
5IBOL�ZPV�GPS�QVSDIBTJOH�PVS�QSPEVDU�1MFBTF�SFBE�UIJT�JOTUSVDUJPO�NBOVBM�DBSFGVMMZ�BOE�LFFQ�JU�TBGFMZ�TUPSFE�GPS�GVUVSF�VTF�
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5IJT�QSPEVDU�JT�GPS�IPNF�VTF�0/-:�BOE�/05�GPS�UIF�DPNNFSDJBM�VTF�この製品は家庭用であり、商業用ではありません。 
商業目的での利用は、禁止されておりますのでご注意ください。 

弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 
この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。 
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5IJT�PXOFS�T�NBOVBM�DPOUBJOT�BMM�UIF�JOGPSNBUJPO�ZPV�OFFE�UP�
JOTUBMM�BOE�VTF�,"5�MPDP�
5IJT�QSPEVDU�JT�GPS�IPNF�VTF�0/-:�BOE�/05�GPS�UIF�DPNNFSDJBM�VTF�
5IF�GPMMPXJOH�TZNCPMT�BSF�VTFE�UP�JOEJDBUF�VTFGVM�BOE�JNQPSU�
BOU�JOGPSNBUJPO�

5IJT�TZNCPM�JT�B�QSFDBVUJPO��*U�VTVBMMZ�QSPWJEFT�BEEJUJPOBM�
JOGPSNBUJPO�UP�IFMQ�XJUI�B�UBTL�BT�XFMM�BT�JOGPSNBUJPO�UIBU�
POMZ�BQQMJFT�UP�B�DFSUBJO�TJUVBUJPO��
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�
IBSEXBSF�PS�TPGUXBSF�JOTUBMMBUJPOT�PS�TFUUJOHT�BT�EFTDSJCFE�
JO�UIF�NBOVBM��

この記号はヒントであり、その特定の時点で何が役立つかを知らせます。 

このオーナーズマニュアルには、KAT locoをインストールして使用

するために必要なすべての情報が含まれています。 

この製品は家庭用であり、商業用ではありません。 次の記号は、

有用で重要な情報を示すために使用されます。 

この記号は予防策です。通常、特定の状況にのみ適用される情報だけで
なく、タスクを支援するための追加情報も提供します。 

まず初めに

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、ハードウェア
またはソフトウェアのインストールまたは設定を1つ以上完了する必要が

あります。
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'PS�UIF�MBUFTU�JOGPSNBUJPO�QMFBTF�GFFM�GSFF�UP�DIFDL�PVU�PVS�PDJBM�
XFCTJUF�XXX�LBUWS�DPN

%FDMBSBUJPO
��������������������������*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�CFMPOH�UP�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�JOGPSNBUJPO�JO�UIJT�NBOVBM�CVU�XF�EP�OPU�HVBSBOUFF�UIBU�UIF�
DPOUFOUT�PG�UIJT�NBOVBM�BSF�DPNQMFUFMZ�FSSPS�GSFF��4UBUFNFOUT�
JOGPSNBUJPO�BOE�SFDPNNFOEBUJPOT�QSPWJEFE�JO�UIJT�NBOVBM�EP�OPU�
DPOTUJUVUF�BOZ�XBSSBOUZ�FYQSFTT�PS�JNQMJFE�

宣言

Technology Co.、Ltd.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、および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。 

 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複製または複

製できません。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
使用したりすることはできません。 

これは、杭州仮想現実技術有限公司の商標です。

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、本書の内容を予告なしに変更することがありま

す。 このマニュアルはあくまでも目安です。 このマニュアルでは正確な情報を提

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なエラーが
ないことを保証するものではありません。 このマニュアルで提供されるステート

メント、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的な保証を構成するもので
はありません 

最新情報については、公式ウェブサイトwww.katvr.comをご覧ください。 
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4BGFUZ�*OTUSVDUJPOT

4VJUBCMF�VTFST��5IF�EFWJDF�JT�JOUFOEFE�GPS�VTF�CZ�IFBMUIZ�QFPQMF�BHFE����UP�����%VSJOH�
UIF�VTF�PG�UIJT�EFWJDF�CZ�NJOPST�B�HVBSEJBO�TIPVME�BMXBZT�CF�QSFTFOU�UP�FOTVSF�UIBU�UIFZ�
GPMMPX�BMM�TBGFUZ�JOTUSVDUJPOT�BOE�EP�OPU�FYQFSJFODF�BOZ�EJTDPNGPSU���
73�IFBETFU��.BLF�TVSF�UP�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�QSPEVDU�JOTUSVDUJPOT�BOE�XBSOJOHT�PG�UIF�73�
IFBETFU�PG�ZPVS�DIPJDF��

5P�BWPJE�QFSTPOBM�JOKVSJFT�PS�EBNBHF�UP�UIF�QSPEVDU�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�QSPEVDU�TBGFUZ�
BOE�PQFSBUJPO�JOTUSVDUJPOT�CFGPSF�VTJOH�,"5�MPDP��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�TBGFUZ�XBSOJOHT�
*G�ZPV�BMMPX�PUIFST�UP�VTF�UIF�QSPEVDU�ZPV�BSF�SFTQPOTJCMF�GPS�FOTVSJOH�UIBU�FBDI�VTFS�
LOPXT�BOE�GPMMPXT�BMM�QSPEVDU�TBGFUZ�BOE�PQFSBUJPO�JOTUSVDUJPOT�
5P�BWPJE�JOKVSJFT�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�JOTUSVDUJPOT�CFGPSF�VTJOH�UIF�QSPEVDU���

4QBUJBM�TBGFUZ��3FNFNCFS�XIFO�VTJOH�UIJT�QSPEVDU�XJUI�B�73�IFBETFU�PO�ZPV�DBO�U�TFF�
ZPVS�BDUVBM�TVSSPVOEJOHT��*NBHFT�BOE�FWFOUT�EJTQMBZFE�JO�ZPVS�73�)FBETFU�EP�OPU�NBUDI�
UIF�SFBM�XPSME��.BLF�TVSF�UP�POMZ�VTF�UIJT�QSPEVDU�JO�B�TBGF�BSFB�XJUI�OP�PCTUBDMFT��%P�OPU�
VTF�JU�OFBS�TUBJST�XJEF�XJOEPXT�IFBU�TPVSDFT�SFTFSWPJST�BOE�XBUFS�UBOLT�PVUEPPST�
PS�OFBSCZ�BOZ�PUIFS�PCKFDUT�UIBU�NJHIU�QPTF�B�UISFBU�UP�ZPVS�TBGFUZ��1MFBTF�NBLF�TVSF�
UIBU�UIFSF�BSF�OP�QFPQMF�GVSOJUVSF�PS�BOZ�PUIFS�UIJOHT�UIBU�IJOEFS�ZPVS�NPWFNFOU�JO�UIF�
TFMFDUFE�QMBZ�BSFB��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�DIJMESFO�BOE�QFUT���
PCKFDUT�UIBU�NJHIU�QPTF�B�UISFBU�UP�ZPVS�TBGFUZ��1MFBTF�NBLF�TVSF�UIBU�UIFSF�BSF�OP�
QFPQMF�GVSOJUVSF�PS�BOZ�PUIFS�UIJOHT�UIBU�IJOEFS�ZPVS�NPWFNFOU�JO�UIF�TFMFDUFE�QMBZ�
BSFB��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�DIJMESFO�BOE�QFUT�
3FQFUJUJWF�TUSBJO�JOKVSJFT��1MFBTF�VTF�UIJT�QSPEVDU�JO�ZPVS�DPNGPSUBCMF�QPTJUJPO��8IFO�
VTJOH�UIJT�QSPEVDU�B�TJOHMF�BDUJPO�NJHIU�CF�SFQFBUFE�GPS�B�MPOH�UJNF�XIBU�NJHIU�SFTVMU�JO�
OFSWFT�UFOEPO�PS�NVTDMF�EBNBHF��*G�ZPV�FYQFSJFODF�QBJO�OVNCOFTT�XFBLOFTT�TXFMMJOH�
CVSOJOH�PS�TUJOFTT�TUPQ�VTJOH�UIF�QSPEVDU�BOE�DPOTVMU�ZPVS�EPDUPS�����
$IPLJOH�IB[BSE��%P�OPU�MFBWF�TNBMM�DPNQPOFOUT�UIBU�QPTF�B�TVPDBUJPO�IB[BSE�UP�
DIJMESFO�PS�QFUT�JO�FBTJMZ�BDDFTTJCMF�QMBDFT�XIFSF�UIFZ�DBO�SFBDI��

けがや製品の損傷を防ぐため、KAT locoを使用する前に、製品の安全と操作に関するすべての指

示を読み、それに従ってください。 安全上の警告に特に注意してください。 他のユーザーに製品

の使用を許可する場合は、各ユーザーが製品の安全と操作に関するすべての指示を理解し、それ
に従うようにする責任があります。 
怪我をしないために、製品を使用する前にすべての指示を読み、それに従ってください。 

　　安全指示

適切なユーザー：このデバイスは、14歳から60歳の健康な人が使用することを目的として

います。未成年者がこのデバイスを使用するときは、保護者が常に立ち会い、すべての安全
指示に従い、不快感を感じないようにしてください。

VRヘッドセット：選択したVRヘッドセットのすべての製品の説明と警告を読み、それに

従ってください。

空間的安全性：VRヘッドセットをオンにしてこの製品を使用すると、実際の周囲を見るこ

とはできません。 VRヘッドセットに表示される画像とイベントは、現実の世界と一致しま

せん。 この製品は、障害物のない安全な場所でのみ使用してください。 階段、広い窓、熱

源、貯水池、水タンクの近く、屋外、または安全を脅かす可能性のあるその他の物体の近く
で使用しないでください。 選択したプレイエリアで、動きを妨げる人、家具、その他のも

のがないことを確認してください。 子供やペットには特に注意してください。 

安全を脅かす可能性のあるオブジェクト：選択したプレイエリアで、動きを妨げる人、家
具、その他の物がないことを確認してください。 子供やペットには特に注意してくださ

い。

繰り返しのけが：本製品を快適な姿勢でご使用ください。 この製品を使用すると、単一の

アクションが長時間繰り返される可能性があり、神経、腱、または筋肉の損傷を引き起こす
可能性があります。 痛み、しびれ、脱力感、腫れ、灼熱感、またはこわばりを感じた場合

は、製品の使用を中止して医師にご相談ください。

窒息の危険：子供やペットが窒息の危険をもたらすような小さな部品を、手の届きやすい場
所に置いてはいけません。
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4VJUBCMF�VTFST��5IF�EFWJDF�JT�JOUFOEFE�GPS�VTF�CZ�IFBMUIZ�QFPQMF�BHFE����UP�����%VSJOH�
UIF�VTF�PG�UIJT�EFWJDF�CZ�NJOPST�B�HVBSEJBO�TIPVME�BMXBZT�CF�QSFTFOU�UP�FOTVSF�UIBU�UIFZ�
GPMMPX�BMM�TBGFUZ�JOTUSVDUJPOT�BOE�EP�OPU�FYQFSJFODF�BOZ�EJTDPNGPSU���
73�IFBETFU��.BLF�TVSF�UP�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�QSPEVDU�JOTUSVDUJPOT�BOE�XBSOJOHT�PG�UIF�73�
IFBETFU�PG�ZPVS�DIPJDF��

5P�BWPJE�QFSTPOBM�JOKVSJFT�PS�EBNBHF�UP�UIF�QSPEVDU�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�QSPEVDU�TBGFUZ�
BOE�PQFSBUJPO�JOTUSVDUJPOT�CFGPSF�VTJOH�,"5�MPDP��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�TBGFUZ�XBSOJOHT�
*G�ZPV�BMMPX�PUIFST�UP�VTF�UIF�QSPEVDU�ZPV�BSF�SFTQPOTJCMF�GPS�FOTVSJOH�UIBU�FBDI�VTFS�
LOPXT�BOE�GPMMPXT�BMM�QSPEVDU�TBGFUZ�BOE�PQFSBUJPO�JOTUSVDUJPOT�
5P�BWPJE�JOKVSJFT�SFBE�BOE�GPMMPX�BMM�JOTUSVDUJPOT�CFGPSF�VTJOH�UIF�QSPEVDU���

4QBUJBM�TBGFUZ��3FNFNCFS�XIFO�VTJOH�UIJT�QSPEVDU�XJUI�B�73�IFBETFU�PO�ZPV�DBO�U�TFF�
ZPVS�BDUVBM�TVSSPVOEJOHT��*NBHFT�BOE�FWFOUT�EJTQMBZFE�JO�ZPVS�73�)FBETFU�EP�OPU�NBUDI�
UIF�SFBM�XPSME��.BLF�TVSF�UP�POMZ�VTF�UIJT�QSPEVDU�JO�B�TBGF�BSFB�XJUI�OP�PCTUBDMFT��%P�OPU�
VTF�JU�OFBS�TUBJST�XJEF�XJOEPXT�IFBU�TPVSDFT�SFTFSWPJST�BOE�XBUFS�UBOLT�PVUEPPST�
PS�OFBSCZ�BOZ�PUIFS�PCKFDUT�UIBU�NJHIU�QPTF�B�UISFBU�UP�ZPVS�TBGFUZ��1MFBTF�NBLF�TVSF�
UIBU�UIFSF�BSF�OP�QFPQMF�GVSOJUVSF�PS�BOZ�PUIFS�UIJOHT�UIBU�IJOEFS�ZPVS�NPWFNFOU�JO�UIF�
TFMFDUFE�QMBZ�BSFB��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�DIJMESFO�BOE�QFUT���
PCKFDUT�UIBU�NJHIU�QPTF�B�UISFBU�UP�ZPVS�TBGFUZ��1MFBTF�NBLF�TVSF�UIBU�UIFSF�BSF�OP�
QFPQMF�GVSOJUVSF�PS�BOZ�PUIFS�UIJOHT�UIBU�IJOEFS�ZPVS�NPWFNFOU�JO�UIF�TFMFDUFE�QMBZ�
BSFB��1BZ�TQFDJBM�BUUFOUJPO�UP�DIJMESFO�BOE�QFUT�
3FQFUJUJWF�TUSBJO�JOKVSJFT��1MFBTF�VTF�UIJT�QSPEVDU�JO�ZPVS�DPNGPSUBCMF�QPTJUJPO��8IFO�
VTJOH�UIJT�QSPEVDU�B�TJOHMF�BDUJPO�NJHIU�CF�SFQFBUFE�GPS�B�MPOH�UJNF�XIBU�NJHIU�SFTVMU�JO�
OFSWFT�UFOEPO�PS�NVTDMF�EBNBHF��*G�ZPV�FYQFSJFODF�QBJO�OVNCOFTT�XFBLOFTT�TXFMMJOH�
CVSOJOH�PS�TUJOFTT�TUPQ�VTJOH�UIF�QSPEVDU�BOE�DPOTVMU�ZPVS�EPDUPS�����
$IPLJOH�IB[BSE��%P�OPU�MFBWF�TNBMM�DPNQPOFOUT�UIBU�QPTF�B�TVPDBUJPO�IB[BSE�UP�
DIJMESFO�PS�QFUT�JO�FBTJMZ�BDDFTTJCMF�QMBDFT�XIFSF�UIFZ�DBO�SFBDI��

��

1SPEVDU�VTF��,FFQ�UIF�QSPEVDU�TBGFMZ�BXBZ�GSPN�MJRVJET�PS�DPOUBJOFST�IPMEJOH�MJRVJET�
%P�OPU�QMBDF�UIF�QSPEVDU�OFBS�SF�PS�IFBU�TPVSDFT�OPS�MFBWF�JU�EJSFDUMZ�FYQPTFE�UP�UIF�TVO��
%P�OPU�JOTFSU�JUFNT�JOUP�BOZ�PQFOJOHT�PG�UIF�QSPEVDU�
%P�OPU�EJTBTTFNCMF�PS�NPEJGZ�UIJT�QSPEVDU�PS�JUT�BDDFTTPSJFT��
5P�BWPJE�NFDIBOJDBM�EBNBHF�EP�OPU�UISPX�UIJT�QSPEVDU�PS�JUT�BDDFTTPSJFT�
*G�UIF�QSPEVDU�PWFSIFBUT�HFUT�EBNBHFE�PS�DBOOPU�CF�VTFE�BDDPSEJOH�UP�UIF�TBGFUZ�
JOTUSVDUJPOT�PG�UIJT�VTFS�T�NBOVBM�QMFBTF�DPOUBDU�PVS�UFDIOJDJBOT�PS�ZPVS�MPDBM�EJTUSJCVUPS��
"WPJE�VTJOH�UIJT�QSPEVDU�BGUFS�B�SBQJE�UFNQFSBUVSF�DIBOHF��
*G�UIF�QSPEVDU�JT�NPWFE�CFUXFFO�FOWJSPONFOUT�XJUI�XJEFMZ�WBSZJOH�UFNQFSBUVSF�PS�
IVNJEJUZ�MFWFM�DPOEFOTBUJPO�NJHIU�DBVTF�XBUFS�UP�GPSN�PO�UIF�TVSGBDF�PS�JOTJEF�UIF�
QSPEVDU��5P�BWPJE�EBNBHF�QMFBTF�XBJU�UJMM�UIF�XBUFS�FWBQPSBUFT�CFGPSF�VTJOH�UIF�QSPEVDU��
5VSO�JU�PO�POMZ�BGUFS�UIF�QSPEVDU�BEBQUT�UP�UIF�SPPN�UFNQFSBUVSF��
#FGPSF�VTJOH�UIF�QSPEVDU�DIFDL�JG�JU�T�JO�B�OPSNBM�TUBUF�XJUIPVU�DSBDLT�TDSBUDIFT�PS�PUIFS�
BCOPSNBMJUJFT��#FGPSF�DPOOFDUJOH�UIF�QSPEVDU�UP�UIF�DIBSHFS�QMFBTF�DPOSN�UIBU�UIF�
BDUVBM�WPMUBHF�BOE�DVSSFOU�BSF�UIF�TBNF�BT�UIFTF�NFOUJPOFE�JO�UIF�QSPEVDU�QBSBNFUFST�JO�
UIJT�NBOVBM��*G�UIF�UXP�EP�OPU�NBUDI�EP�OPU�DPOOFDU�JU��
"OZ�EJTBTTFNCMZ�PS�NPEJDBUJPO�PG�UIJT�QSPEVDU�XJUIPVU�QFSNJTTJPO�XJMM�SFTVMU�JO�JOTUBOU�
UFSNJOBUJPO�PG�UIF�QSPEVDU�XBSSBOUZ���
$MFBOJOH��6TJOH�B�EBNQ�DMPUI�PS�XBUFS�UP�DMFBO�UIF�TFOTPS�TVSGBDF�JT�GPSCJEEFO��0OMZ�B�
ESZ�DMPUI�DBO�CF�VTFE�GPS�UIBU�QVSQPTF��5IF�TUSBQT�DBO�CF�DMFBOFE�XJUI�B�EBNQ�DMPUI�BOE�
ESJFE�CFGPSF�VTF��*G�TZNQUPNT�TVDI�BT�JUDIJOH�JSSJUBUJPO�FUD��BQQFBS�TUPQ�VTJOH�UIF�
QSPEVDU�BOE�DPOTVMU�ZPVS�EPDUPS��
3BEJP�'SFRVFODZ�*OUFSGFSFODF��5IJT�QSPEVDU�NJHIU�FNJU�SBEJP�XBWFT�UIBU�NJHIU�
JOUFSGFSF�XJUI�UIF�PQFSBUJPO�PG�OFBSCZ�FMFDUSPOJD�FRVJQNFOU��*G�ZPV�BSF�XFBSJOH�B�
QBDFNBLFS�PS�BOZ�PUIFS�JNQMBOUBCMF�NFEJDBM�EFWJDF�DPOTVMU�ZPVS�EPDUPS�PS�ZPVS�NFEJDBM�
EFWJDF�NBOVGBDUVSFS�CFGPSF�VTJOH�UIF�QSPEVDU��*O�PSEFS�UP�NJOJNJ[F�SBEJP�GSFRVFODZ�
JOUFSGFSFODF�VTF�POMZ�BDDFTTPSJFT�BQQSPWFE�CZ�UIF�PSJHJOBM�NBOVGBDUVSFS��%P�OPU�VTF�BU�
UIF�TBNF�MPDBUJPO�PS�UPHFUIFS�XJUI�BOZ�PUIFS�BOUFOOB�PS�USBOTNJUUFS�

製品の使用：製品を液体または液体の入った容器から安全に遠ざけてください。火や熱源の
近くに製品を置かないでください。また、直射日光にさらさないでください。製品の開口部
に物を入れないでください。 

本製品または付属品を分解または改造しないでください。 
機械的損傷を避けるため、この製品またはその付属品を投げないでください。 

このユーザーズマニュアルの安全指示に従って製品が過熱したり、損傷したり、使用できな
い場合は、当社の技術者または最寄りの代理店にお問い合わせください。急激な温度変化後
の使用は避けてください。 

温度や湿度が大きく変動する環境間で製品を移動すると、結露により製品の表面または内部
に水が生じる可能性があります。破損を防ぐため、水が蒸発するまでお待ちください。製品
が室温に順応した後でのみ、電源を入れてください。 

ご使用前に、クラックや傷など異常のない正常な状態かご確認ください。製品を充電器に接
続する前に、実際の電圧と電流がこのマニュアルの製品パラメータに記載されているものと
同じであることを確認してください。 2つが一致しない場合は、接続しないでください。 

許可なく本製品を分解または改造すると、製品保証が直ちに終了します。 

クリーニング：センサー表面のクリーニングに湿った布または水を使用することは禁止され
ています。 そのために使用できるのは乾いた布だけです。 ストラップは湿った布で拭いて

乾かしてから使用できます。 かゆみ、刺激等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医

師にご相談ください。

電波干渉：この製品は、近くの電子機器の動作を妨害する可能性のある電波を放射する可能
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。
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近くの電子機器の動作を妨害します。 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。

使い過ぎを避ける：休息せずに製品を長期間使用しないでください。 それは他の悪影響を

引き起こす体の調整とバランスに悪影響を与える可能性があります。 この製品を長期間に

わたって頻繁に使用すると、筋肉、関節、または体の他の部分の疲労または痛みを引き起こ
す可能性があります。 この製品の使用中は定期的に休憩してください。 

 必要な休息の量とその頻度は人によって異なります。 

バッテリー警告：この製品には、交換できない充電式バッテリーが組み込まれています。 電

池寿命は使用頻度や使用方法により異なります。 製品寿命に達した廃電池の廃棄は、現地の

法律に従って実施する必要があります。 現地の法律でこの問題が規制されていない場合は、

電子機器のゴミ箱にある製品を廃棄してください。 バッテリーを不適切に使用すると、火災

や化学火傷の危険性があります。 バッテリーを分解したり、50°C（122°F）を超える温度に

さらしたりしないでください。 子供から遠ざけてください。 

子供による使用：この製品は子供向けではありません。 未成年者が届かない安全な場所に

保管してください。 幼児がこの製品を使用することを許可しないでください。 子供が自分

や他の人に危害を加えたり、誤って製品を損傷したりする可能性があります。

妊娠中の女性、またはてんかん、心肺疾患、精神疾患の病歴（不安障害、心的外傷後ストレ
ス障害など）、貧血、または心臓病などのその他の深刻な健康上の問題を抱えている人、お
よび術後の回復や身体活動が困難な人は厳しく禁止されています 。

次のヘルス警告は、正確さと完全性を確保するために時々更新されます。 

　　健康警告
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人体の物理的な制限のため、眩しい、めまい、頭痛などの不快感を避けるために、安静にせ
ずに長時間この製品を使用することはお勧めしません。 特に初めて使用するときは、定期

的に休憩することを忘れないでください。仮想現実環境に徐々に適応し、ゲームセッション
の長さを段階的に増やします。 休憩なしで1時間以内でのご使用をおすすめします。 

使用中に不快感を覚えた場合は、直ちに使用を中止し、症状が完全になくなるまで安全上の
問題を引き起こすような身体活動を行わないでください。  

症状が持続する場合は、医師に相談するまで使用しないでください。 

疲労、病気、二日酔い、アルコールや薬物中毒、その他の不快感がある場合、本製品の使用
は固く禁じられています。それ以外の場合、症状が悪化する可能性があります。

この製品を使用するすべての人は、完全な行動能力を有していると見なされ、 

前述の事項を遵守する必要があります。 上記の安全に関する指示に違反したり、 

その他の違反を行ったりすると、KAT VRが責任を負わない人身傷害または 

悪影響を引き起こす可能性があります。 

法令
放射線被ばくに関する声明

FCC放射線被ばくに関する声明

（1）この製品を他のアンテナや送信機と同じ場所に配置したり、一緒に使用したりしない

でください。

FCC警告

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つの条件の対象とな

ります。

（1）このデバイスは有害な干渉を引き起こしません。
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この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づく 

クラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。 

これらの制限は、住宅地での設置において有害な干渉から適切な保護を提供するよう
に設計されています。 
この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、 
指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能
性があります。 
ただし、特定の設置状況で干渉が発生しないという保証はありません。 

この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、これは 

機器の電源をオフにしたりオンにしたりする場合、ユーザーは次の1つ以上の方法で干

渉を修正するようにしてください。 

-受信アンテナの向きや位置を変える。 

-機器と受信機の距離を離す。 

-受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。 

-販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。 

FCC RF警告声明
デバイスは、一般的なRF曝露要件を満たすように評価されています。  

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。

IC警告
このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS規格に準拠しています。

（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。 
コンプライアンスの責任を負う当事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ります。 
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操作は次の2つの条件に従います。

（1）このデバイスは干渉を引き起こさない場合があります。 

（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

む、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、ライセンス免除の無線デバイスに適用されるカナダ産業省のNRCに準拠し

ています。操作は次の2つの条件で許可されています： 

（1）デバイスが干渉を引き起こしてはならない。 

（2）デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの動作が損なわれる可能性がある場合で

も、受信した無線干渉を受け入れる必要があります。 

EU指令コンプライアンス声明

このデバイスは、European Electronic Communications Committeeによってワイヤレスエ

レクトロニクスに対して発行された2014/53 / EU指令に準拠しています。 この機器は、次

の周波数範囲と最高の無線周波数電力で動作します。

電子廃棄物およびRoHS準拠

この機器は埋め立て処分しないでください。 電子製品またはそのコンポーネントの不適切

な廃棄は、環境に害を及ぼす可能性があります。 電子機器の廃棄とリサイクルの詳細につい

ては、最寄りのシビックセンター、家庭用廃棄物処理センター、機器を購入したショップ、
または最寄りの販売店にお問い合わせください。 
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KATロコは足ベースのVR移動システムで、下半身のアクションを完全に 

物理的に制御できるため、ユーザーはバーチャルリアリティで自由に歩行、 
走行、その他の動きを実行できます 

製品導入
製品説明

製品の外観
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1.最新情報は公式サイトをご確認ください。

製品パラメーター
 KAT loco

モデル LC01

年齢制限 14-60歳 まで

接続 Bluetooth 4.2 

信号範囲 3m

作業温度 0°C - 40°C 

保管温度 -5°C - 50°C 

許容湿度レベル 非凝縮状態で5％-95％

ソフトウェア KAT Gateway

証明書 CB, CE, FCC, WEEE, RCM, IC, MIC ※1 

梱包時のサイズ 230*123*60mm 

総重量 400g
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バッテリーの性能は、使用頻度や使用方法によって異なります。  

過度の使用は製品の寿命を縮めます。

Ankle sensor

モデル LC011

重量 35g

直径 50mm（1.97in）

総厚 24mm（0.94in）

電池 リチウムイオンポリマー電池

バッテリー容量 370mAh

充電電圧と電流 5V 0.5A（2A MAX）

充電時間 約1時間

バッテリー寿命 10時間以上

ライト LED

素材 ABS

ベルクロストラップの長さ 20cm-35cm

ベルクロストラップの長さ調節可能 330mm±10mm
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Waist sensor

モデル LC012

重量 35g

総厚 24mm（0.94in）

リチウム電池 リチウムイオンポリマー電池

バッテリー容量 370mAh

充電電圧と電流 5V 0.5A（2A MAX）

充電時間 1時間

バッテリー寿命 10時間以上

ライト LED

素材 ABS

レシーバー

モデル LC013

重量 80g（

サイズ 230*123*60mm 

総重量 112 * 99 * 74mm

素材 ABS

ポート USB2.0以降

定格電圧 5V
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2.多機能USBワイヤーの3つのマイクロUSB終端の違いは、 

白い方が充電とデータ転送に使用され、他の2つは充電にのみ使用できることです。 

3.専用ソフトウェアであるKATゲートウェイの詳細については、 

www.katvr.comを参照してください。

　KATロコパッケージ内のアイテムの完全なリスト
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KAT Gatewayは、デバイス管理およびVRゲームのサポートのためのKAT locoの

ユーザー専用の包括的なソフトウェアソリューションです。  

ゲートウェイを使用すると、KAT locoをコンピューターにすばやく接続して、

デバイスの現在の接続ステータスを表示し、利用可能なVRコンテンツを実行で

きます。 そのinSteam Turbo Modeのおかげで、互換性のある各ゲームは、最

適な設定構成で自動的に起動されます。 

KAT Gatewayは、Steamライブラリ内の互換性のあるVRゲームと、拡張子が.exeの互換性のある

VRファイルを自動的に検出できます。

Windowsベースのソフトウェアの説明
ソフトウェアの説明

コンピューター画面またはVRヘッドセットからいつでもKAT locoのコント

ロールパネルにアクセスして、複数のパラメーターを好みに合わせて調整し、
KAT locoをニーズに最適なVR入力デバイスにすることもできます。 

ゲートウェイのコントロールパネルのVR統合バージョンは、SteamVRを使用している場合にの

み使用できます。

ソフトウェアダウンロード
ブラウザを使用して次のWebサイトにログインし、必要なソフトウェアをダウ

ンロードしてください。



4PGUXBSF�%PXOMPBE
1MFBTF�VTF�ZPVS�CSPXTFS�UP�MPH�JO�UP�UIF�GPMMPXJOH�XFCTJUF�BOE�
EPXOMPBE�OFDFTTBSZ�TPGUXBSF
IUUQT���XXX�LBUWS�DPN�QBHFT�EPXOMPBE

��

�

����8JOEPXT�#BTFE�4PGUXBSF�%FTDSJQUJPO
4PGUXBSF�%FTDSJQUJPO
,"5�(BUFXBZ�JT�PVS�DPNQSFIFOTJWF�TPGUXBSF�TPMVUJPO�EFEJDBUFE�UP�
VTFST�PG�,"5�MPDP�GPS�UIF�EFWJDF�NBOBHFNFOU�BOE�73�HBNFT�
TVQQPSU��8JUI�(BUFXBZ�ZPV�DBO�RVJDLMZ�DPOOFDU�,"5�MPDP�UP�ZPVS�
DPNQVUFS�UP�WJFX�DVSSFOU�DPOOFDUJPO�TUBUVT�PG�UIF�EFWJDF�BOE�SVO�
BWBJMBCMF�73�DPOUFOU��5IBOLT�UP�JUT�JO4UFBN�5VSCP�.PEF�FBDI�
DPNQBUJCMF�HBNF�XJMM�CF�BVUPNBUJDBMMZ�MBVODIFE�XJUI�BO�PQUJNBM�
TFUUJOHT�DPOHVSBUJPO�

:PV�DBO�BMTP�HFU�BDDFTT�UP�,"5�MPDP�T�DPOUSPM�QBOFM�GSPN�FJUIFS�ZPVS�
DPNQVUFS�TDSFFO�PS�73�IFBETFU�BU�BOZ�UJNF�UP�BEKVTU�NVMUJQMF�
QBSBNFUFST�UP�ZPVS�MJLJOH�BOE�NBLF�,"5�MPDP�B�QFSGFDU�73�JOQVU�
EFWJDF�GPS�ZPVS�OFFET��

������������,"5�(BUFXBZ�DBO�BVUPNBUJDBMMZ�EFUFDU�DPNQBUJCMF�73�HBNFT�JO�ZPVS�4UFBN�
������������MJCSBSZ�BOE�DPNQBUJCMF�73�MFT�XJUI��FYF�FYUFOTJPO��

�73�JOUFHSBUFE�WFSTJPO�PG�(BUFXBZ�T�DPOUSPM�QBOFM�JT�POMZ�BWBJMBCMF�XIFO�VTJOH�
4UFBN73�

&MFDUSJDBM�QBSBNFUFST��7PMUBHF���7p����DVSSFOU��BU�MFBTU����N"�	$PNQVUFS�64#�����QPSU�
�7�"EBQUFS

$IBSHJOH�TUBUVT�JOEJDBUJPO��3FDIBSHJOH��EJNJOH�MJHIU��'VMMZ�DIBSHFE��-POH�CSJHIU�TJHOBM�
	1JDUVSF�TIPXO�CFMPX
��
$IBSHJOH�UJNF��VQ�UP��I
$IBSHJOH�TUFQT��
B��,"5�MPDP�DPNFT�XJUI�B�USJQMF�FOEFE�.JDSP�64#�XJSF��$POOFDU�JU�UP�B�%$�7�1PXFS�4VQQMZ�
BOE�UP�BMM�UISFF�PG�UIF�,"5�MPDP�TFOTPST��
C��8BUDI�UIF�TUBUVT�PG�UIF�-&%�MJHIUT��8IFO�JU�T�DIBSHJOH�UIFSF�XJMM�CF�B�EJNJOH�MJHIU��XIFO�JU�T�
GVMMZ�DIBSHFE�UIFSF�XJMM�CF�B�MPOH�CSJHIU�TJHOBM��*G�MJHIUT�PVU�JU�T�B�TJHOBM�PG�CSPLFO��
D��%JTDPOOFDU�UIF�TFOTPST�PODF�UIFZ�BSF�GVMMZ�DIBSHFE��*U�XJMM�CF�JOEJDBUFE�CZ�UIF�DPOUJOVPVT�
MJHIU�TJHOBM�

/PUF��0ODF�ZPV�SFDFJWF�UIF�,"5�MPDP�ZPV�NBZ�OFFE�UIJT�TUFQ�UP�DIBSHF�ZPVS�,"5�
MPDP��)FSF�JT�UIF�JOTUSVDUJPO��

��

����'JSTU�6TF�*OTUSVDUJPOT

-�4JHOBM�-JHIU 3�4JHOBM�-JHIU�8�4JHOBM�-JHIU�

.JDSP�64#
-FGU�"OLMF�TFOTPS 3JHI�"OLMF�TFOTPS8BJTU�TFOTPS

.JDSP�64#.JDSP�64#

注：KATロコを受け取ったら、KATロコを使用するためにこの手順が必要になります。  

手順は次のとおりです。

電気的パラメーター：電圧：5V±10％、電流：少なくとも500mA（コンピューターUSB 2.0ポー

ト、5Vアダプター）

充電状態インジケータ：再充電：ライトを暗くします。 完全に充電済み：長い明るい信号 

（下図）

充電時間：最大2時間

A. KAT locoには、トリプルエンドのMicro-USBワイヤーが付属しています。  

DC5V電源と3つのKATロコセンサーすべてに接続します。

B. LEDライトのステータスを確認します。充電中は、調光ライトが点灯します。 完全に充

電されると、長い明るい信号が出ます。 消灯した場合は、故障の信号です。

C. センサーが完全に充電されたら、センサーを取り外します。 連続光信号で示されます。 

最初の使用手順

充電手順：
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MBSHF�JUFNT�CMPDLJOH�UIF�DPOOFDUJPO�
XJUI�UIF�TFOTPST��

� ��

����$POOFDUJOH��5BLF�PVU�UIF�64#�DBCMF�BOE�UIF�SFDFJWFS�UIFO�
DPOOFDU�JU�UP�ZPVS�1$��7FSJGZ�UIBU�UIF�SFDFJWFS�JT�JO�HPPE�UFDIOJDBM�
DPOEJUJPO�BOE�MBVODI�UIF�TPGUXBSF��

3FDFJWFS

 ��

����

01.接続：USBケーブルとレシーバーを取り出し、PCに接続します。  

受信機の技術的状態が良好であることを確認し、ソフトウェアを起動します。 

受信機は、金属製の物体やその他の大きな
アイテムがセンサーとの接続を妨げないよ
うに、オープンスペースのテーブルに 
配置することをお勧めします。 

02.ペアリング：KATゲートウェイを起動し、[デバイスマネージャー]をクリック

して、[ペアセンサー]を選択します。 次に、画面の指示に従い、プロンプトに

従ってセンサーを1つずつPCに接続し、ペアリングを完了します。 

レシーバーの場所に関する注意：



����1VUUJOH�PO�UIF�XBJTU�TFOTPS��
*��(FOUMZ�QSZ�PQFO�UIF�TFOTPS�DMJQ�

��

5IF�MJHIUJOH�TJHOBMT�EFTDSJCFE�CFMPX�TJHOBMJ[F�EJFSFOU�
PQFSBUJPO�NPEFT�PG�ZPVS�,"5�MPDP����
3FDIBSHJOH��%JNJOH�MJHIU�
'VMMZ�DIBSHFE��-POH�CSJHIU�TJHOBM
-PX�QPXFS��'MBTIJOH�XJUI�B�MPOH�CSFBL
1BJSJOH�'JSNXBSF�VQEBUJOH��2VJDL�BTIJOH
6OQBJSJOH��4MPX�BTIJOH
4MFFQ�.PEF�1PXFS�P��-JHIU�P���
����8BJTU�4FOTPS�.BH�$BMJCSBUJPO��8IFO�VTFE�GPS�UIF�STU�UJNF�
UIF�XBJTU�TFOTPS�SFRVJSFT�UP�DPMMFDU�UIF�MPDBUJPO�EBUB�UP�DPNQMFUF�UIF�
DBMJCSBUJPO�QSPDFTT��4FMFDU��8BJTU�.BH�$BMJCSBUJPO���JO�,"5�(BUFXBZ�
BOE�GPMMPX�UIF�JOTUSVDUJPOT�PO�UIF�TDSFFO�

�

�

������������/PUF�����.BHOFUJD�DBMJCSBUJPO�TIPVME�CF�DBSSJFE�PVU�BU�UIF�BDUVBM�MPDBUJPO�PG�VTF��
�����������������������������*G�ZPV�DIBOHF�ZPVS�MPDBUJPO�QMFBTF�SF�DBMJCSBUF�UIF�EFWJDF�

�

*

04.ウエストセンサーを装着します。 

I.センサークリップをそっとこじ開けます。

注：1.磁気校正は、実際の使用場所で実行する必要があります。  

　　2.場所を変更した場合は、デバイスを再調整してください。

以下に説明する照明信号は、KATロコのさまざまな操作モードを示します 

充電：調光 
完全充電：長い明るい信号 
低電力：長い間隔で点滅 

ペアリング/ファームウェアの更新：すばやく点滅 

ペアリング解除：ゆっくり点滅 

スリープモード/電源オフ：消灯 

03.ウエストセンサーマグキャリブレーション：初めて使用するとき、ウエスト

センサーは、キャリブレーションプロセスを完了するために位置データを収集す
る必要があります。 

KAT Gatewayで[Waist Mag Calibration]を選択し、画面の指示に従います。 



��

**��$MJQ�UIF�XBJTU�TFOTPS�JO�GSPOU�SJHIU�JO�UIF�DFOUFS�PG�ZPVS�XBJTU�UP�
FOTVSF�UIF�DPSSFDU�PQFSBUJPO�PG�UIF�EFWJDF�

�

**

� �

4LFXFE�QMBDFNFOU 6QTJEF�EPXO�QMBDFNFOU

5IF�QJDUVSFT�CFMPX�TIPX�JNQSPQFS�QMBDFNFOU�PG�UIF�TFOTPS�

* **
下の写真は、センサーの不適切な配置を示しています。

歪んだ配置

II. ウエストセンサーを腰の真ん中の真ん前でクリップして 

 　デバイスが正しく動作するようにします。

逆さまの配置



��

����1VUUJOH�PO�UIF�BOLMF�TFOTPST�
*��.PVOU�UIF�WFMDSP�TUSBQT�BU�UIF�CBDLTJEF�PG�UIF�TFOTPST�NBLJOH�TVSF�
UIBU�UIF�MPPQ�TJEF�GBDFT�UIF�PVUTJEF��.BLF�TVSF�UP�UISFBE�UIF�FOUJSF�
TUSBQ�UISPVHI�UIF�CVDLMF�UJMM�JUT�FOE�	0UIFSXJTF�JNQSPQFS�QMBDFNFOU�
PG�UIF�EFWJDF�PO�ZPVS�MFH�NJHIU�JOVFODF�UIF�MFOHUI�PG�UIF�TUSBQT
�

�

*

-PPQ�TJEF�GBDJOH�UIF�PVUTJEF
-FGU�"OLMF�TFOTPS

3JHI�"OLMF�TFOTPS

�

***

6QTJEF�EPXO�QMBDFNFOU

05.足首センサーを装着する： 

I.ベルクロストラップをセンサーの背面に取り付け、ループ側が外側を向くようにしま

す。 ストラップ全体を最後までバックルに通してください 

（そうしないと、デバイスを脚に不適切に配置すると、ストラップの長さに影響する場合
があります）。 

外側を向くループ側

固定されていない



**��*EFOUJGZ�UIF�MFGU�BOE�SJHIU�TFOTPS'JSTUMZ�OE�UIF�-�3�4JHOT�PO�UIF�
TFOTPST�TZNCPMJ[JOH�XIJDI�MFH�TIPVME�ZPV�QVU�UIFN�PO��5IF�TFOTPS�
XJUI�MFGU�MJHIU�PO�TIPVME�CF�QMBDFE�PO�ZPVS�MFGU�BOLMF�BOE�WJDF�WFSTB��

��

-�4JHOBM�-JHIU� 3�4JHOBM�-JHIU�

-FGU�"OLMF�TFOTPS 3JHI�"OLMF�TFOTPS

***��1VU�PO�UIF�DPSSFTQPOEJOH�TFOTPST�BCPWF�ZPVS�SJHIU�BOE�MFGU�BOLMF�
	.BLF�TVSF�UP�GBTUFO�UIF�WFMDSP�TUSBQT�SNMZ�UP�FOTVSF�B�TUBCMF�
QPTJUJPO�PG�UIF�TFOTPS�BOE�LFFQ�JU�GSPN�GBMMJOH
��5IF�-&%�MJHIUT�PG�UIF�
TFOTPST�TIPVME�CF�EJSFDUFE�VQXBSET�XIJMF�UIF�DIBSHJOH�QPSU�TIPVME�
GBDF�UIF�PPS�

�

***
�����������/PUF��5IF�DPSSFDU�TQPU�PO�ZPVS�MFH�UP�QVU�UIF�
��������������������������TFOTPST�PO���DN	BCPVU���OHFST�MFOHUI
�
��������������������������BCPWF�ZPVS�BOLMF��

II. 左と右のセンサーを識別します。最初に、センサーにL / R標識を見つけます。 

L/ R標識は、どちらの脚に置くかを象徴しています。 左ライトが点灯しているセン

サーは左足首に配置する必要があり、逆も同様です。

注：センサーを配置する足の正しい場所： 

       足首の上5cm（約3本の指の長さ） 

III. 左右の足首の上に対応するセンサーを装着します 

（ベルクロストラップをしっかりと締めて、センサーの位置が安定し、落下しない
ようにします）。 

 センサーのLEDライトを上向きにして、充電ポートを床に向けます。 



���

� �

4LFXFE�QMBDFNFOU 6QTJEF�EPXO�QMBDFNFOU

5IF�QJDUVSFT�CFMPX�TIPX�JNQSPQFS�QMBDFNFOU�PG�UIF�TFOTPS�

* **

�

***

3FWFSTFE�QMBDFNFOU�PG�
UIF�SJHIU�BOE�MFGU�TFOTPST

�

下の写真は、センサーの不適切な配置を示しています。

歪んだ配置 逆さまの配置

右と左のセンサーの逆配置 



��

����$IPPTF�UIF�1MBZ�"SFB�
3BOHF�PG�6TF���N��N��
3FDPNNFOEFE�EJTUBODF�����N

����4UBSUJOH�UIF�HBNFT�
4FMFDU�UIF�SFMFWBOU�HBNF�NPEF�JO�,"5�(BUFXBZ�BOE�TUBSU�UIF�HBNF�
����8BJTU�TFOTPS�DBMJCSBUJPO�
4UBSU�4UFBN73�BOE�TFMFDU�UIF�NPEF�CFGPSF�DIPPTJOH�B�HBNF�QVU�PO�
ZPVS�73�IFBETFU�LFFQ�ZPVS�GFFU�UPHFUIFS�BOE�MPPL�TUSBJHIU�UP�FOTVSF�
UIF�EJSFDUJPO�PG�ZPVS�GBDF�JT�UIF�TBNF�BT�UIF�EJSFDUJPO�PG�ZPVS�CPEZ��
5IFO�QSFTT�UIF��$BMJCSBUJPO�#VUUPO��SJHIU�BU�UIF�DFOUFS�PG�UIF�XBJTU�
TFOTPS�UP�DPNQMFUF�UIF�DBMJCSBUJPO�QSPDFTT�

�N
���N

�N

�
�����������/PUF��.BLF�TVSF�UP�POMZ�VTF�UIJT�QSPEVDU�JO�
��������������������������B�TBGF�JOEPPS�BSFB�XJUI�FOPVHI�QMBZ�
��������������������������TQBDF��"WPJE�QPUFOUJBMMZ�EBOHFSPVT�
��������������������������[POFT�TVDI�BT�UIPTF�OFBS�TUBJST�BOE�
��������������������������XJOEPXT��/P�PUIFS�PCKFDUT�PS�QFSTPOT�
��������������������������TIPVME�CF�QSFTFOU�JO�UIF�TFMFDUFE�QMBZ�
��������������������������BSFB�EVSJOH�UIF�VTF�PG�UIJT�QSPEVDU���

06.プレイエリアを選択してください： 

使用範囲：1m-2m;  

推奨距離：1.5m- 2m

注：この製品は、十分な遊びスペースのある安全な 

       屋内エリアでのみ使用してください。 

　   階段や窓の近くなど、潜在的に危険なゾーンは避　　 

   　けてください。 

　   この製品の使用中は、選択されたプレイエリアに　　 

　   他の物体や人が立ち入ってはいけません。 

07.ゲームの開始： 

KAT Gatewayで関連するゲームモードを選択し、ゲームを開始します。

08.ウエストセンサーのキャリブレーション： 

SteamVRを起動し、ゲームを選択する前にモードを選択し、VRヘッドセットを装着

し、両足を合わせてまっすぐ見て、顔の向きが体の向きと同じであることを確認し
ます。 

 次に、ウエストセンサーの中央にある「キャリブレーションボタン」を押して、キャ

リブレーションプロセスを完了します。 



��

�

��

����4FOTPS�QBSBNFUFS�BEKVTUNFOU�
8IFO�XJUIJO�UIF�HBNF�ZPV�DBO�BEKVTU�UIF�QBSBNFUFS�TFUUJOHT�PG�UIF�
TFOTPST�UP�ZPVS�MJLJOH��"MM�BEKVTUNFOUT�TVDI�BT�TFOTPS�TFOTJUJWJUZ�UP�
XBMLJOH�PS�UIF�XBZ�PG�USJHHFSJOH�TQFDJBM�BDUJPOT�	TVDI�BT�TUSBOH
�DBO�
CF�NBEF�JO��$POUSPMMFS�0QUJPOT��UBC�PG�,"5�(BUFXBZ�
�����������/PUF��*G�UIF�NPWFNFOU�EJSFDUJPO�TVEEFOMZ�EFWJBUFT�STU�DIFDL�JG�UIF�XBJTU�TFOTPS�JT�TUJMM�
�������������QMBDFE�BU�JUT�TUBSUJOH�QPTJUJPO��*G�OPU�SF�DBMJCSBUF�UIF�TFOTPS��*G�ZPV�DIBOHF�ZPVS�MPDBUJPO�
�������������QMFBTF�DBSSZ�PVU�UIF�NBHOFUJD�DBMJCSBUJPO�PG�UIF�EFWJDF�BHBJO�
����2VJU�UIF�HBNF�BOE�UBLF�P�UIF�TFOTPST�
*��6OGBTUFO�UIF�WFMDSP�TUSBQT�UP�UBLF�P�UIF�BOLMF�TFOTPST�

09.センサーパラメーターの調整： 

ゲーム内では、センサーのパラメーター設定を好みに合わせて調整できます。  

歩行に対するセンサーの感度や特別なアクション（ストラフなど）のトリガー方
法などのすべての調整は、KATゲートウェイの[コントローラーオプション]タブで

行うことができます。

注：移動方向が急にずれた場合は、まずウエストセンサーがまだ開始位置に配置されているか
どうかを確認します。  

そうでない場合は、センサーを再校正します。 場所を変更した場合は、再度装置の磁気校正を

行ってください。

10.ゲームを終了し、センサーを外します。 

I.ベルクロストラップを緩めて、足首センサーを外します。



��

�

*
�

**��1VMM�UIF�XBJTU�TFOTPS�VQ�HFOUMZ�UP�VODMJQ�JU�

�

*
�

�����������/PUF��%P�OPU�VTF�FYDFTTJWF�GPSDF�UP�UBLF�P�UIF�TFOTPST�

��

1MFBTF�DIFDL�UIF�XBSSBOUZ�QBHF�GPS�MBUFTU�QSPEVDU�XBSSBOUZ�
JOGPSNBUJPO�BOE�XBSSBOUZ�BQQMJDBUJPO�QSPDFEVSFT��
4IPVME�BOZ�VOGPSFTFFO�UFDIOJDBM�QSPCMFN�BQQFBS�EVSJOH�UIF�
XBSSBOUZ�QFSJPE�QMFBTF�DPOUBDU�,"5�73�PS�ZPVS�MPDBM�EJTUSJCVUPS��
1MFBTF�QSFTFOU�UIF�QSPEVDU�SFDFJQU�UP�UIF�QMBDF�PG�QVSDIBTF�PS�
BOPUIFS�QMBDF�EFTJHOBUFE�CZ�,"5�73��,"5�73�XJMM�EFDJEF�XIFUIFS�UP�
SFQBJS�SFQMBDF�PS�SFGVOE�EFGFDUJWF�QSPEVDU�BDDPSEJOH�UP�
DJSDVNTUBODFT��

����1SPEVDU�8BSSBOUZ

1IPOF�/VNCFS�����	�
������������
&�NBJM�"EESFTT��PWFSTFBT!LBUWS�DPN���
0DJBM�8FCTJUF��XXX�LBUWS�DPN

����$POUBDU�*OGPSNBUJPO

II.ウエストセンサーをそっと引き上げて外します。

注：センサーを外すときに力を入れすぎないでください。

連絡先



��

1MFBTF�DIFDL�UIF�XBSSBOUZ�QBHF�GPS�MBUFTU�QSPEVDU�XBSSBOUZ�
JOGPSNBUJPO�BOE�XBSSBOUZ�BQQMJDBUJPO�QSPDFEVSFT��
4IPVME�BOZ�VOGPSFTFFO�UFDIOJDBM�QSPCMFN�BQQFBS�EVSJOH�UIF�
XBSSBOUZ�QFSJPE�QMFBTF�DPOUBDU�,"5�73�PS�ZPVS�MPDBM�EJTUSJCVUPS��
1MFBTF�QSFTFOU�UIF�QSPEVDU�SFDFJQU�UP�UIF�QMBDF�PG�QVSDIBTF�PS�
BOPUIFS�QMBDF�EFTJHOBUFE�CZ�,"5�73��,"5�73�XJMM�EFDJEF�XIFUIFS�UP�
SFQBJS�SFQMBDF�PS�SFGVOE�EFGFDUJWF�QSPEVDU�BDDPSEJOH�UP�
DJSDVNTUBODFT��

����1SPEVDU�8BSSBOUZ

1IPOF�/VNCFS�����	�
������������
&�NBJM�"EESFTT��PWFSTFBT!LBUWS�DPN���
0DJBM�8FCTJUF��XXX�LBUWS�DPN

����$POUBDU�*OGPSNBUJPO

最新の製品保証情報と保証申請手順については、保証ページを確認してく
ださい。 

保証期間中に予期しない技術的な問題が発生した場合は、KAT VRまたはお

近くの販売店にお問い合わせください。 

 製品レシートを購入場所またはKAT VRによって指定された別の場所に提

示してください。 

 KAT VRは、状況に応じて、欠陥製品を修理、交換、または返金するかど

うかを決定します。

・TEL 089-948-8019 （土日祝日を除く　9:00~17:00） 

・E-mail Address：support@support@katvr.jp 

・Official Website :https://katvr.jp

連絡先

製品保証

KAT Gateway 



KAT Gateway 

KAT Gatewayは、locoの設定を行うプラットフォームです。 

各項目の説明を行います。

コントローラーオプション



前進感度：前進する速度を変更します

横移動、後進、クルーズモードについては、動画にて参照ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=7qX3V9AgoJM 

独立した頭と体の方向： 
こちらをONにする事で、ゲーム内の方向を決める時 

頭の方向と、体の方向の情報を処理し、最適な方向を定めて 

自由に動くことがで可能になります。 

移動モード



移動モード

inSteamは、Steamゲーム内で歩行を可能にしりモードです。 

inSteamがゲームに適応したロコモーションモードとして選択され
ている場合、ターボまたはグローバルをさらに選択できます。 

Turboモードが選択されている場合、ユーザーがSteamプラット
フォームを介してプリセット設定またはカスタム設定をすでに持っ
ているゲームを起動すると、Gatewayは現在のゲームのinSteam設
定を自動的にロードします。ゲームを開始するたびに設定を繰り返
す必要はありません。 このモードをお勧めいたします。 

グローバルモードを選択した場合、ゲームを開始するかゲームを開
始するかに関係なく、現在の設定がグローバルinSteam構成として
使用され、デバッグ中に適切です。上級者向けの機能になります。 



Mo Cap　は、全身をトラッキングするモードで、 

歩行モードと同時に使用することは出来ません。 
センサーを膝の上辺りに装着し、設定を行うと利用出来ます。 

スケールを準備して、図の数値を測定して入力しましょう。 

 
実際に設定などを行ったレビューはこちらを参考にしてください！ 

https://wolfish.org/blog/p2020011501/ 

モーションキャプチャーについてのレビューです。 

 



デバイス→Viveトラッカー を管理 

Left_footは、左足に設定 
逆も同じで、ウエストセンサーは 
腰に設定します。 



ウエストセンサーの初期位置修正

ウエストセンサーの初期キャリブレーション

磁気データの収集プロセスが終了するまで、 
映像のようにウエストセンサーを片手で何度も投げます。 

進行状況は青い円で表されます。



センサーをスタンドまたは別の安定した物体（KATロコボックスなど）に 

クリップし、ライトを点灯して地面に置きます。  
白い円が画面の中央に届くように安定させます。 
点を円の中に入れたらウエストボタンを押します

ウエストセンサーの初期キャリブレーション

※水平においても、白い枠に収まらない場合は少し手で傾けてください。



角度を検証中です

キャリブレーションプロセスが完了するまで、ゆっくりと回転させます。  
アクションはスムーズで回転速度は一定でなければなりません。

ウエストセンサーの初期キャリブレーション

-成功-



おっと！ 何かがうまくいかなかった。 

 成功するまで繰り返してください

あとでやり直す いますぐやり直す

-失敗-

-成功-

構成ライブラリ



構成ライブラリ

ここでは、各コンテンツごとの設定を行うことができます。 
上級者向けの機能です。



おすすめのゲーム

KATlocoでプレイできるゲームは、KAT VRによって公式にテストされ、推奨さ
れているKAT LocoのLocomotionゲームを表示します。 すべての推奨ゲームに公
式のInSteamプリセットを提供し、ユーザーが簡単にゲームをプレイできるよう
にします。



Start on boot :起動時に開始

Start upon detecting the receiver： 
アプリケーションの起動中にレシーバーを検出します



この画面と同じようになれば、設定は正常に完了しています


