
自由を手に、飛び立とう

コンパクトでパワフルな DJI Mavic Miniは、あなたの空のパートナー。
日常の何気ない風景が、クリエイティブな映像に早変わり。

簡単操作のアプリDJI Flyを使って、鳥のように、思いっきり飛んでみよう。



DJI Fly

ユーザーの飛行体験を素晴らしいものにするために開発された DJI Fly
アプリは、初めての人でも簡単に飛行させ、驚くような映像を作成し、編集

も手軽に行いシェアすることができます。アプリのインターフェースは、シン

プルで非常に直感的。包括的な飛行チュートリアル機能や分かりやすい

編集機能により、機体を箱から出して、すぐに使用でき、ワクワクするよう

な映像を初心者でも簡単に撮影できます。

複数のテンプレート、様々なバックミュージックや特殊効果などを使用して、

すばやく簡単に編集できます。また、直感的に操作できるタイムラインを

使って、柔軟かつ正確な映像編集が可能です。さらに、編集画面が縦向きと

横向きの切り替えにも対応し、思い通りの方法で撮影・編集を行えます。

ドローンを飛ばす理由は

ひとそれぞれ。

大事なのは、みんなが

ワクワクすること。

超軽量 3軸ジンバル
2.7Kカメラ搭載

簡単撮影&編集＊1

自動撮影するクイックショット サークル ドローニー

ロケット ヘリックス

Mavic Miniは、平均的なスマートフォンの重さと
変わらない、わずか199gで高性能。 手軽に持ち
運べ、安全な重量クラスのドローンとして、特定の

規制対象から免除される場合があります。日本

国内での飛行については、裏面をご確認ください。

Mavic Miniは、360°プロペラガードを装着す
ることができるので、プロペラを完全に保護し、

飛行の安全性を向上させます。　下方ビジョン

検知システムとGPSにより、屋内でも屋外でも
正確にホバリングすることができます。

専用の送信機は、2km　まで HD 低遅延動画
配信に対応。取り外し可能な操作スティックを

送信機内に簡単に収納できるので、持ち運びは

とても簡単です。

Mavic Miniは、12MPの空撮写真と2.7Kク
アッドHD 動画の撮影に対応しています。3軸
モーター搭載のジンバルは、カメラに優れた安

定性を与え、鮮明で非常になめらかな映像撮影

を実現します。

Mavic Miniは軽量なため、市販されている同
様のコンシューマー向けドローンよりも長く飛

行できます。完全に充電されたバッテリーで、最

大18分　の飛行をお楽しみいただけます。

新アプリ DJI Flyは、シンプルで直感的なユー
ザーエクスペリエンスを提供し、数回タップする

だけで映画のような映像を作成できます。また、

飛行チュートリアルを使用すれば、Mavic Mini
を安全かつすぐに使い始めることができます。

驚くほど小さく軽い 安全飛行

HD対応送信機

ブレないジンバルカメラ

長い飛行時間 かんたん操作

＊1

＊3

＊4

＊5

＊2

クイックショットモード（サークル／ドローニー

／ロケット／ヘリックス）を使えば、ハリウッド映

画に出てくるようなカメラワークを、自動で簡

単に撮影します。自動生成されたショートムー

ビーを、SNSにすぐにアップして、友達とシェア
しましょう。

様々なアクセサリー

多彩な機能搭載の飛行のパートナー

プロレベルの映像撮影

DIY クリエイティブキット、充電ベース、2WAY 充電ハブ 、ミニバッグなどの様々なアクセサリーを使えば、撮影をさらに楽しめます。

Mavic Miniを自分用にカスタマイズ
できる無地のシェルステッカーとカラ

フルなマーカーが同梱。

被写体の周りをぐ

るり 1周して撮影
します。

まっすぐ上昇しな

がら真下を撮影し

ます。

バックしながら斜

め上へ遠ざかり撮

影します。

被写体を中心にら

せん状に遠ざかり

撮影します。

Mavic Miniを充電しながら、部屋の
ディスプレイとして飾ることができる、

ドーム型充電ベースです。

Mavic Mini、2WAY 充電ハブ、送信機、
小型アクセサリーや小型製品を一緒に

簡単に収納できる特製バッグです。

Mavic Miniバッテリーの充電ハブとし
て使用したり、外部デバイスを充電する

パワーバンクとしても使用できます。

DIY クリエイティブキット 充電ベース ミニバッグ2WAY 充電ハブ

最大飛行時間

 18分＊3
HD動画伝送＊4正確なホバリング＊2

Let's F
ly !

折りたたみ時

＊6

＊7



MAVIC MINI MAVIC MINI
コンボ

機体 x 1／送信機 x 1／インテリジェ
ント フライトバッテリー（1100mAh）
x 3／プロペラ 1 組（予備）x 3／
Micro USB ケーブル x 2／ジンバル 
プロテクター x 1／Micro USB コネ
クター x 1／USB Type-C コネクター
x 1／ Lightning コネクター x 1／
コントロールスティック1組（予備）x 1／
ねじ（予備）x 18／ねじ回し x 1／
360°プロペラガードx 1／2WAY 充電
ハブ x 1／DJI 18W USB充電器 x 1／
キャリーバッグ x 1

機体 x 1／送信機 x 1／インテリジェ
ントフライトバッテリー（1100mAh）
x 1／プロペラ 1組（予備）x 1／
Micro USB ケーブル x 1／ジンバル 
プロテクター x 1／Micro USBコネ
クター x 1／USB Type-C コネクター 
x 1／ Lightning コネクター x 1／コン
トロールスティック1組（予備）x 1／
ねじ（予備）x 6／ねじ回し x 1

同梱物 : 同梱物 :

19DECMMS

www.dji.com/jp
Follow us @dji.com

スペック

展開時 (プロペラ込み) : 245 × 290 × 55 mm
折りたたみ時 : 140 × 82 × 57 mm
対角寸法 : 213 mm
199 g (プロペラ&バッテリー込み )
4m/s (Sモード)、2m/s (Pモード)、1.5m/s (Cモード)
3m/s (Sモード)、1.8m/s (Pモード)、1m/s (Cモード)
13m/s (Sモード)、8m/s (Pモード)、4m/s (Cモード)
3000 m (海抜 )
18分 (12 km/h一定速度で飛行時 / 無風時 )
8 m/s
0℃ ～ 40℃
GPS + GLONASS
垂直 : ± 0.1 m (ビジョンポジショニング有効時 ) 　　
　　   ± 0.5 m (GPSポジショニングあり )
水平 : ± 0.1 m (ビジョンポジショニング有効時 )　　
　　  ±1.5 m (GPSポジショニングあり )
動作範囲 : 0.5～ 10 m
microSD

種類

容量

電力量

電圧

重量

充電環境温度

動作周波数 

最大伝送距離

（障害物や電波干渉がない場合） 
動作環境温度 
バッテリー 
対応モバイル端末サイズ

対応USBポートタイプ
映像伝送システム

ライブビュー品質

機体 ジンバル

アプリ

インテリジェントバッテリー

送信機

LiPo 2S
1100 mAh
8.36 Wh
7.6 V
50 g
5 ～ 40°C 

2.400～2.483GHz、5.725～5.850GHz
（日本国内は2.400～2.483GHzのみ利用可）
CE: 2000m、MIC(日本): 2000m
2.400～2.483GHzの場合
0 ～ 40°C
2600 mAh
最大長: 160 mm、厚さ: 6.5～8.5 mm
Lightning、Micro USB (Type-B)、USB-C
拡張 Wi-Fi
送信機: 720p@30fps

＊1機体の離陸重量（バッテリーとプロペラ含む）です。一部の国と地域では、登録は不要です。ご使用の前に、現地の法律および規則をご確認ください。 ＊2ビジョンポジショニングには、反射のない識別可能な地面と適切な照度が必要です。
0.5～30mの高度で利用可能です。＊3無風時に 12km/hの一定の速度で測定。 ＊4 FCCに準拠するモデルは 4km、CEに準拠するモデル (MT1SD25)は 2kmです。障害物、電波干渉のない環境での測定値です。＊5 Fly Moreコンボには、
360°プロペラガードが含まれています。 ＊6 アクセサリーは、別途、ご購入の必要があります。＊7 Fly Moreコンボには、2WAY 充電ハブが含まれています。 ＊8 有料サービスです。＊9 2019年12月現在 ＊10 UHS-Iスピードクラス 3以上
の定格が必要です。

＊9

＊10

＊8

寸法

(縦幅 x 横幅 x 高さ )

重量

最大上昇速度

最大下降速度

最大飛行速度

運用限界高度

最大飛行時間

最大風速対抗

動作環境温度

GNSS
ホバリング精度範囲

検知システム（下方）

対応 SDカード

操作可能範囲 
スタビライズ機構

名称 
OS要件

チルト: -90°～0°(標準)、-90°～20°(拡張)
3軸 (チルト、ロール、パン)

DJI Fly
iOS 10.0以降バージョン、Android 6.0以降のバージョン

カメラ

センサー

レンズ

静止画サイズ

静止画モード

動画解像度

最大ビデオビットレート

1/2.3インチCMOS、有効画素数: 12MP
FOV: 83°、35 mm判換算: 24 mm
絞り: F2.8、撮影範囲: 1 m～ ∞
4:3 4000×3000、16:9 4000×2250 
シングルショット

インターバル: 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒
2.7K: 2720×1530 25/30p、
FHD: 1920×1080 25/30/50/60p
40 Mbps

安全にフライトを楽しむために

飛行禁止エリア

守るべきルール

注意すべき飛行 　重量 200g未満の機体は、模型航空機に分類され、日本の
航空法における無人航空機の飛行ルールの対象ではありません。

なお、空港周辺や一定の高度以上の飛行等は所定の手続きを経

て国土交通大臣の許可を受ける必要があり、かつ、③～⑦の周

辺地域で飛行させる場合には、国会議事堂、内閣総理大臣官邸

その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の

周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する

法律（“小型無人機等飛行禁止法”）に基づく手続きが必要となり

ます。または各関連自治体の条例が適用される場合があります。

　これらのルールに違反した場合には、法律による罰金または

懲役が課されることがあります。詳しくは、①②⑫については国

土交通省航空局のウェブサイト、③～⑦については警察庁のウェ

ブサイトをご確認ください。

　本ページを通じて提供される法律関連情報は、あくまで参考

までに提供するものであって、網羅的なものではありません。お

客様はご自身の責任においてドローンを安全かつ適法的にご使

用ください。

© 2019 DJI JAPAN. ドローンを飛ばすためにはルールがあります。申請が必要なエリアや飛ばし方などの情報はDJIホームページをご
参照ください。記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で
登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google、Google ロゴ、Android、Android
ロゴ、Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。製品の構成や仕様は予告なく変更される場合
がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に際しましては、最新の情報をご確認ください。

「★」マークの項目 : 重量 200g以上の機体は日本の航空法の規制対象となります。

物の投下禁止危険な飛行禁止飲酒時の飛行禁止 危険物の輸送禁止 飛行前点検

2020年東京オリンピック競技大会
パラリンピック競技大会

衝突予防

（飛行機・ヘリコプター）

1年間の有効期間内に、専用の VIP修理サービスと重度な故障に対する最大 2回までのリフレッシュ交換をご利用になれます。


