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Product List

BW Space Pro 
Underwater Drone
Remote Controller-Advance
Remote Controller-Simple
Wire Spool
WiFi Repeater
Charger
Sealing Lubricant and
Sealing Ring
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Charging Guide

・Charging of  BW Space Pro and WiFi Repeater
Plug one end of the charger with 4-pin hole connector into the Charging Port of 
WiFi Repeater and BW Space Pro, and the other end connect to the power supply 
to start charging. 

     When connecting the device, 
align the jack and turn the nut until 
it is tightened; when unplugging the 
connector, unscrew the nut until it can 
be pulled off.
Please keep the connector dry. It is 
prohibited to touch the connector front 
end with wet or sweaty hands.

• The light is red when charging;

• The light turns green when the 
charging is completed.
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・iOS

・Andriod
1.Log in to the Google Play to download.
2.Visit www.youcanrobot.com/support or scan the QR code 
right to download directly.
· Youcan Dive APP supports Android 6.0 and above systems.

Quick Start

Connecting communication tether

Plug the 4 pin hole connector at one 
end of the communication tether into 
the host communication tether socket of 
BW Space Pro, plug the other end into 
the WiFi Repeater, and then tighten the 
connector clockwise. 

1
tighten the 
connector

Download Youcan Dive APP

Log in to the App Store to download or scan the QR code 
right to download directly.
· Youcan Dive APP supports iOS10.3 and above systems.

iOS

Android

11

    The Safety Ring greatly reduces the load and stress on the cable 
connector and can prevent any possible damage to the machine, thus it is 
mandatory/compulsory to attach the cable securely and correctly onto the 
Safety Ring located at the end of the machine .
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Open Youcan Dive App

After the WiFi connection is successful, 
open the Youcan Dive APP, connect the 
device, select BW Space Pro, enter directly 
or log in by account. After the connection 
is successful, slide to the right to unlock, 
and the boot is successful. At this point, you 
can use the APP to control the underwater 
movement and shooting of the drone.

     In case of start failure, please check if the following conditions exist:
If the device is appropriately powered;
If the connector of the tether is connected to the jack of the BW Space Pro or WiFi 
Repeater appropriately;
Access the mobile phone WiFi connection interface and check if the WiFi Repeater 
signal is successfully connected.

3

Slide to Unlock

Back Home

Using the Remote controller-Advance

Charging for the Remote Controller

Connect the USB to the charging interface 
of the remote controller. The power indicator 
blinks, indicating that it is being charged.

1

Charging 
interface

Connect to WiFi

A c c e s s  t h e  m o b i l e  p h o n e  W i F i 
connection interface, select Youcan-****-
5G(Recommended) or Youcan-****, enter 
the password: 12345678.

2
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1. Power on, shortly press the power button 
first, then long press it again until the 
indicator light lights up, you will hear the 
sound of beep, turn on successfully.

2. Put the phone or tablet on the holder.

     When the Android device is paired with the Remote control for the 
first time, please enter the pairing password: 1234. 

Connect the Remote controller and mobile phone
Control the BW Space Pro underwater movement and shooting with the remote 
control. After the quick start step is completed, follow the process below:

2

3. Select settings-Stick control mode-A in 
the Youcan Dive APP.

Battery indicator

A B

C
D

E

G H

F

A B

C
D

Camera Settings

APPControl Settings Control Mode BControl Mode A

Key Settings
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Connect the Remote Controller and mobile phone

Control BW Space Pro underwater movements and shooting with remote controller. 
After the quick start step is completed, follow the process below:

2

1. Connect Smartphone or Tablet 

• Android
Press the POWER+W button for 3-5 
seconds at the same time and the light will 
be on, indicating a successful startup. At 
this time, the working mode indicator 1 will 
be flashing. 

• iOS
Press the POWER+T button for 3-5 seconds 
at the same time and the light will be on, 
indicating a successful startup. At this 
time, the working mode indicator 1 will be 
flashing. 

Using the Remote controller-Simple

Charging for the Remote Controller

Connect the USB to the charging interface 
of the remote control. The POWER indicator 
blinks, indicating that it is charging; The 
POWER indicator is on, indicating the 
charging is completed. 

1

Charging interface

POWER

T

W

indicator 1
indicator 2

Youcan Robot
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     Power indication: when the power of the remote controller is lower than 30%, 
all the lights will flash.
This remote controller only supports mobile phones, not tablet computers.

Usage of the holder:

1.Turn the nut, unlock the mobile phone 
holder and pull up. 

2.Fix the holder on the remote controller 
and lock it through PUSH button.

3.Turn the nut in the opposite direction 
again to fix the mobile phone holder and 
put the mobile phone on it.

    Note: After successfully connecting the Android phone, the working mode 
indicator 1 stops flashing and turns on;
After successfully connecting to the iOS phone, the working mode indicator 2 
stops flashing and turns on;

2. Select Control settings-Stick control 
mode-B in the Youcan Dive APP, and 
when the remote controller vibrates, the 
connection is successful. 

PUSH

Camera Settings

Control Settings

Key Settings

APP Control Mode A Control Mode B
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Use attention and Safety matters

Youcan Robotics(Shanghai) Co.,Ltd.

Website：www.youcanrobot.com
Store：store.youcanrobot.com
Customer service：service@youcanrobot.com
Telephone：(+86) 021-20936568
Facebook：YouCanWaterDrone
Instagram：youcanrobot
Youtube：Youcan Underwater ROV

Contact Us

Make sure the tether is 
securely connected to 

avoid short circuit

Wipe the water stain
around the connector
in time to keep it dry

Please avoid using the 
drone in the waters with 
too much water plants

After use, rinse with
fresh water to prevent

salt crystallization

The lens is a 
fragile part, 
do not beat

Operating 
temperature is 

-10 ° C ~ 40 ° C

Do not put the
WiFi Repeater
into the water.

Minors should
be accompanied

by parents

Do not use heavy force 
or pulling hard on cables 

and connectors

Attach the cable 
securely onto the 

drone's Safety Ring
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物品清单

1

1

3 4 5

6 7
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BW Space Pro 水下无人机
遥控器 - 增强版
遥控器 - 简约版
线缆盘
WiFi 基站
充电器
密封润滑油和密封圈
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充电指导

・BW Space Pro 和 WiFi 基站充电
将充电器带有 4 针插孔的两个连接头分别插入 BW Space Pro 和 WiFi 基站充电接口，另
一端插入电源插座，开始充电。

       连接设备时，请先对准插孔，再旋转螺母，
直至拧紧为止；
拆卸连接头时，先旋开螺母，再拔出插孔。
请保持连接头干燥，禁止手上带汗或水触摸
连接器前端接口。

• 当电源指示灯呈红色时候，提示
正在充电中；
• 电源指示灯变绿色，提示充电已
完成。

下载 Youcan Dive APP

・iOS

・Andriod

登录 APP Store 下载或扫描右侧二维码直接下载。 
* Youcan Dive APP 支持 iOS10.3 及以上系统。

iOS

Andriod

1. 登录 Google Play 下载。
2. 访问 www.youcanrobot.com/support 或扫描右侧二维码直接下载。
* Youcan Dive APP 支持 Android 6.0 及以上系统。
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1

快速启动

连接通讯线缆

连接 WiFi

将线缆的 4 针插孔接头一端插入 BW Space 
Pro 通讯线缆接口，另一端插入 WiFi 基站，
顺时针拧紧接头。

      防丢环可以大大减轻线缆连接头的承受
力，在入水前务必将线缆上的安全钩连接在
机器尾部的防丢环上，以免线缆或者机器连
接头损坏。

顺时针
拧紧

进入手机 WiFi 连接界面，选择 Youcan-****-
5G（ 推 荐 ） 或 Youcan-****， 输 入 密 码：
12345678。

1

2

进入 Youcan Dive App
WiFi 连接成功后，打开 Youcan Dive APP，连
接设备，选择 BW Space Pro，直接进入或账
号登录，待连接成功之后，向右滑动解锁，开
机成功，此时，您就可以通过 APP 来操控无
人机水下运动和拍摄了。

       若开机失败，请检查是否存在以下情况：
请检查设备是否有电。
请检查通讯线缆的接头与 BW Space Pro 或 WiFi 基站的插孔是否接入正确位置。
进入手机 WiFi 连接界面，检查 WiFi 基站信号是否成功连接。

3

1
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遥控器的使用 - 增强版

遥控器充电

连接遥控器和手机

将 USB 连接至遥控器充电接口，电量指示
灯闪烁，提示正在充电中。

通过遥控器来操控 BW Space Pro 水下运动和拍摄。
在快速启动步骤完成之后，请按照以下流程来操作：

1. 打开遥控器电源键，先短按，再长按，电
量指示灯亮起，同时发出“嘀嘀嘀”的响声，
开机成功。

1

2

2. 将手机或平板电脑安装在支架上。

3. 在 Youcan Dive APP 中选择设置 - 遥控器 A
控制模式。

        Android 设备第一次配对遥控器时，请输入配对密码：1234。

充电接口

A B

C
D

电量指示灯

控制设置

控制模式

按键设置

遥控器 BAPP 遥控器 A

A B

C
D

E

G H

F

D
C
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遥控器的使用 - 简约版

遥控器充电

连接遥控器和手机

将 USB 线连接遥控器充电接口，POWER 键
指示灯不停闪烁，提示正在充电中；POWER
键指示灯亮起，提示充电满。

通过遥控器来操控 BW Space Pro 水下运动和拍摄。
在快速启动步骤完成之后，请按照以下流程来操作：

1. 连接手机或平板

1

2

2. 在 Youcan Dive APP 中选择设置 - 遥控器
B 控制模式，待遥控器发出震动后，表示连
接成功。

• 连接 Android 设备
同时按下 POWER+W 键 3-5 秒，按键灯光亮
起，同时此时工作状态指示灯 1 呈闪烁状态，
即表示开机成功。

• 连接 iOS 设备
同时按下POWER+T键3-5秒，按键灯光亮起，
同时此时工作状态指示灯 2 呈闪烁状态，即
表示开机成功。

        成功连接 Android 手机后，工作状态指示灯 1 停止闪烁，灯光亮；
成功连接 iOS 手机后，工作状态指示灯 2 停止闪烁，灯光亮起。

充电接口

指示灯 1
指示灯 2

控制设置

控制模式

按键设置

APP 遥控器 A 遥控器 B

POWER

T

W

Youcan Robot
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安装支架：

1. 旋转螺母，将支架调整至活动状态并拉起。

2. 将支架固定在遥控器上，通过 PUSH 键锁
住支架。

3. 再次反方向旋转螺母，固定住手机支架，
将手机安装在支架上。

        电量提示：当遥控器电量低于 30% 时，所有按键灯呈闪烁状态。
此款遥控器仅支持安装手机使用，不支持安装平板电脑使用。

PUSH
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使用安全及注意事项

联系我们

约肯机器人（上海）有限公司
网站：www.youcanrobot.com
商城：store.youcanrobot.com
客服：service@youcanrobot.com
电话：(+86) 021-20936568 Wechat 企业官网

确保线缆连接牢固
防止渗水短路

及时擦拭连接头周边的水
渍，保持干燥

请避开水草过多的
水域航行

使用后淡水冲洗
防止盐结晶

镜头为脆弱部件
勿敲打

工作温度
-10℃ ~40℃

WiFi 基站
勿投入水中

未成年人请在
家长的陪同下使用

勿大力扯拉线缆
以及连接头

连接安全扣和防丢环
以防连接头损坏
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製品リスト

1

1

3 4 5

6 7

2

BW Space Pro 本体

コントローラー - アドバンス

コントローラー - シンプル

ケーブルリール

WiFi リピーター

充電器

グリスと密封リング

1

2

3

4

5

6

7
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充電について

・BW Space Pro と WiFi リピーターの充電
充電器の 2 つの 4 ピンジャックコネクタを BW Space Pro と WiFi リピーターの充電

ポートに差し込み、もう一方の端を電源コンセントに差し込んで充電を開始します。

     デバイスを接続するときは、先にコネ
クタ内部のピン穴の位置を合わせ、しっか
り締め付けるまで、回してください。取り
外すときは、逆回転に回してから接続口か
ら抜いてください。
接続部分の乾燥状態を保ってください。汗
や水が付着しているときは、コネクタに触
れないでください。

• 充電中は、電源ランプが
赤色に点灯します。

• フル充電後、電源ランプ
が緑色に点灯します。

Youcan Dive APP のダウンロード

・iOS
APP Store にてダウンロード、或いは QR コードをスキャンし
てダウンロードしてください。 
· Youcan Dive APP は iOS10.3 以降の使用をお勧めします。

iOS
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・Android
1.Google Play にてダウンロード。
2.www.youcanrobot.com/support にアクセスしてダウンロード
するか、QR コードをスキャンしてダウンロードしてください。
* Youcan Dive APP は Android 6.0  以降の使用をお勧めします。

Andriod

クイックスタート

通信ケーブルの接続

WiFi 接続

通信ケーブルの 4 ピンジャックコネクタを
BW Space Pro 通信コネクタに差し込み、
もう一方の端を WiFi リピーターに差し込
み、時計回りに締め付けます。

    紛失防止リングは、通信ケーブルコネク
タの負担を大幅に軽減できます。機体また
は通信ケーブルのコネクターの損傷を避け
るため、機体を水に入る前に、通信ケーブ
ルのフックを機体後部の紛失防止リングに
接続してください。

モバイル端末の WiFi 接続画面で、Youcan-
****-5G（ 推 奨 使 用） 或 い は Youcan-****
を選択、
パスワードを入力：12345678

1

2

時計
回り

Youcan Dive App を使用
WiFi接続成功後、Youcan Dive APP を開き、
ドローンに接続します。BW Space Pro を
選択、「直接使用」または「ログイン」を
選択します。接続成功後、右にスライドし
てロックを解除します。APP を使用してド
ローンの水中移動と撮影を操縦できます。

3

スライドして解除

ホームへ

11
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      起動が失敗した場合は、下記をご確認ください。
デバイスの残電量をご確認ください。
通信ケーブルのコネクタが、BW Space Pro または WiFi リピーターと正しく接
続されているかどうか。
モバイルデバイスの WiFi 接続画面を開き、WiFi リピーターに接続されているかを
確認してください。

アドバンスコントローラーの使用

コントローラーの充電
充電ポートをUSB 充電ケーブルに接続します。
充電中は、残電量表示ランプが点滅します。

1

コントローラーとモバイルデバイスを接続
コントローラーで BW Space Pro の水中移動や撮影を操縦します。クイックスター
トが完了したら、以下の手順で操作します：

2

1. コントローラーの電源ボタンを軽く 1 回
押してから、もう一度長押しすると、バッ
テリー残量表示ランプが点灯し、同時にビ
ープ音が 3 回鳴り、電源がオンになります。

2. スマホまたはタブレットをホルダーにセ
ットします。

3. Youcan Dive APP を開き、「設定」をタ
ップし、操縦モードの「コントローラー A
操縦」を選択します。

    Android のモバイルデバイスを初めてコントローラーにつなぐ際、ペアリングコ
ード：「1234」 を入力する必要があります。

充電器
ポート

A B

C
D

コントローラー B APPコントローラー A

残電量表示ランプ
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シンプルコントローラーの使用

コントローラーの充電

充電ポートを USB 充電ケーブルに接続しま
す。充電中は、POWER 指示灯が点滅します。
充電完了後、POWER 指示灯が点灯します。

1

コントローラーとスマホ・タブレットの接続
コントローラーで BW Space Pro の水中移動や撮影を操縦します。
クイックスタートが完了したら、以下の手順で操作します：

2

1. スマホ・タブレットの接続

・Android との接続
同時に POWER ボタンと W ボタンを 3 〜 5
秒間長押し、ボタンライトが点灯します。
このとき動作状態表示ランプ 1 は点滅し、
電源オンになったことを示します。

・iOS との接続
同時に POWER ボタンと T ボタンを 3 〜 5
秒間長押し、ボタンライトが点灯します。
このとき動作状態表示ランプ 1 は点滅し、
電源オンになったことを示します。

2.Youcan Dive APP の「設定」メニューで、
操縦モードを「コントローラー B 操縦」に
選択すると、コントローラーが振動したら
接続が成功。

充電 ポート

POWER

T

W

ランプ 1 は
ランプ 2 は

APPコントローラー A コントローラー B
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     Android のモバイルデバイスへの接続が成功した場合、動作状態表示ランプ 1 の
点滅が停止し、点灯します。
iOS のモバイルデバイスへの接続が成功した場合、動作状態表示ランプ 2 の点滅が
停止し、点灯します。

     低電力お知らせ：コントローラーの残電量が 30％を下回ると、すべてのボタン
ライトが点滅します。
このコントローラーはスマホのセットのみを対応しています。タブレットの使用は
対応していません。

ホルダーの取付：

1. ナットを回して、モバイルデバイスホル
ダーをアクティブな状態に調整して引き上
げます。

2. ホルダーをコントローラーに固定し、
PUSH ボタンでホルダーを固定させます。

3. ナットを反対方向に回して、ホルダーを
固定し、モバイルデバイスをホルダーにセ
ットします。

PUSH
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ご使用上の注意と安全事項

株式会社 Youcan Robotics Japan

ホームページ：https://youcanrobot.jp/
ストア：https://youcanrobot.jp/store/
アフターサービス：japan@youcanrobot.com
Facebook：youcanjp
Twitter：youcanrobotjp
Instagram：youcanrobotjp
Youtube：Youcan Robot Japan

お問い合わせ

浸水によっての短絡を防ぐために、
通信ケーブルがしっかりと接続され

ていることを確認してください。

乾いた状態を保つために、使用後コ
ネクタの周辺の水分をすぐに拭き取

ってください。

水草など障害物が多い水域で使用
しないでください。

使用後は塩水の結晶化を防ぐため
に淡水で洗い流してください。

レンズは壊れやすい部分ですので、
衝撃を与えないでください。

動作温度
-10℃ ~40℃。

WiFi リピーターを水に入れないでく
ださい。

未成年者は、製品を使用する際、保護
者の同伴が必要です。

ケーブル、コネクタ部を強く
引っ張らない

コネクタ保護のため、ケーブルフック
を機体リングに引掛る





BW Space Pro


