に取り付けられており、物理的な動きを VR 
の動きに変換して、あらゆる方向への歩行の高精度なシミュレーションを保証します。

Model 

Input

Battery

 

WK321 

5V     500mA

3.7V Li-Ion Polymer   370mA

Foot Sensor 

Model 

Input

Battery

 

WK322

5V     500mA

3.7V Li-Ion Polymer   370mA

Inner Sensor 



製品パラメータ

適切な年齢

適正体重

対応身長

推奨身長

製品重量

ベースの高さ

スクワット幅

 商品のサイズ

ベース径

フットプリント

充電時間

バッテリー寿命

電圧

動作温度 

作業湿度

作業高度

14-60 years

Below 130kg (286 lbs.)

1.55m-2.00m / 5’1”- 6’7”

1.60m-1.95m / 5’3”- 6’5”

KAT Walk Coord 2 54kg    KAT Walk Coord 2 Plus 57kg

230mm / 9”

0.48m/ 1’7”

1.250×1.250×1.585m (49.2”x 49.2”x 62”)

940mm (37”)

1.2㎡ (12.91 Square Feet)

約１時間

7hrs

110~240V

0℃～40 ℃

20%Rh～85%Rh

<2000m
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3.充電中：フットセンサーライトの点滅/内部センサーライトの減光は充電中を示します。
充電状態の検出: 連続的に明るく点灯し、すぐに同じ頻度 (0.5 秒間隔) で点滅します。 ;
4.通常動作: 通常の連続点灯。低バッテリー: ゆっくり点滅するライト (3 秒間隔)。
5.未接続：点滅（1秒間隔）；

6.ペアリング：高速点滅（0.5秒間隔） ；
7.スリープモード/電源なし：ライトなし。
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手順全体を通して保護手袋を着用してください (ツールボックスに無料のペアが含まれて
います)。 KAT Walk Coord 2+ (プレミアム バージョン) にのみ適用されるインストール
手順は、別の通知でマークされており、KAT Walk Coord 2 (非プレミアム バージョン) 
の所有者が完了する必要はありません。

デバイスを PC から適切な距離に置いて、USB ケーブルがデバイスに到達できるようにしま
す。

木製やタイル張りの床など、金属で簡単に傷がつきやすい滑らかな表面にデバイスを配置する
ことはお勧めしません。

KAT Walk Coord 2 をじゅうたんの上に置くなどして床を保護してください。

デバイスの近くに家具やその他の家庭用品が簡単にぶつけられないことを確認してください。

適切な場所を見つける

開梱方法

すべてのネジは、特にマークされた重要なステップで、非常にしっかりと締める必要があり
ます。そうしないと、潜在的な安全上の問題が発生したり、体験に影響を与えたりする可能
性があります。

予防

ツールの準備

開梱する前に、ハサミをご用意ください。スリッパ、ハイヒール、その他の肉体労働に不向きな
靴の着用は避けてください。

デバイスの総重量が 68 kg を超える場合があることに注意してください。輸送中の怪我を避け
るために、他の人の十分な助けを確保してください。

製品のインストール

KAT Walk Coord 2 の不適切な取り付けは、安全上の問題につながる可能性があります。
インストールに進む前に、次の手順をよくお読みください。



Sensor charging 
cord

USB cable

Power cord

カバーを取り外します。ボックス内
のアイテムは、写真のように整理す
る必要があります。

01

工具箱の中から保護手袋を見つけて
装着し、図のように他のすべての箱
を取り出します。詳細については、
パッキング リストを参照してくださ
い。

ベース（39kg）を取り出し、ケーブ
ルをパソコンに向けて平らな面に置き
ます。電源コードをソケットに接続
し、USB ケーブルを PC に接続しま
す。

03Stabilizing 
feet box

Base plate

Waist harness 
box

Back support box

Sensor box
Tool box

Rods

02

15

KAT ゲートウェイ (https://www.kat-
vr.com/pages/support) をダウンロー
ドしてインストールします。センサー
をペアリングし (KAT ゲートウェイの
指示に従ってください)、完全に充電し
ます。 （20ページ）

04

バックサポートプレートにインナー
センサーを取り付けます（リスト：
No.19ネジ）。

収納フックを取り付ける
No. 19 ネジ) を取り付け、サ
ポート ロッドをベースのロッド
開口部に挿入します。

0605

(C2+ のみ: 底部のゴム製カバーを持ち
上げます)。ロッドを少し持ち上げて、
ネジの開口部を合わせます。ガスケッ
ト付きネジ（一覧：No.15ガスケッ
ト、No.17ネジ）を挿入します。一時
的に、締めないでください。

07

        コネクション プレート (向きに注
意) をサポート ロッドのネジ穴に合わせ
ます。ガスケットとキャップナットを
取り付け、5mm 六角レンチを使用して
ネジを固定し、ナット(リスト: 
No.11、No.13) を締めます。

         次に、下部のネジを締めます
（C2+ のみ: ラバー カバーを押し下
げます）。注: 安全上の問題を避け
るために、しっかりと締めてくださ
い。

0908
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2

1

3

背もたれの背もたれの身長に対応する
高さインジケーターを見つけます。デ
バイスを取り付けるときは、デバイス
を前方に押してしっかりと引き下げ、
ソケットの最下部に到達するようにし
ます。

175 (5'9")
185(6'1")

10

安全ピンを引き抜いて、プラット
フォームのスペースロッドを踏んで
ください。サポートプレートをコネ
クティングプレートの上部ボルトに
取り付けます（身長に応じて） 

         ドライバーでネジを締めて
から、レンチでナットを締めま
す。安全ピンを奥まで差し込んで
ください。注: スペースの危険が
あるため、しっかりと締めてくだ
さい。

1211

         ケーブルタイをカットし、8 つのベース安定脚をベースの底に置
き、ネジで固定します。 (リスト: No.15 ガスケット、No.16 ネジ)。
注: 安全上の問題を避けるために、しっかりと締めてください。

16

15

ハーネスのロゴが上を向いている
ことを確認し、ボルトの頭を取り
外し、ボルトをバック プレートの
長いスロットの中心に合わせま
す。
* ボルトの位置を調整して、不均一な地面レ

ベルによって引き起こされる回転偏差の影響

を打ち消すことができます。

13

         ボルトヘッドを取り付けます。
プラットフォームに乗り、しっかり
と固定し、しゃがんでハーネスの位
置が快適かどうかをテストします。
注: ネジの位置がずれていたり、緩
んでいたりすると、デバイスの動作
に影響します。

14

背もたれサポートの外殻の 2 つの
上部開口部にネジを挿入します。持
ち上げて、バックサポートに合わ
せ、上部のネジを押して締めます。
次に、下部のネジ (リスト： No. 18 
ネジ) を取り付けて締めます。
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包装内容明細書

組み立てる前に、工具と付属品の数量と種類が以下のリストと一致しているかどうかを注意深く
確認してください。何か不足している場合は、続行する前に、service@kat-vr.com でカスタ
マー サービスにお問い合わせください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Base

Stabilizing Feet

Back Support Rod

Back Support Plate

Back Support Shell

Connecting Plate

Waist Harness

Storage Hook

Set of Sensors

5mm Hexagon Wrench

6mm Hexagon Wrench

Dedicated Shoes  

1

8

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

1

37

17

9

5

7

5

5

1

1

1

1

1

1

10-13mm Open-End Wrench

Phillips  Screwdriver

8mm Gaskets

M8×30 Hexagon Head Screws

M8×20 Hexagon Round Head Screws

M4×16 Cross Head Long Screws

M4×8 Cross Head Short Screws             

M8X55 Hexagon Round Head Screws

M8 Cap Nut

0.5m Micro USB Wire

Pair of Gloves

Static Eliminator

Maintenance Oil

HMD Wire Pulley                 

Sensor Cleaning Brush
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PUSH

01 0302

リマインダー：

メンテナンスオイル：メンテナンスオイルは常用ではなく、それ以外の場所での使用を禁止しま
す。メンテナンスオイルはフリクション調整用には使用しないでください。
使用方法：月に1回、1回1滴で下地のお手入れができます。乾いた布で表面にムラなくのばして
ください。

HMDワイヤープーリーの取り付け（景品）：

トレッドミルの中心から約 1m 
(水平) 離れた天井にドリルで穴
を開けます。拡張ねじスリーブ
を穴に入れます。

01

拡張ねじスリーブにフックを取
り付けて締めます。

ヘッドセット コードをループに
通し、プーリーをフックに掛け
ます。

0302

ソフトウェアのセットアップ 

KAT ゲートウェイ ソフトウェアの紹介

KAT Gateway は、KAT Walk Coord 2 を管理するために KAT VR によって設計された独立したソ
フトウェア プラットフォームです。

KATGatewayを使用すると、KAT Walk Coord 2をコンピューターシステムにすばやく接続して、
デバイスの管理、現在の接続状態の表示、設定の調整、利用可能な VR コンテンツの実行を行うこ
とができます。 inSteam ターボ モードのおかげで、互換性のある各ゲームが最適な設定構成で自
動的に起動されます。 KAT Gatewayのコントロール パネルには、コンピューターの画面から、ま
たは VR ヘッドセットから直接アクセスできます。

デスクトップと KATGatewayの VR 統合ダッシュボードの両方から、さまざまな調整可能なパラ
メーター設定にアクセスでき、必要な変更を加えて、KAT Walk Coord 2 をニーズに合わせた完璧
な VR 入力デバイスに変えることができます。



KAT ゲートウェイを介して、KAT Walk Coord 2 のすべての設定をリアルタイムで制御し、サ
ポートされているすべてのコンテンツにデバイスをすばやく適応させることができます。 
SteamVR を使用すると、VR ヘッドセットを外したり、プラットフォームを離れたりすることな
く、デバイスを操作できます。

注: KAT ゲートウェイは、起動されているかどうかにかかわらず、サポートされているすべてのコ
ンテンツのアクティブな認識をサポートしています。

steamVR を介して、またはゲームの exe ファイルを介して直接。

KAT ゲートウェイ VR 統合ダッシュボードには、SteamVR からのみアクセスできます。

Steam VR ベースの KAT Gateway VR 統合ダッシュボードは、ソフトウェア アップ
デートとして提供されます。

システム要求

オペレーティングシステム：Microsoft Windows 10
USBポート：2x USB 2.0以上
ハードディスク容量：400MB以上の空き容量（製品ソフトウェアのインストール用） 
ソフトウェア：Steam VR（Steam公式サイト：http://store.steampowered.com/）

20

　　　詳細については、VR HMD のシステム要件を参照してください。. 

KAT ゲートウェイのダウンロード

公式ウェブサイト: https://www.kat-vr.com/ にアクセスし、[サポート] をクリックして製品リスト
に進みます。

KAT Walk Coord 2 を選択し、製品リソース ページに進みます



KAT Gateway をダウンロードして PC にインストールします

21

KAT Gateway 機能紹介

デバイス検出:

KATGatewayは、現在接続されているすべての KAT デバイスを検出しますが、一度に実行できる
のは 1 つだけです。デバイスが検出されない場合、または複数のデバイスが検出された場合、KAT 
Gatewayはユーザーにそのことを通知し、目的のデバイスのみを接続するように求めます。

最初のケース - デバイスが検出されない:
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2 番目のケース - 同じモデルの複数のデバイスが検出されました
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[次へ] をクリックし、KAT Walk Coord 2 センサー キットのマイクロ USB ワイヤーを使用して、
方向センサーを PC に接続します。ソフトウェアの指示に従い、「FINISH」をクリックしてセン
サーのペアリングを完了します。

センサーのペアリング

KAT Walk Coord 2 の USB データ ケーブルを PC の USB ポートに接続します。
以下のウィンドウが表示されたら、トレッドミルのペアリングは完了です。

3 番目のケース - 異なるタイプの複数のデバイスが検出されました。
 「KAT Walk Coord 2」を選択してください。
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KAT Walk Coord 2 をコンピュータに接続したら、Gateway の指示
に従います。 Micro USB ケーブルを使用して、センサーを接続して
ペアリングします (方向センサーは 1 つだけです)。
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KAT Walk Coord 2 をコンピュータに接続したら、Gateway の指示
に従います。 Micro USB ケーブルを使用して、センサーを 1 つずつ
接続してペアリングします。
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デバイスの状態

KAT Walk Coord 2 が接続された後の KAT Gateway のインターフェース:

コントローラーオプション

Gateway ホームページのコントローラ オプション ボタンをクリックして、設定を入力します。 

KATGatewayのホームページには、現在のデバイス接続ステータスが表示されます。

- 個人のログイン状態 (近日公開予定);
- ヘッドセットの方向;
- 内部センサーの接続状態と方向。
- 左足センサーの接続状態と方向。
- 右足センサーの接続状態と方向。
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ゲーム モード: ゲームの追加、ゲームのスキャン、ゲームの検索、現在のゲー
ムの表示。コントローラ: 選択したゲームの歩行速度の調整;

選択したゲームの歩行精度の調整;巡航モードを有効にしま
す。

座る: 4 つの異なる乗り物を切り替えます。
推奨設定に従ってください。
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ハプティクス: ハプティクス モジュールの振動を
有効にします。振動強度の調整とテスト;推奨設定
に従ってください。

-ゲームマッピングモードの調整。

KAT ウォーカー コミュニティ

ログイン（近日公開予定）： 初回ログイン時にログインまたは登録をクリックしてください。
パーソナル センターでは、ユーザー情報、ゲーム データ、データ ランキング、セルフ ヘルプ 
フォーラムが表示されます。 



ここでは、名前、パスワード、電子メール アドレスの変更など、個人情報を変更および管理できま
す。ゲームデータとランキングの表示;質問や回答に返信する、または見つける。
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編集 (準備中): 名前、パスワード、メールアドレスを変更します。
データ（準備中）：歩数、ゲーム時間、消費カロリー、歩行距離の合計データ、年間データ、月間
データ、現在のデータを表示

ヘルプフォーラム



コミュニティ設定(準備中): コントローラーのオプション設定を共有できます。

KAT サポート: KAT チームはここで製品関連のガイダンスをリリースします。
返信するか、必要な情報を見つけることができます。

30

ゲームス

ネイティブ ゲーム: KAT のネイティブ ゲームをダウンロード、レ
ビュー、評価できます。その他のゲーム: 他のプラットフォームからゲー
ムをダウンロードできます。
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Mods(coming soon)

Native Mods:KAT のゲーム mod をダウンロードできます。
開発者モッド;開発者の mod をダウンロードできます。

ランキング：あなたのランキング、デバイス、歩数情報を見ることができます。

Ranking(coming soon)
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通知

通知: 通知メッセージを受信および削除できます。

フィードバック: フィードバックをお寄せください。

フィードバック
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設定

システム設定ページには、現在選択されている言語と、現在の inSteam ドライバーと 
KATGatewayのバージョンが表示されます。このページから、ソフトウェアを終了し、言語を変更
してドライバーを再インストールし、LED をセットアップして LAB FUNCTIONS を使用すること
ができます。

LED: 明るさを調整したり、ライトをオフにしたりできます。

キーボード: キーボード モードでは、一部のゲームのボタンの機能をエミュレートすることで、あ
らゆる方向に移動できます。

ラボ機能（準備中）



デバイスマネージャ
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Xinput: このモードでは、接続された XBOX コントローラー ジョイスティックの機能を引き継ぐ
か、一部のゲームで仮想コントローラー ジョイスティックをエミュレートすることにより、全方向
への移動を実現できます。
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デバイス マネージャ ページには、各センサーのステータスとデバイスの SN が表示されます。
このページから、センサーのペアリング プロセスを開始できます。

方向校正:

まず、ハンドコントローラーのシステムボタンを押して、KATGatewayに入ります。 KATGateway
でロコモーションモードを選択し、ゲームを開始します (以下の KATGatewayソフトウェアの紹介
でモードの詳細を確認してください)。

b.ゲームを開始したら (SteamVR が正常に動作することを確認してください)、ヘッドセットを装着
して足を揃えてまっすぐ立ちます。まっすぐ見て、KATGatewayダッシュボードで、

“Direction Calibration”.

注: 不適切なキャリブレーションは、移動方向のずれを引き起こす可能性があります。
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c.センサーパラメータ調整
ゲーム中は、歩行速度や特別なアクション (座っている、クルーズ) など、
多くの KAT Walk Coord 2 パラメータを調整できます。

注: 歩行方向に問題がある場合は、ウエスト ハーネスが正しく固定されているかどうかを確
認し、方向のキャリブレーションを実行してください。

次のような状況の場合、または KAT Walk Coord 2 を初めて使用する場合は、VRで正しい移動
方向を実現するためにセンサーの方向を調整する必要があります。

KAT Walk Coord 2 が移動した場合

ベースステーション (存在する場合) が移動された場合



HMD のルーム設定が変更された場合

キャリブレーションの前に、ヘッドセットの部屋の設定が正しく設定され、センサーの初期ペア
リングが完了していることを確認してください。

01

対応する靴のソールにあるソケット
にセンサーを挿入します。注: デバイ
スを使用する前に、シュー センサー
の表面がきれいでほこりがないこと
を確認してください。必要に応じて
ブラシを使用してください。

センサーは、前の手順で示したと
おりに取り付ける必要がありま
す。センサーの不適切な取り付け
は、センサーの動作に影響を与え
ます。

03

PushPush

02

センサーは、専用の靴の上に取り付ける必要があります。

センサーの取り付け

KAT Walk Coord 2 の最初の使用

L ライトが点灯しているペアリングさ
れたセンサーは左の靴に対応し、その
逆も同様です。      

        専用シューズは、C 2 プラット
フォーム以外の表面では使用しないで
ください。

摩擦レベルの紹介

        靴の摩擦は調整可能です。日常使いなら「VR VETERAN」が
おすすめです。初めてプラットフォームに乗るときは、「NOVICE」
を使用してください。フリクション調整用のメンテナンスオイルは
使用しないでください。
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滑り止めロックの紹介:

滑り止めロックは靴の裏側にあります。
シューヒルに引っ張ると、安定性が増し、プラットフォームに安全に乗り降りできます。

38

Version：202009

プラットフォームに乗り降りする前に、靴底の滑り止めロッ
クが有効になっていることを確認してください。

ウエスト ハーネスがしっかりと固定された状態でプラット
フォームに着いたら、下の図に示すように滑り止めのロック
を解除できます。プラットフォーム上を歩くことができるよ
うになりました！

 注 1: 専用シューズは、C2 プラットフォーム以外の表面では、他の目的で使用して
はなりません。

注 2: 摩擦力により、歩行や走行によりプラットフォームの表面に傷が付くことが予
想されます。デバイスの通常の動作と性能には影響しません。

注 3: プラットフォームに入る前に、SteamVR を起動し、KATGatewayでモードを
選択してください。
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プラットフォームに入る 

0101 02

乗る前、またはセンサーがスリープ
モードに入る前 (非アクティブ ≥ 30 
分)、メインボタンをクリックして靴
を振ってください。
センサー ライトを確認します。 
* 点滅：未接続 

点灯：接続成功 

   なし：スリープモード/電源なし。 

            収納フックにHMDとコントロー

ラーを引っ掛けます。
滑り止め保護ロックが有効になってお
り、底面がきれいであることを確認し
てください。
ニーパッドを装着し、プラットフォー
ムに足を踏み入れます。

* サポート重量: 130kg (286 ポンド)

ストラップイン：

03

4

04

ベルトがウエストの最も細い部分に
ぴったりとフィットする位置にウエス
ト ハーネスを調整します。左から内
側のベルトを伸ばしてしっかりと締め
ます。ベルクロがきちんと揃っている
ことを確認してください。

左から外側のベルトを伸ばしてハーネ
スを引き締め、ベルクロの位置を合わ
せながら腰にしっかりと固定します。

05

バックルを締めて、バックル ベル
トを快適な長さに調整します。
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07
HMD を装着して調整します。前を向いて後ろに手を伸ばし、メイン ボ
タンを押します (歩行方向が正しくない場合は、いつでも繰り返しま
す)。完了したら、準備完了です。
* キャリブレーションはゲートウェイでも実行できます。

コントローラのシステム ボタンを押して、SteamVR ダッシュボードの KAT アイコンか

らゲートウェイを開きます。

06
図のように足を後ろにしてまっす
ぐ立ちます。靴の車輪が転がり始
めるのを感じるまで少し前かがみ
になり、最初の一歩を踏み出し、
ゆっくりと練習を続けます。模擬
歩行に慣れるまで、数分間歩く練
習をしてください。模擬歩行に慣
れるまで、数分間歩行を練習して
ください。

Getting off：

08

         降りる前に、滑り止めロック
を有効にしてください。バックル
の側面にある銀色のボタンを押し
て開きます。

06
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充電：

09

図のようにセンサーを充電します。

* 靴センサー ライトの点滅 / 内部セン

サー ライトの減光は、充電中を示しま

す。

充電ケーブルを使用しないときは、収納に注意し、踏まないように丸めてください。

凹凸のある地面やその他の理由により、回転構造がプラットフォームの特定の側に向かっ
て継続的に引っ張られることがあります。
その場合は、以下の手順に従ってデバイスを調整してください。

01

図のようにシューセンサーを充電します。
2 回点滅は充電を意味します。

01

意図しない回転の方向に合わせて
ウエストリングを調整します。
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しゃがんでみる

02

プラットフォーム上では、ゆっ
くりとした数歩を踏むようにし
てください。

01

VR で前方への動きをトリガー
するには、足を交互に動かしま
す。

03

d

ウエストハーネスを固定しているナットを締めます。

最初のステップ - 歩き方は？

ウエストハーネスを固定してい
るナットを緩めます。

連続して時計回りに回転する傾
向がある場合は、ウエスト ハー
ネスを少し左に動かしてくださ
い。

a b

常に反時計回りに回転する傾向
がある場合は、ウエスト ハー
ネスを少し右に動かしてくださ
い。

c
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前方以外のすべての方向への連続的
な動きをトリガーするには、プラッ
トフォームの中央に片足を置いて静
止し、もう一方の足をプラット
フォームの外側から中央にスライド
させ (移動したい方向から開始)、上
げます。プラットホームの上まで。
プラットホームに足を踏み入れる瞬
間まで動き続けます。

06

デバイスの背面にある収納フック
からヘッドセットとコントロー
ラーを取り出します。

片足のマイクロ操作により、対応
する方向に微妙な動きを実現でき
ます。

04 05

このデバイスは個人的な VR エンターテイメントにのみ使用でき、それ以外の目的で使用すること
はできません。
過度の使用は避けてください。デバイスは、通常の使用条件下で完全な安全性とフリップからの保
護を確保するために厳密にテストされています。ただし、突然の大きな動きによってデバイスが大
きく傾いた場合は、そのままにしておかないでください。
安全上の問題を回避するために、意図的に繰り返したり、要約したりすること。



Inner Mounting
Plate

Sitting Posture
System

Screws and Gaskets Receiver

KAT 車両ハブ - ユーザーガイド

Vehicle Hub は KAT Walk Coord 2 でのみ使用でき、それ以外のアプリケーションは禁止されています。

サポートロッドからホールプラ
グを取り外します 

01

カバーを押し下げて開き、単三
電池を取り付けます。

03

内側取付板のボルトをロッド穴
に裏返しに挿入します。次に、
アウターマウンティングの開口
部をボルトに合わせ、六角キー
でしっかりと締めます。

II

2

1

02

インストールガイド

44
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04

取り付けが完了し、図のように
引き下げることができます。注: 
クッション素材は布地です。使
用中に変形するのは正常です。

05

ペアリングボタン： ボタンを 3 
秒間押してペアリングを完了しま
す。インジケーターライト：点滅
ライト - ペアリング。連続点灯 - 
ペアリング完了。

Indicator Light

Pairing Button

02

車両ハブはデフォルトでオフに
なっています。モジュールボタ
ンを 1.2 秒間長押しして、オン
とオフを切り替えます。クリッ
クして、自動車 / マウント / 航
空機 / 重車両の 4 種類の車両を
すばやく切り替えます

02

シートロッドをつかんで下に
引き、シートモジュールを広
げます。

1 2

01

立ち上がると自動で収納。

02

レシーバーを取り出し、コン
ピューターに接続します。セン
サーをペアリングします (KAT 
Gatewayの指示に従います)。

ユーザーガイド

注: クッション材は布地です。使用中に変形するのは正常です。



分解手順:

KAT Walk Coord 2 を別の場所に移動する必要がある場合は、デバイスの取り付け手順と逆の
順序でデバイスを分解してください。つまり、PC から USB ケーブルを引き抜き、ウエスト 
ハーネスを取り外します。輸送中に構造とコンポーネントが損傷しないようにするために、バッ
クサポートプレートからサポートロッドを取り出します。

分解後、コンポーネントを元のパッケージに入れ、元の材料を使用して安全に輸送できるように
固定します。箱を移動する際に怪我をしないように十分な労力を確保し、デバイスの輸送には信
頼できる物流会社を選択してください。

コンポーネントのメンテナンス:

1.  使用する前に、プラットフォームがきれいに拭かれ、物体、物質、ほこりがないことを常に確
認してください。プラットフォームの表面に傷がつくのは自然な摩耗の結果であり、デバイスの
動作には影響しません。

2.専用シューズは、使用前に必ず靴底が汚れていないことを確認してください。

3.使用前に、フットセンサーのレーザーヘッドの表面が滑らかできれいかどうかを確認してくだ
さい。異物がある場合は、清掃してください。センサーの使用効果に影響します。

4.装置の人間工学に基づいた設計により、上部を強く押したり前に引いたりすると、構造上音が
発生する場合がありますが、これは正常であり、予期されることです。

5.製品の使用により、わずかな静電気が発生する場合があります。静電気除去装置で主要コン
ポーネントに触れることで除去できます。

46
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6. ご使用前には必ず装置の状態をご確認ください。緩んだ要素がなく、すべてのネジが締められ
ていることを確認してください。ウエストハーネスなど、長期間使用すると摩耗しやすいコン
ポーネントの状態を毎週確認してください。コンポーネントの交換が必要な場合は、お問い合わ
せください。

不必要な磨耗や製品の損傷を避けるため、強力なクリーナーや研磨剤は使用しないでくだ
さい。使用前に、機器が完全に乾いていることを確認してください。

表面の損傷や隠れた安全上の危険を避けるため、デバイスに付属のメンテナンス オイル
を除き、化学薬品やその他の液体を塗布することは固く禁じられています。
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連絡先

会社名：株式会社EG

本社：愛媛県松山市松末2-1-50

郵便番号：790-0915 

問い合わせ：info@katvr.jp

WEB：https://katvr.jp



https://katvr.jp
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