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Ver.1.0

この度は、MEGAアドバンテージキャパシタをご購入いただきましてありがとうございます。
ご利用の際には以下の説明をよくお読みになってからご利用ください。
MEGAアドバンテージキャパシタは、ストックモーターカテゴリーに特化したブラシレス
アンプ用キャパシターです。
ストックモーターカテゴリーで不足しがちな立ち上がりのトルクを大幅に補う効果があり、
レースでのタイムの向上につながります。
取り付け方法
ESCのバッテリー端子プラスに赤、マイナスに黒のコードを半田付けしてください。
ESCの極性はESCに付属の取扱説明書をご覧ください。
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注意事項
※大容量キャパシターを使用している為、ターン数の少ないモデファイトモーターと組み合わせて使用すると、過電流により
熱を持ち、皮膜や半田が溶ける可能性がございますのでご使用はお控えください。
※ご利用のESCの種類によって効果に差があります。
※本製品には極性がございます。誤って接続しますと製品の破損につながります。極性をよくご確認の上ご利用ください。
※本製品は、シャーシまたはESCに接着固定してご利用ください。モーターなど、発熱の高い部位には固定しないでください。
※ご利用の際に、異臭、異常な発熱を感じた場合はただちに電源を切り、使用を中止してください。
※誠に恐れ入りますが、他社ESCに関するお問い合わせには対応致しかねます。
各メーカーのサービス窓口へお問い合わせください。

■ お問い合わせ

最新情報はホームページに掲載中！

修理をご希望の方は、次の項目をできるだけ詳しく書いて、修理品と一緒にお送りください。
●トラブルの状況
●ご使用プロポ（送信機、受信機、サーボ、アンプの型番）
●搭載の車体名と搭載状況
●お送りいただいた品物の種類と数量
●ご住所、お名前、電話番号

www.kopropo.co.jp

近藤科学株式会社 サービス部
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7

☎ 03-3807-7648

受付時間：月曜日〜金曜日（祝祭日を除く）
9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00
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Thank you for using our products. Please read this manual before using.
MEGA Advantage Capacitor is a capacitor for Brushless motor (stock category) .
When there is not enough initial torque,
this is the solution for this problem.
When this item is used, it can better your lap times.

Installation
Soldering red wire to battery + on the ESC and Black wire to battery
- on the ESC. Please check your ESC manual for ESC polarity.
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Caution
* Please do not use with modiﬁed motors.
* There is a diﬀerent eﬀect depending upon the type of ESC that is used.
* This unit has a polarity.
This unit will brake when the polarity is not correct. Be sure to connect it correctly.
* Please install with glue to chassis or ESC. Don't install to parts that may be hot. (ex: motor, etc)
* Please stop using, when you feel that this unit is too hot or has a strange smell.
We are not able to correspond to questions regarding other manufacturer s ESC.
Please ask the manufacture.

Contact information for repairing goods
Requesting repair service
Please write the following items in as much detail as
possible and send it with the repair goods.
(1) Situation of the trouble.
(2) Equipment used. (type of transmitter, receiver, servo, and esc)
(3) Vehicle name and installing situation when being installed.
(4) The type and the number of items that have been sent.
(5) Return address, name, and telephone number

KONDO KAGAKU Co., Ltd. Service department

TEL : 03-3807-7648

(service)

Hours of operation:9:00-12:00 & 13:00-17:00 M-F except national holidays
Saturday and Sunday closed
ADDRESS : 4-17-7 Higashi-Nippori, Arakawa-ku Tokyo Japan 116-0014 Japan
Latest information can be accessed here.
>> http://www.kopropo.co.jp

