
,"5�8BML�NJOJ
08/&3�4�."/6"-

5IF�QSPEVDU�NBZ�WBSZ�TMJHIUMZ�GSPN�UIF�QJDUVSF�

オーナーズマニュアル 
　　　　　　　日本版



%FDMBSBUJPO

'PS�UIF�MBUFTU�JOGPSNBUJPO�QMFBTF�GFFM�GSFF�UP�DIFDL�PVU�PVS�PDJBM�XFCTJUF��IUUQ���XXX�LBUWS�DPN�

��������������������������������*U�JT�UIF�USBEFNBSL�PG�)BOH[IPV�7JSUVBM�BOE�3FBMJUZ�5FDIOPMPHZ�$P��-UE��"MM�
USBEFNBSLT�QSPEVDU�JEFOUJDBUJPO�BOE�USBEF�OBNFT�PG�PUIFS�DPNQBOJFT�BQQFBSJOH�JO�UIJT�
NBOVBM�BSF�PXOFE�CZ�UIFJS�SFTQFDUJWF�PXOFST��/P�QBSUT�PS�DPOUFOU�PG�UIJT�NBOVBM�NBZ�CF�
DPQJFE�PS�SFQSPEVDFE�XJUIPVU�UIF�XSJUUFO�QFSNJTTJPO�PG�UIF�DPNQBOZ�BOE�NBZ�OPU�CF�TIBSFE�
JO�BOZ�GPSN�PS�VTFE�GPS�BOZ�DPNNFSDJBM�PS�QSPUBCMF�QVSQPTF��
5IF�DPOUFOUT�PG�UIJT�NBOVBM�BSF�TVCKFDU�UP�DIBOHF�EVF�UP�QSPEVDU�VQHSBEFT�PS�PUIFS�SFBTPOT��
0VS�DPNQBOZ�SFTFSWFT�UIF�SJHIU�UP�NPEJGZ�UIF�DPOUFOUT�PG�UIJT�NBOVBM�XJUIPVU�BOZ�OPUJDF�PS�
QSPNQU��5IJT�NBOVBM�JT�JOUFOEFE�BT�B�HVJEF�POMZ��8F�EP�PVS�CFTU�UP�QSPWJEF�BDDVSBUF�JOGPSNB�
UJPO�JO�UIJT�NBOVBM�CVU�XF�EP�OPU�HVBSBOUFF�UIBU�UIF�DPOUFOUT�PG�UIF�NBOVBM�BSF�DPNQMFUFMZ�
FSSPS�GSFF��"MM�TUBUFNFOUT�JOGPSNBUJPO�BOE�SFDPNNFOEBUJPOT�JO�UIJT�NBOVBM�EP�OPU�DPOTUJUVUF�
BOZ�XBSSBOUZ�FYQSFTT�PS�JNQMJFE�

��

'JSTU���'PSFNPTU

5IJT�TZNCPM�JT�B�IJOU�MFUUJOH�ZPV�LOPX�XIBU�NJHIU�CF�IFMQGVM�BU�UIBU�QBSUJDVMBS�QPJOU�

5IJT�TZNCPM�JT�JNQPSUBOU��:PV�NVTU�DPNQMFUF�POF�PS�NPSF�PG�UIF�IBSEXBSF�BOE�TPGUXBSFJOTUBMMBUJPOT�PS�TFUUJOHT�BT�EFTDSJCFE�JO�UIF�NBOVBM�
5IJT�TZNCPM�JT�B�TBGFUZ�XBSOJOH�UP�SFNJOE�ZPV�UP�CF�XBSZ�PG�ZPVS�QFSTPOBM�TBGFUZ�XIJMF�
QFSGPSNJOH�UIF�UBTL�CF�NJOEGVM�PG�UIJT�TZNCPM�UP�BWFSU�BOZ�QPUFOUJBM�SJTLT�

5IJT�PXOFS�T�NBOVBM�DPOUBJOT�BMM�UIF�JOGPSNBUJPO�ZPV�OFFE�UP�JOTUBMM�UIF�,"5�8BML�NJOJ�
5IF�GPMMPXJOH�TZNCPMT�BSF�VTFE�UP�JOEJDBUF�DSVDJBM�JOGPSNBUJPO�BOE�JOTUSVDUJPOT�GPS�UIF�TFU�VQ�
QSPDFTT�

5IJT�TZNCPM�JT�B�QSFDBVUJPO��*U�VTVBMMZ�QSPWJEFT�BEEJUJPOBM�JOGPSNBUJPO�UP�IFMQ�XJUI�B�
UBTL�BT�XFMM�BT�JOGPSNBUJPO�UIBU�BQQMJFT�POMZ�UP�DFSUBJO�TJUVBUJPOT�

はじめに

この取扱説明書には、KAT Walk miniのインストールに必要なすべての情報が含まれています。 

次の記号は、セットアッププロセスの重要な情報と指示を示すために使用されます。

この取扱説明書には、KAT Walk miniのインストールに必要なすべての情報が含まれています。 

次の記号は、セットアッププロセスの重要な情報と指示を示すために使用されます。

この記号はヒントであり、その特定のポイントで何が役立つかを知らせます。

この記号は重要です。マニュアルに記載されている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個人の安全に注意することを
思い出させるために、潜在的なリスクを回避するためにこの記号に注意してください。

宣言

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社

のすべての商標、製品識別、および商号は、それぞれの所有者が所有しています。 このマニュアルの一部また

は内容は、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。また、いかなる形式でも共
有したり、営利目的または営利目的で使用することはできません。 

このマニュアルの内容は、製品のアップグレードまたはその他の理由により変更される場合があります。 当社

は、予告なしに本マニュアルの内容を変更する権利を留保します。 

このマニュアルは、ガイドとしてのみ使用することを目的としています。 このマニュアルに正確な情報を提供

するために最善を尽くしますが、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。 

このマニュアルのすべての記述、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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安全指示

けがや製品の損傷を防ぐために、KAT Walk miniを使用する前にすべての組み立ておよび操作の指示

を読んでそれに従ってください。

デバイスには可動部品が含まれています。 特に子供やペットの場合、事故を避けるために使用中に近

づかないでください。 1メートル以上の安全な距離を保ってください。 

プレートの損傷や自分自身への危害を避けるため、使用中は指示に従って特別な靴カバーとハーネスを
使用してください。 靴カバーは、それらの唯一の目的のためであり、他の目的のためにそれらを使用

することは厳しく禁止されています。

このデバイスは、高さが1.40m（4'7 ''）から1.95m（6'5 ''）で、体重が130kg（285lb）以下の14歳か

ら60歳の健康な人が使用するためのものです。 年齢、身長、体重の要件を満たしていない場合、または

体調が中程度から激しい身体活動に対応できない場合は、KAT Walk miniを使用しないでください。 

あなたの健康状態が不明な場合は、まず医師に相談してください。

ベースプレートは滑りやすいです。 デバイスをオン/オフする前に、回転ロック機構が所定の位置にある

ことを確認してください。 支持棒の指定された領域を保持してから、デバイスのオン/オフを進めます。 

使用中にハーネスが適切に着用され、固定されていることを確認してください。 ハーネスなしでこのデバ

イスを使用しないでください。

適切な指示に従って、または損傷を避けるために専門家の指導の下でデバイスを使用してください。 

妊娠中の女性、またはてんかん、心肺疾患、眼疾患、精神疾患、貧血、および術後の回復などを受
けている人は厳しく禁止されています。

使用前にデバイスをチェックして、クラック、傷、隆起、曲がり、奇妙な動き、またはその他の消耗
の兆候のない通常の状態であることを確認します。 すべての接続と可動部品をチェックして、ナッ

ト、ボルト、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。

足元の安全に注意してください。 

使用中は、ベースプレートの境界から足を離さないでください。 

安全上のリスクを回避するために、ベースプレートとフレームの間の隙間に注意してください。
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配置のリスク：このデバイスを次の場所に配置しないでください。 
（1）直射日光の当たる屋外; 

（2）傾斜または不安定な表面。 

（3）ガラス製または重量に耐えられないガラス製の展示ブース 

サポート要件; 

（4）消防設備や安全出口などの近く

窒息の危険：子供やペットが届く可能性のある場所で窒息の危険をもたらす小さなコンポーネントを 
放置しないでください。

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ままに
しないでください。

インストール後に場所を変更する必要がある場合は、コンポーネントの順序に厳密に従って分解
し、元のパッケージと同じ素材を使用してデバイスをラップし、高品質の物流会社または取り扱い
会社を選択してください。 製品が損傷を受けやすい可能性があります。 

デバイスの開口部にアイテムを挿入しないでください。

デバイスを液体や液体が入っている容器から安全に離し、乾燥させてください。

デバイスをソケットに接続する前に、実際のソケット電圧が適合していることを確認してください。 

2つの電圧が一致しない場合は、デバイスを電源ソケットに接続しないでください。

プラグを抜く前に、関連機器の電源を切ってください。  

雷雨の前にデバイスを取り外してください。 

電源コードを取り外すときは、プラグから抜いてください。 

コードを直接引っ張らないでください。

選択したVRヘッドセットに関連するすべての製品の指示と警告を必ず読んで従ってください。 

上記の安全に関する指示に違反した場合、またはその他の違反を実行した場合、人体への傷害また
は悪影響が生じる可能性があり、KAT VRは責任を負いません。
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使用する前に、製品マニュアルを注意深く読み、所定の指示に従う必要があります。

次のヘルス警告は、正確性と関連性を確保するために定期的に更新されます。

その後の身体的不快感の可能性があるため、長期間の使用はお勧めしません。 

不快感の症状は、吐き気、めまい、または頭痛です。 不快感を感じる場合は、すぐに使用を中止し、 

症状が収まるまで安全上の問題を引き起こすような活動を行わないでください。 

子供がこのデバイスを使用している間は、保護者が常に同席して、上記の不快感を経験しないように
してください。 初めての場合は、使用期間を短くすることをお勧めします。 バーチャルリアリティに

適応した場合にのみ、使用期間を徐々に増やすことをお勧めします。 

健康に関する警告

バーチャルリアリティによって引き起こされる症状は、数時間で持続し、 

より明白になる場合があります。 あなたの個人的な安全のために、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他の活動、または身体のバランスと 
手と目の協調を必要とする他の活動に従事しないでください。

デバイスの使用中に次の症状がある場合は、直ちに停止する必要があります。 

（a）発作、意識喪失。 

（b）目の疲労、目の筋肉のけいれん、不鮮明さまたは他の視覚異常;  

（c）障害のある身体バランスまたは手と目の協調; 

（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。

疲労している、二日酔い、アルコールや薬物の影響下で、感情的にストレスがかかっている、 

または不安がある場合、頭痛または耳痛があります。 デバイスを使用することは固く禁じられています。 

そうしないと、状態が悪化します。

このデバイスを使用する人は、民事行為のすべての能力を持ち、前述の事項を 
順守しているとみなされます。
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製品導入

KAT Walkミニスペシャルシューズカバー説明 

靴カバーは、KAT Walk mini用に特別に設計されており、この目的にのみ使用されます。 一定の摩擦を使用し

て、歩行時の足の曲線と変位をシミュレートします。 ベースプレートの設計は、自然な二足歩行をシミュレー

トし、その強調されたVR没入の自然な感覚の歩行を保証することです。 KAT Walkミニスペシャルシューズカ

バーを使用することをお勧めします。

KAT Walk mini説明 

KAT Walk miniは、小型で軽量なVR全方向性プラットフォームで、VRトレッドミルとしても知られています。 

仮想世界と現実をつなぎ、コンパクトな空間で仮想世界の360°無限のアクションを実現します。 制限のないデ

ザイン、360°自由度のモーションシミュレーション、身長と体の適応などにより、バーチャルリアリティで安

全かつ無料で深く没入できる歩行体験を実現するのに役立ちます。複数のアプリケーションにはVRゲームや産

業用途が含まれます。

シート

KAT Walkミニアダプターの説明 

KAT VRが開発したKAT Walk miniアダプターは、KAT Walk miniが適切に接続されていることを条件に適切に機

能するようにするためのものです。

フック

調節可能なバックル

ハイトアジャスター

製品の外観

製品導入

ベース

バックサポート

ハーネス
安全バックル

回転ロック

LEDライト

レッグストラップ
支持棒

ベースプレート
ベースシェル

安全手順

接続線



製品パラメーター
年齢制限 14-60歳 まで

重量制限 130KG 以下

身長制限 1.4m - 1.95m 

製品の重量 101kg 

ウエストの範囲 550mm - 1100mm 

レッグストラップの長さ 740mm 

ベースプレートの高さ 280mm 

ステップの高さ 155mm 

関節可動域 270mm 

商品のサイズ 1535mm*1170mm*1476mm 

ベースプレートの直径 940mm 

床面積 1.37m² 

製品電圧 100V - 240V 

定格出力 35w 

作業温度 0°C - 40°C 

保管温度 -5°C - 50°C 
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設置準備

設置プロセスで発生する可能性のある安全上の危険のため、注意してください。  

インストールを試みる前に、私たちがあなたのためにコンパイルした提案を注意深く読んでください。

注意事項

KAT Walk miniの箱を開ける前に、ハサミ、ドライバー、爪ハンマーを準備し、保護手袋を着用し、 

手仕事、スリッパ、かかとの高い靴に適した靴を着用しないでください。 

開梱前のツールの準備

壁や床を傷つけないように、取り扱いプロセスの障害物を取り除きます。

パッケージの総重量は約163 kgです。 少なくとも2人の大人に箱を開けるのを手伝ってもらい、 

あなたまたは製品に損傷が与えられないようにしてください。 

配置

USBケーブルにアクセスできるように、デバイスをコンピューターの近くに置きます。

木の床やタイル張りの床など、傷がつきやすい表面にデバイスを置くことは 

お勧めできません。

操作中の安定性のために、装置を水平な地面に置きます。

近くにひっくり返せる物や家庭用品がないことを確認してください。

次の手順では、HTC VIVEをVRヘッドセットとして使用しますが、適応可能なVRヘッドセットは

HTC VIVEに限定されません。



パッケージに適切な数の各ツールまたはアクセサリが付属していることを慎重に確認してください。 

 不足しているアイテムがある場合は、カスタマーサービス（support@katvr.jp）にお問い合わせください。

ツールの準備

アイテムリスト

メイン 
コンポーネント

ベースプレート 1 一体型のベースプレート

バックサポート 1

サポートロッド 1 左右１本ずつ

ステップ 1

ツール

アレンキー/六角レンチ 1 5mm、6mm、各1個

オープンエンドレンチ 1 17 * 19mm、20mm、各1個

プラスドライバー 1 4インチ

レベル 1 18mm * 9mm

アクセサリ

KATWALKmini 
オーナーズマニュアル

1

LEDライトアダプター 1

KATウォークミニアダプター 1 延長ケーブル付き

特別な靴カバー 1

六角穴付き 

ボタンヘッドネジM8X 16
1

六角穴付き 

ボタンヘッドネジM8X 20
1

クロス凹型皿頭ねじM4x8 1

ネジM8X 16、8mm 

ガスケット付き
1

ソフトウェア KAT I/O 1 www.katvr.com/katio 

http://www.katvr.com/katio


��

5IF�GPMMPXJOH�JOTUSVDUJPOT�XJMM�VTF�UIF�)5$�7*7&�BT�UIF�TUBOEBSE�73�IFBETFU�CVU�
UIF�BEBQUBCMF�73�IFBETFUT�BSF�OPU�MJNJUFE�UP�UIF�)5$�7*7&�

&WFSZ�UJNF�BGUFS�QPXFSJOH�PO�UIF�,"5�8BML�NJOJ�	TVDI�BT�
BGUFS�DPOOFDUJOH�UP�ZPVS�DPNQVUFS�WJB�64#�PS�SFTUBSUJOH�
ZPVS�DPNQVUFS
�STU�JOJUJBMJ[F�UIF�TFOTPS�PO�UIF�EFWJDF�
CFGPSF�VTJOH�UIF�EFWJDF�

4FOTPS�*OJUJBMJ[BUJPO

'PS�JOJUJBMJ[JOH�UIF�TFOTPS�QMFBTF�NBOVBMMZ�SPUBUF�UIF�
TVQQPSUJOH�SPET�GPS�POF�SPVOE�UP�DPNQMFUF�UIF�QSPDFTT�

1MFBTF�OPUF�UIBU�TJODF�UIF�CBTF�GSBNF�BEET�IFJHIU�UP�HSPVOE�MFWFM�TFU�UIF�HSPVOE�MFWFM�XIJMF�
PO�UIF�,"5�8BML�NJOJ�UP��DN�BT�ZPV�XPVME�OPSNBMMZ�CVU�ZPVS�IFJHIU�TFUUJOHT�TIPVME�CF�����DN�
MFTT�UP�DPNQFOTBUF�GPS�UIF�FMFWBUJPO�

'JSTU�6TF�*OTUSVDUJPOT
4FOTPS�*OTUSVDUJPOT

5JQT�GPS�3PPN�4FUUJOHT�PG�UIF�73�)FBETFU

5IF�BDUVBM�IFJHIU�GSPN�UIF�IFBETFU�UP�HSPVOE�MFWFM�JT�����DN�

センサーの説明

次の手順では、HTC VIVEを標準VRヘッドセットとして使用しますが、適応可能なVRヘッドセットは

HTC VIVEに限定されません。

最初の使用手順

VRヘッドセットの部屋設定のヒント

KAT Walk miniの電源を入れた後（USB経由でコンピューターに

接続した後、またはコンピューターを再起動した後など）、デバ
イスを使用する前に、まずデバイスのセンサーを初期化します。 

センサーを初期化するには、プロセスを完了するために、1ラウ

ンドの間、支持ロッドを手動で回転させてください。

センサーの初期化

ベースフレームは地面レベルに高さを追加するため、KAT Walk miniで通常どおりに地面レベルを0cmに設定

しますが、標高を補正するために高さ設定を18.6cm低くする必要があります。 
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センサー校正

KAT Walk miniを使用する前に以下の状況のいずれかが発生した場合、物理的なアクションをVRゲームまたは

シミュレーションに正しくマッピングするために、センサーの向きを調整する必要があります。 

KAT Walk miniをインストールまたは移動したばかりの時

KAT Walk miniのソフトウェアアダプター（KAT I / OまたはKAT I / O 

Business Edition）とSteamVRをクリックします。

メニューに表示されている「キャリブレーション」ボタンをクリッ
クします。 

この時点で、KAT Walk miniのセンサーキャリブレーションが完了し

ました。

センサーのキャリブレーションの前に、VRヘッドセットの部屋の設定が正しく完了し、センサーの 

初期化操作が実行されていることを確認してください。 
次に、キャリブレーションプロセスに進みます。

VRヘッドセットをKAT Walk miniの

位置に対して適切に配置します。 背

中のサポートに合わせて前向き。

VRヘッドセットの部屋の設定をやり直します。

KAT Walk miniの回転機能をロックします。

VRヘッドセットのベースステーション（ある場合）を移動した。
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ハーネス着用 
ハーネスを着用して隙間がない
ことを保証し、ハーネスの留め
金ベルトを引っ張り、最もタイ
トで快適な位置に達するまで締
め付けます。 

高さ調整 
ハーネスを持ち、持ち上げる
か押し下げることで、目的の
位置に高さを調整します。 

（高さ調節装置を押すために
片手を保持する）

乗る 
特別な靴カバーを装着した
後、安全棒に乗ってから、支
持棒のハンドルを握ってベー
スフレームの表面に足を踏み
入れます。

KAT Walk miniクイックオペレーションインストラクション-あと3ステップのみ

KAT Walk mini取扱説明書

ハーネスとクラスプベルトが最もきつく締められていることと、ウエスト
とハーネスの間に隙間がないことを確認してください。 ゆるく着用する

と、VRの経験が影響を受けます。
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支持棒を上記の位置まで回転さ
せます。

支持棒の回転ロックを解除し
ます。

回転ロックをロックして、支持
棒を固定します。

ラベルが示す場所をしっかり
支えてください。

安全台を踏んでください。

背中のサポートに面して
立ちます。

ベースフレームの表面に足を踏
み入れ、注意して立ちます。 

特別なシューズカバーなどをつける必要は無くなりました。靴
下での遊戯をお勧めいたします。 

KAT Walk miniの最初の使用

使用方法
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高さ調整
お客様の腰の位置に後から合わせたので良いです。

（上記の高さの範囲は、例示のみを目的としており、快適
さが究極の基準となります。）

高さを調整する前に、ハーネスが最
高位置に設定されていることを確認
してください。

これが可能な最高の
位置です。

ハーネスの背面を持ち上げ、腰
の快適な位置に調整し、少し押
し下げて固定します。

下げるには、両手でハー
ネスを少し持ち上げま
す。

これは可能な最低位置
です。

そして、片手で持ち、高さ調整
器を押して、ハーネスを目的の
位置に落とし、静かに押し下げ
て固定します。

ハーネスを着用する準備をす
るために前方に回します。
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この手順は非常に重要です。ハーネスが適切に着用されていない場合、歩行がうまくできない可
能性があるためです。

ハーネス着用

ハーネスを締めるには、調節可能なベ
ルトが最もきつくなるまで、ストラッ
プの左側を両手で引っ張ります。 
 その間、ウエストをストラップに合わ
せます。

ハーネスの内側にしっかりと寄りかかり、ストラップの両側を引っ張り、腰
の最も薄い部分の周りのリングを閉じます。 

（両側が股上で接続されていることを確認してください）  

次に、マジックテープをできるだけしっかりと貼り付けて、スペースが残ら
ないようにします。その後安全のためにハーネスを締めてください。 

腰とハーネスの間に
スペースが残らない
ように、ハーネスと
調節可能なベルトが
十分にきつくなるよ
うに再確認します。 

クラスプベルトを
引っ張り、最もきつ
く快適な位置に達す
るまで締め、ベルト
の残りの部分を固定
します。 

レッグストラップが必要ない場合は、
サポートロッドに吊るすか、単に元に
戻すだけにしてください。そうしない
と、吊るされた部分が信号干渉になる
可能性があります。

レッグストラップは、太ももの周り
にベルクロを締めて、スペースが残ら
ないようにします。 
クラスプベルトを引っ張り、最もき
つく快適な位置に達するまで締め、
ベルトの残りの部分を固定します。

後ろの調節可能なバックルを利
用し、レッグストラップとシー
トの間の長さを快適な位置に調
節するために使用します。 
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しっかりと固定したら、前に出
てみてください。

着座は使用しません。 しゃがむことを試みてください。
（しゃがむときに背もたれデバイス
の詰まりが発生した場合は、しゃが
む深さを減らすか、しゃがむ位置を
垂直に調整して問題を解決してくだ
さい。）

ウォーキングチュートリアル

ゲーム内のキャラクターで前進
するには、ステップを前後にシ
フトし続けます。

ゲーム内のキャラクターで前処理を
続けるには、片足を中心にしっか
りと立ち、もう片方の足で一歩戻
ります。

アクセサリーのセットアップ

VRヘッドセットとコントローラーを

後ろのフックに掛けます 
簡単にバックサポート 
デバイス上でアクセスします。

ゲームスタート。回転ロックを解除します。
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回転ロックをロックして、支持
棒を固定します。 

VRヘッドセットとコントロー

ラーを取り外した後、フック
で安全に後ろに掛けることが
できます。

ハーネスのバックルを外しま
す。

片方の手でグリップラベル
が示す場所を持ち、片足で
安全ステップに優しく降り
ます。

レッグストラップを外します。

支持棒を上記の位置まで
回転させます。 

降りる

特別な靴カバーを外してください。 
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システム要求

オペレーティングシステム：Windows 7 SP1、Windows 8.1以降、Windows 10。

KAT I / Oソフトウェアの概要

USBポート：1x USB 3.0以上

記憶域：100 MBの空きハードディスク領域（ソフトウェアアダプターのインストール用）

ソフトウェアアダプターの手順

ソフトウェアアダプターの手順

Steam VRに基づいたKAT I / O VRプラットフォーム機能は、ソフトウェアアップデートと共に 

提供されます。

KAT I / Oを使用すると、KAT Walk miniがサポートするゲームの包括的なライブラリはもちろんのこと、仮想

世界を離れることなく、KAT Walk miniの機能のステータスを即座に制御できます。 Steam VRを使用すると、

KAT I / Oは、VR体験を中断させないために、ヘッドセットを外したり、KAT Walk miniを離れたりすることな

く、ゲーム内の機能や製品の設定を閲覧できます。

KAT I / Oは、個々のユーザー向けにKAT VRが開発した製品管理支援ツールです 

その他のシステム要件については、特定のVRヘッドセットの指示を参照してください。

ソフトウェアサポート：SteamVR（Steam公式ウェブサイト：http://store.steampowered.com/）

ブラウザーを使用して次のWebサイトにログインし、必要な製品のソフトウェアアダプターを

取得してください。 

http://www.katvr.com/katio/

ソフトウェア取得プロセス

法人のお客様は、営業スタッフを通じてソフトウェアの商用バージョン（KAT I / O Business Edition）に 

アクセスできます。
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KAT Walk miniを移動する必要がある場合は、厳密に逆の順序で製品の組み立て手順に従ってください。 

主要なコンポーネントが損なわれないように注意して分解してください。 

デバイスを分解した後、元の箱にそっと置き、同様の素材を使用して梱包します。 十分な人材または適

切な物流会社を使用して慎重に取り扱わなければ、製品が損傷を受けやすくなります。

分解手順

毎日使用する前に、ベースフレームの表面を常に拭いて、表面を磨く可能性のあるほこりや汚れを
取り除いてください。

製品のメンテナンス

分解とメンテナンス

電子部品の損傷を防ぐため、または安全上の問題を引き起こすために、デバイスのシェルに液体を
注ぐことは禁止されています。

強力な洗剤や研磨液を使用して、メンテナンスのために表面を拭かないでください。 

デバイスを使用する前に、表面が乾いている必要があります。

ネジとボルトを定期的にチェックして、しっかりと締められていること、タイムリーな交換のために
摩耗や裂けやすい部品、例えばウエストとレッグストラップを確認します。 必要なコンポーネント/

部品を交換する場合は、カスタマーサービスに連絡してサポートを受けてください。
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KAT Walk miniではゲーム内の方向が異なります。 どうすれば良いでしょうか？

よくある質問（FAQ）

次の理由により、歩行不能または不自然にスローモーションが発生した可能性があります。 

1）ゲーム内で前に進むことができない場合は、Steam VRが初期化され、適切に動作しているかど

うかを確認してください。 次に、ヘッドセットとコントローラー間の接続が確立され、正しく機

能しているかどうかを確認します。 Steam- VRを再起動してください。 

2）ゲーム内で移動できない場合は、KAT I / OでKAT Walk miniのステータスを確認してくださ

い。 パラメータが異常な場合は、ミニのインターフェイスでUSBワイヤを再接続します。 次に、初

期化プロセスを実行し、SteamVRを再起動します。 

3）Steamゲームでウォーキングが利用できない場合は、コントローラーがオンになっており、

ゲーム設定が正しいことを確認してください。 

4）歩行速度が異常に思われる場合は、KAT IOランタイムの速度パラメーターを、選択したゲーム

に設定されている最大速度まで手動で調整できます。 

 

KAT Walk miniで移動できないか、動きが遅すぎます。 私は何をすべきですか？ 

いくつかの理由により、偏差の問題が発生した可能性があります。 以下の手順に従って問題を特定

し、解決してください。 

1）KAT I / Oプラットフォームにより、ユーザーはVR内ですばやく手動でキャリブレーションを実行

できます。 コントローラーのAPPボタンをクリックして、キャリブレーションオプションを選択する

だけです。 

2）起動時に初期化プロセスは発生しますか？ そうでない場合は、デバイスのUSB接続を再接続し、

再度初期化してみてください。 

3）最初に使用する前に（または最近デバイスを移動した場合）、部屋のセットアップと方向のキャ

リブレーションプロセスを完了してください。 

4）使用していない場合、レッグストラップがわずかな干渉を引き起こす可能性があります。 この問

題を解決するには、対応するサポートロッドにストラップを取り付けて、スイングを防止します。 

5）安全ハーネスを体に合わせて調整し、背中と背中サポートの間のゆるいスペースを避けるために

締めてください。
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その他の問題が発生し、問題の解決に支援が必要な場合は、公式Webサイトの関連ページ

（http://katvr.com/sup-port/technical-support/）にアクセスするか、global @ katvrcomま

でお問い合わせください。 .

支持棒の回転ロックが解除されているか確認してください。 それでもロッドが正常に機能しない

場合は、対応するネジを反時計回りに調整します。

KAT Walk miniのインストールプロセスは正しく行われたが、サポートロッドが動かないか、

動かなくなった場合はどうすればよいですか。

A：1）LEDライトのDC、電源アダプター、電源コードがすべて正しく接続されているかどうかを

確認してください。 

2）エネルギーコンセントが通電され、電源スイッチがオンになっているかどうかを確認してくだ

さい。

KAT Walk miniのLEDライトが点灯しません。
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機器は、ほこりの多い環境に置かないでください（道端の窓の近くなど） 

製品のメンテナンスと修理

電源が入っているときは、デバイスを電源から外さないでください。 

 インターフェイスカードが焼けたり損傷したりしないように、インターフェイスを頻繁に 

オフにします（USBインターフェイスを除く）。

デバイスはほこりや液体から保護する必要があります。

機器に問題がある場合は、必要な修理を延期しないでください。 デバイスが常に良好な動作状態に 

保たれるように、すべての損傷と誤動作はできるだけ早く報告および修復する必要があります。 

ハードディスクを頻繁に使用したり、ウイルスに感染したり、誤って操作したりすると、 

簡単に重要なデータが失われる可能性があります。 定期的なバックアップを忘れないでください。

関連するウイルス対策ソフトウェアをインストールし、定期的に更新し、システムを頻繁に 
スキャンして、デバイスをマルウェアのない状態に保ちます。
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今まで、キーボードとマウスが突然機能しなくなるまで、問題なくキーボードとマウスを使用で
きました。 私は何をすべきか？

以下の手順に従ってください。 

（1）キーボードロックボタンが有効になっているか確認してください。 その場合は、キーボードの

ロックを解除してください。 

（2）マウスとキーボードがマザーボードの関連ポートにしっかりと接続されていることを確認して

ください。

以下の手順に従ってください。 

（1）キーボードロックボタンが有効になっているか確認してください。 そのような場合は、キー

ボードのロックを解除してください。 （2）キーボードがマザーボードの関連ポートに正しく接続さ

れ、しっかり接続されていることを確認してください。

デバイスを通常どおり起動した後、BIOSはCPU、メモリ、およびディスクドライブを検出しますが、

画面に「キーボードエラーまたはキーボードが存在しません」と表示されます。  

私は何をすべきか？

よくある質問（FAQ）

ビデオとマニュアルが利用可能なデスクトップに「KAT INSTRUCTION」というタイトルのフォル

ダーがあります。 マニュエルは更新されるため、http：//katvr.com/support/technical-support/

から最新バージョンをダウンロードすることもできます。

マニュアルはどこにありますか？
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以下の手順に従ってください。 

（1）電源ユニット背面のスイッチが「1」に切り替わっているか確認してください。 （2）すべての

プラグが関連するソケットにしっかりと接続されているかどうかを確認してください。 

（3）マザーボードとベースプレートへの充電ワイヤの接続がしっかりしているか確認してくださ

い。 

（4）マルチメータを使用して、電源ユニットが正常に動作しているかどうかを確認してください。 

（5）故障した電源ユニットを交換してからもう一度お試しください。

電源スイッチをオンにした後、デバイスが応答せず、電源ユニットが正常に動作していないようで
す。 私は何をすべきか？

デバイスの起動後、BIOSはCPUおよびメモリを通常どおり検出しますが、画面に「Detecting IDE 

drives」が約30秒間表示され（通常は5秒を超えてはなりません）、その後、ハードディスクが が見

つかり、コンピューターがオペレーティングシステムを開けません。 

 私は何をすべきか？

以下の手順に従ってください。 

（1）ハードディスクが寿命に近づき、パフォーマンスが不安定になっていないか確認してください 

（2）不良セクタの存在についてハードディスクをスキャンしてください。 

（3）故障したハードディスクを交換した後でも問題が発生するかどうかを確認します。 

ハードディスクを交換するときは、静電気による損傷を防ぐため、素手でコンポーネントに
触れないでください。

ある時点で誤動作が停止し、デバイスが通常どおりオペレーティングシステムに入る場合、すべて
の重要なデータのバックアップを作成することを強くお勧めします。
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以下の手順に従ってください。 

（1）電源管理設定のCMOS設定のACPI機能のステータスがデフォルト設定と一致しているかどうか

を確認してください。 

（2）オペレーティングシステムのスタートアップファイルが破損していないか確認してください。 

（3）ハードディスクをフォーマットし、オペレーティングシステムを再インストールしてください。 

（4）故障したCPUを交換してからもう一度お試しください。

この問題の一般的な原因は、周辺機器カードのリソースがBIOSと競合してリセットすることです。 

「del」ボタンを押してCMOS設定を入力し、F10ボタンを押して「Y」と入力し、Enterを押してシス

テムを再起動します。

デバイスの電源を入れた後、BIOSはCPU、メモリ、ハードドライブ、およびキーボードを正常に

検出しますが、画面に「cmosチェックサムエラー-デフォルトがロードされました」と表示されま

す。 私は何をすべきか？

コンピュータは通常どおり起動しますが、オペレーティングシステムのデスクトップに入る前に再起動
を続けます。 私は何をすべきか？

A以下の手順に従ってください： 

（1）金属ネジなどの異物がデバイス内に存在して短絡の原因になっていないか確認してください。 

（2）すべてのケーブルが正しく接続され、短絡していないか確認してください。 （3）故障した電源

ユニットを交換してからもう一度お試しください。 

デバイスの電源を入れても、パッシブバックプレーンの表示灯が1回だけ点滅する場合、デバイスが

動作を停止した場合はどうすればよいですか。
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以下の手順に従ってください。 

（1）周辺機器が関連ポートにしっかりと接続されているか確認してください。  

（2）電源ユニットが正しく接続され、正常に動作しているか確認してください。  

（3）周辺機器が接続されているポートが正常に機能しているか確認してください。 

（4）ポート構成と電気仕様がこれらの周辺機器と互換性があるかどうかを確認してください。 

（5）周辺機器が他のコンピューターに接続されたときに正しく機能するかどうかを確認してくださ

い。 

（6）デバイスが他のタイプの他の周辺機器に接続できるかどうかを確認してください。 

周辺機器が正常に機能していない場合、デバイスは正常に機能していません 

 しかし、接続はされています。私は何をすべきか？

以下の手順に従ってください。 

（1）冷却システムが正常に動作し、CPU冷却ファンがスムーズに回転するかどうかを確認してくだ

さい。 

（2）不良セクタの存在についてハードディスクをスキャンしてください。 

（3）メモリモジュールが誤動作していないか確認してください。

以前はデバイスは正常に動作していましたが、最近はソフトウェアの実行速度が遅くなり、クラッ
シュすることさえあります。 私は何をすべきか？
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デバイスの電源がオンになり、電源ユニットは正常に動作しますが 

コンピューターが応答しません。 私は何をすべきか？

以下の手順に従ってください。 

（1）マザーボードの金色の接触ピンが底板にしっかりと接触しているか確認してください。 

（2）マザーボードを安全に取り外してから、パッシブバックプレーンに締め直します。 （3）パッシ

ブバックプレーンにマザーボードだけに周辺カードがないことを確認してください/パッシブバックプ

レーンにマザーボード以外の周辺カードが接続されていないことを確認してください？ 

（4）CPUとメモリモジュールがマザーボードにしっかり固定されているか確認してください。 （5）

マザーボードのマニュアルを読んで、CMOSジャンパーを見つけてリセットし、BIOSをクリアする方

法を学習してください。 

（6）故障したマザーボードを交換した後、デバイスの電源を再投入してください。 

 

デバイスの電源をオンにした後、デバイスは通常どおり起動せず、連続アラーム音がなっています。 

以下の手順に従ってください。 

（1）メモリモジュールがマザーボードにしっかりと固定されているか確認してください。 

（2）メモリモジュールの金色のコンタクトピンが汚れていないか確認してください。 

（3）メモリモジュールの金色のコンタクトピンを清掃します。 

（4）メモリモジュールをマザーボードの別のメモリスロットに接続してみてください。  

（5）交換用のメモリモジュールを使用して、コンピューターの電源を入れ直してください。 

（6）ハードRESETボタンが正常な位置にあり、誤動作の原因になっていないか確認します。 

 それ以外の場合は、ハードリセットボタンを通常の位置に復元してください。
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.

KAT Walk mini
Professional Products

Home      Games  Support  DistributorsConsumer Professional Enterprise Accessories Contact   

niトラブルシューティング:KAT I / O準備ができていませんエラー:KAT Walk miniUSBアダプターが接続されていません  

(1)USBアダプターの接続を確認してください。 

トレッドミルセンサーのUSBインターフェースは、ホストのUSBインターフェースに接続する必要があります(USB延長コードを使用で
きます)。 アダプターに接続することはできません。

アダプター

USBインターフェイスに直接挿入
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.

KAT Walk mini
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(2)USBアダプタをPCに再接続するか、別のUSB3.0ポートに接続します。  

(3)赤色の表示灯は、接続が良好であることを意味します。  

正しい接続

間違った接続

アダプター表示灯
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KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.
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(4)USBアダプターを再接続した後、デバイスのセンサーを初期化してください。  

トラブルシューティング:KAT I / O準備ができていませんエラー:デバイス接続が異常であるか、初期化されていません 

(1)初期化操作を最初に行う:KATウォークミニを帯電させた後(USBポートを介してKATウォークミニをコンピュータに接続するか、また
は コンピュータ)、デバイスのセンサーを最初に初期化してください。 
  
初期化する前に、ベースプレートに立ったり雑貨を置いたりする人がいないことを確認してください。  

初期化方法:バックハーネスを手動で回転させてください。  

(2)センサーのUSBインターフェースをPCに再接続するか、別のUSBインターフェースに再接続して、センサーのUSBインターフェースが
正しく接続されていることを確認します。 PCのUSBインターフェース(注:USB延長コードは使用しないでください)を使用してから、バッ
クハーネスを1ラウンド回転させて、センサーを初期化します。  

センサーの初期化
KAT Walk miniの電源を入れた後（USB経由でコンピューター
に接続した後やコンピューターを再起動した後など）は、デバ
イスを使用する前に、まずデバイスのセンサーを初期化してく
ださい。 

 センサーを初期化するには、サポートロッドを手動で1ラウン
ド回転させて、プロセスを完了してください。

アダプター表示灯
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.
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正しく接続されていることを確認します。 PCのUSBインターフェース(注:USB延長コードは使用しないでください)を使用してから、バッ
クハーネスを1ラウンド回転させて、センサーを初期化します。  

トラブルシューティング:KAT I / O準備ができていませんエラー:SteamVRが実行されていません 

(1)steamVRが正常に動作しているか確認してください。 SteamVRが実行されていない場合は、インストールディレクト
リにアクセスしてください(デフォルトルート:C:\ Program Files (x86)\ Steam \ Steamapps \ common \ SteamVR \ 
bin \ win32)、次にアプリケーションvrmonitorを確認すると、SteamVRが実行されます。 

(2)ストリーミングボックスの電源スイッチをオンにして、表示灯を確認します。下の図を参照してください。 

(3)ヘッドセットとスリーインワンケーブルが正常に接続されているか、スリーインワンケーブルとスリーインワンケーブルが正常に接続
されているかなど、ヘッドセットの関連ケーブルの接続状態を確認します。 
 ストリーミングボックスは正常に接続されており、ストリーミングボックスとPCが正常に接続されている場合。 

KATウォークミニごとに固有のシリアル番号があり、下部のシェルで確認できます。 

KATWALKminiUSB

ストリーミングボッ
クススイッチ

表示灯
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.
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されているかなど、ヘッドセットの関連ケーブルの接続状態を確認します。 
 ストリーミングボックスは正常に接続されており、ストリーミングボックスとPCが正常に接続されている場合。 

(4)SteamVRから108/208/301/436のようなエラーコードが出てくる場合は、下の写真を参照してください。 

次のリンクからHTCトラブルシューティングソリューションにアクセスしてください。 
 https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/
appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48  

どのゲームをプレイできますか?
KAT Walk miniを使用すると、Bullet Sorrow、PavlovVR、ArizonaSunshineなどのSteamVRで利用可能な自由移動をサポートする
バーチャルリアリティゲームをプレイできます。 

KATWALKminiのシリアル番号を確認するにはどうすればよいですか?

KATWALKminiに固有のシリアル番号があり、下部のシェルで確認できます。

ケーブル接続
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.
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inSteamテクノロジーとは何ですか?
inSteamは、Steam VR FreeLocomotionゲームとの完全な互換性を確保するためにチームによって開発されたネイティブプラグインで
す。 巨大なAAAゲームであろうと、小さなゲームであろうと インディーエクスペリエンスでは、Free Locomotionをサポートしている限
り、デフォルトで当社のソリューションと互換性があります。  

ラテラルムーブ、クルーズモード、ステップモードとは何ですか? 
横方向の動き:このオプションを有効にすると、どちらかの足をベースプレートの側面に置き、その端に近づけて、継続的な横方向の動きを
トリガーできます。  

仮想世界に向けて。  
クルーズモード:このオプションを有効にすると、どちらかの足をベースプレートの前部の端に近づけて、継続的な動きをトリガーできま
す。 仮想世界で転送します。  

ステップモード(ベータ版):このオプションを有効にすると、その場で歩いたり走ったりして、仮想世界で前進をトリガーできます。 この機
能を使用するときは、必ず より正確なモーションキャプチャを行うには、足をハウジングシェルのレベルより上に上げます。  

横方向の移動：このオプションを有効にすると、横
移動が可能になります。 
片足を中心に残したまま進みたい方に、足を伸ばす
と連続的に移動します。 
クルーズモード：このオプションを有効にすると自
動操縦が可能になります。 
片足を中心に残したままもう片方の足を前に置いて
おくと連続的に前進します。 
ステップモード：このオプションを有効にすると、
その場足踏みで前進出来ます。 
足踏みはしっかり足を上げる必要があります。
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FAQ

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:KAT Walk mini USB adaptor is not connected

(1) Check the USB adaptor connection.

The USB interface of the treadmill sensor must be plugged into the USB interface of the host (USB extension cord can be used). It cannot be plugged into the adaptor,
as shown in the Ogure below:

(2) Re-plugging the USB adaptor to your PC or plug it to another USB 3.0 port.

(3) Red indication light means connection well.

(4) After you reconnected the USB adapter, please initialize the sensor on the device.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:Device connection is abnormal or not initialized

(1) Conducting initialization operation Orstly: after electrifying KAT Walk mini(connecting KAT Walk mini to your computer through USB port, or restarting your
computer), please initialize the sensor of the device Orstly. 

Before initialization, make sure there are no personnel standing or placing sundries on the base plate. 

Initialization method: please rotate the back harness for a round manually.

(2) Re-plug the USB interface of the sensor to your PC or replgu it to another USB interface to ensure that the USB interface of the sensor is correctly plugged into the
USB interface of the PC (Note: do not use USB extension cord), then roate the back harness for a round to initialize the sensor.

KAT Walk mini Trouble shooting: KAT I/O Not ready Error:SteamVR Is not running

(1) Check if steamVR is running normally. if SteamVR is not running, please visit the installation directory (default route: C:\Program Files
(x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\bin\win32), then Ond the application vrmonitor, then SteamVR will be running.

(2) Turn on streaming box power switch then check the indication light, see picture below.

(3) check the connection status of the related cable of the headset, such as if the headset and the 3-in-1 cable are normally connected, if the 3-in-1 cable and the
streaming box are normally connected, and if the streaming box and the PC are normally connected.

(4) If there are error codes coming out like 108/208/301/436 from SteamVR, see picture below.

Please visit HTC trouble shooting solutions from the following link:
https://help.steampowered.com/zh-cn/wizard/HelpWithGameIssue/appid=250820&issueid=370&nodeid=71&return_nodeid=48

 

KAT Walk mini What games can I play?

KAT Walk mini allows you to play any virtual reality games with support for Free Locomotion available on Steam VR like Bullet Sorrow，PavlovVR，Arizona Sunshine
and so on.

KAT Walk mini How to Tnd the Serial Number of KAT Walk mini?

There is a unique serial number for each KAT Walk mini, you can Ond it on the bottom shell.

KAT Walk mini What is inSteam Technology?

inSteam is our native plugin developed by our team to ensure full compatibility with Steam VR Free Locomotion games. Whether it’s a huge AAA game, or just a small
indie experience, it will be compatible with our solutions by default as long as it supports Free Locomotion.

KAT Walk mini What is Lateral Move, Cruise Mode, Step Mode?

Lateral move: when this option is enabled, you can place either of your feet on the side of the base plate, closer to its edge to trigger continuous lateral movement
towards in virtual world.

Cruise mode: when this option is enabled, you can place either of your feet in the front part of the base plate, closer to its edge to trigger continuous movement
forwards in virtual world.

Step mode(beta): when this option is enabled, you can walk or run on the spot to trigger movement forwards in virtual world. When using this function, make sure to
raise your feet above the level of the housing shell for more precise motion capture.

KAT Walk mini Why I can not move in all KAT native game?

(1) Firstly you need to ensure the status of I/O platform is "Ready to Walk" as bellow picture.

If it is Not Ready, please visit our website for trouble-shooting.

(2) Sometimes maybe game driver is invalid or missing, please quit the game and restart the I/O platform.

KAT Walk mini Why I can not move in all insteam games?

(1)  Firstly make sure you can move normally in native games.

(2）Before playing inSteam games, please turn on the controllers and pair them well. 

(3）For some inSteam games, you need to ensure the move mode is Free locomotion mode in advance. Normally you can Ond move mode in VR options of the game.
There are two types of move mode:  Free locomotion or Instant move. We must choose free locomotion mode to move in the game. 

(4）Some games have left-hand mode, like Fallout 4 VR, please do not choose this selection. 

(5）insteam driver or DLL plug-in is not installed properly, please reinstall the KAT I/O platform.
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(1)まず、下の図のように、I / Oプラットフォームのステータスが「ReadytoWalk」であることを確認する必要があります。  
準備ができていない場合は、トラブルシューティングのために当社のWebサイトにアクセスしてください。  

すべてのKATネイティブゲームで移動できないのはなぜですか? 

(2)ゲームドライバが無効または欠落している可能性があります。ゲームを終了して、I / Oプラットフォームを再起動してください。  

すべてのinSteamで移動できないのはなぜですか?  

(1)まず、ネイティブゲームで正常に移動できることを確認します。 
(2)inSteamゲームをプレイする前に、コントローラーの電源を入れてペアリングしてください。  
(3)一部のinSteamゲームでは、事前に移動モードがフリーロコモーションモードになっていることを確認する必要があります。通常、
ゲームのVRオプションで移動モードを確認できます。 移動モードには、自由移動と即時移動の2種類があります。ゲーム内を移動するに
は、無料の移動モードを選択する必要があります。  
(4)Fallout 4 VRのように、一部のゲームには左側モードがあります。この選択は選択しないでください。  
(5)インスチームドライバまたはDLLプラグインが正しくインストールされていない場合は、KAT I / Oプラットフォームを再インストー
ルしてください。  

(6)上記の手順を実行してもinSteamゲームに移動できない場合は、KATテクニカルサポートにご連絡ください。  
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KAT Walk mini How to set up KAT Walk mini with PSVR adapter(PiSystem)?

KAT Walk mini I am a developer, how can I get relevant information and support?

please email overseas@katvr.com for related support.

KAT Walk mini what is Step Mode on KAT I/O?

After stepping mode is enabled, you can use the stepping method on the chassis to control the game character to move forward.

When stepping, please make sure that the height of the foot is higher than the height of the base each time to trigger the signal. Players can adjust the forward speed in the
game by changing the frequency of stepping actions, that is, the faster the stepping frequency, the faster the forward speed in the game; the lower the stepping frequency,
the slower the forward speed in the game.

Compared with the general walking mode, the step mode can make the player more easily control the character movement, which can significantly reduce the user's learning
cost. It is very suitable for novices to practice on the treadmill and gradually transition to the general walking mode.
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Hi. 
Have any questions? Ask away!

Business Messenger by 

Enter your message

Send us a message

私は開発者ですが、関連情報とサポートを入手するにはどうすればよいですか？

関連するサポートについては、overseas @ katvr.comにメールしてください。

PSVRアダプター（PiSystem）でKATウォークミニをセットアップする方法は？

インストール手順

KAT PiSystemアダプターと3本
のケーブルを取り出します。

写真のように、ステッカー「1」のラ
ベルが付いたミニUSBケーブル（PS4
接続ケーブル）を見つけて、USBポー
トを接続します。

写真に示すように、「スイッチ」の
ステッカーラベルが付いた電源コー
ドを見つけて接続します、電源イン
ターフェイスです。

マイクロUSBケーブルの位置を確認し、
ステッカー「2」のラベルが付いた同じ
マイクロ（コントローラーケーブル）を
接続。

USBポートのUSBラベルを
Dualshock4コントローラーに接続
します。

写真のように接続を完了します。USBケーブルを写真に示されている
KAT Walkminiのベースに接続しま
す。

VRゲームをプレイする前に、コントロー
ラーまたはヘッドセットケーブルがある場
合は、すべてのケーブルが常に適切に接続さ
れ、整理されていることを確認してくださ
い。 ヘッドセットケーブルを接続するのと
同じ方法で、アダプターを介してKAT 
Walkminiに接続されたコントローラーケー
ブルを処理できます。

KAT Walk miniを初期化するには、手動で
サポートロッドを1ラウンド回転させてプ
ロセスを完了し、ベースプレートに何もな
いことを確認します。

1～2分待ってKATPISystemアダプ
タを起動します。

 適応に失敗した場合は、VR周辺機器
のケーブルを抜き、5秒待ちます。

そして、再適応のためにステップ5
に戻ります。

コントローラを接続する前に、タ
ワーと画面の両方が動作しているこ
とを確認してから、Dualshock 4の
PSボタンを押します。

ボタンを押した後、画面に上の画像が
表示され、適応が成功したことが示さ
れます。

使用前にねじって撚り合わせている場
合は、手動で緩めてください。撚り合
わせが続くと破損する場合がありま
す。

PSVRアダプター（PiSystem）のインストール方法と使用手順

PSVRアダプター（PiSystem）のインストール方法と使用手順
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please email overseas@katvr.com for related support.

KAT Walk mini what is Step Mode on KAT I/O?

After stepping mode is enabled, you can use the stepping method on the chassis to control the game character to move forward.

When stepping, please make sure that the height of the foot is higher than the height of the base each time to trigger the signal. Players can adjust the forward speed in the
game by changing the frequency of stepping actions, that is, the faster the stepping frequency, the faster the forward speed in the game; the lower the stepping frequency,
the slower the forward speed in the game.

Compared with the general walking mode, the step mode can make the player more easily control the character movement, which can significantly reduce the user's learning
cost. It is very suitable for novices to practice on the treadmill and gradually transition to the general walking mode.
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Hi. 
Have any questions? Ask away!

Business Messenger by 

Enter your message

Send us a message

ステッピングモードを有効にした後、シャーシのステッピング方法を使用して、ゲームキャラクターを制御して前進させることが
できます。 
足を踏み出すときは、信号を発するたびに、足の高さがベースの高さよりも高いことを確認してください。プレイヤーはで前進速
度を調整することができます 
ステッピングアクションの頻度を変更することによるゲーム。つまり、ステッピング頻度が速いほど、ゲームの前進速度が速くな
ります。ステッピング周波数が低いほど、 
ゲームの前進速度が遅くなります。 
一般的な歩行モードと比較して、ステップモードでは、プレイヤーがキャラクターの動きをより簡単に制御できるため、ユーザー
の学習を大幅に減らすことができます。 
費用。初心者がトレッドミルで練習し、徐々に一般的なウォーキングモードに移行するのに非常に適しています。

KAT Walk mini KAT I / Oのステップモードとは何ですか？


