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            Align the connection 
plate (mind its direction) 
with the screw-holes on 
the supporting rods. Install 
the gaskets and cap nuts, 
use the 5mm hexagon 
wrench to hold the screws 
and tighten the nuts (List: 
No. 11, No. 13).

KAT WALK Coord 2 開梱および設置
KAT WALK Coord2　をカーペットの上に置くか、床を保護するために他の保護用具を用意してください。手順全体を通して手袋を着用してください(ツールボックスに同封)。 

KAT WALK Coord2+(プレミアムバージョン)にのみ適応される取り付け手順は、別の通知でマークされておりKAT WALK Coord2の所有者の方は該当しない項目もあります。

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。

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。 

KAT Gateway(https://
www.katvr.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。 

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。 

(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。 

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。 

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。 

次に、下部のネジを
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。

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）

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。

ドライバーでネジを

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。 

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。

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。

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。

全てのネジはしっかりと締めてください、ネジが緩んでいると怪我や破損が起こる可能性があり、体験の質にも影響を与える可能性があります。

KATVRは、マニュアルを変更する権利を留保します。マニュアルの修正は、KATVR公式サイトで公開されていますので確認してください。 　　■　



           The shoe friction is 
adjustable. We recommend 
"VR VETERAN" for daily use. 
Use the "NOVICE" when for 
the 1st time on the 
platform. Do not use the 
maintenance oil for friction 
adjustment.

II

Stand straight with feet at the back 
as shown. Lean forward a little bit 
till you start to feel the shoe wheels 
started rolling, then take the first 
step and slowly continue for 
practice. Practice walking for a few 
minutes until you get used to the 
simulated gait.
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KAT WALK Coord 2 簡易ユーザーガイド
ゲームでデバイスを使用する前に、KAT WALK Coord2のユーザーマニュアルをよく読み指示に従ってください。

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。

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。必要に応じ
て、マイナスドライバーを
使用してセンサーをこじ開
けます。

　　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。

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。サンサーライトを確認します。 

点滅：未接続 

点灯：接続成功 

反応なし：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

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。 

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。 

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。

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。

　　 
　　　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。

充電コネクタをよく合わせて、 

センサーを充電します。 

コネクタが回転すると、接続を 

維持できない場合がございます。 

* 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。

このデバイスは個人的な使用目的な場合のみに使用することができ、それ以外の目的で使用することは禁じられております。 

このデバイスは個人利用において安全性を確保するために厳密にテストされており、通常の使用条件下において反転することはありませんが、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、安全性の問題を回避するために、故意に繰り返したり、状

態悪化させないようにしてすぐにサポートへと連絡してください。




