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このたびは、ESPRIT- Ⅲ UNIVERSE（エスプリⅢユニバース）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうござい
ます。

送信機の使い方

はじめに

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、その後は、紛失しないように大切に保存してください。
さい。

説明書の読み方
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説明書によく出てくる単語の意味			

語句説明・索引
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用途・輸出・改造などに関するご注意！

２．（ａ）本製品を輸出する場合、相手国の電波法で認可されていない周波数ではご使用になれません。
また、相手国の国内法規に沿った許認可が必要な場合があります。
（ｂ）模型以外の用途で輸出する場合、輸出貿易管理令によって規制される場合があります。
この場合に輸出許可申請書の提出など、法規に沿った手続きが必要になる場合があります。

その他のご注意
●本書の内容のすべて、または一部についての無断転載、引用を禁じます。
●本書の記載内容、および製品の仕様は予告無く変更することがあります。

搭載上の注意

３．本製品に対する分解、調整、部品交換、改造などの作業を弊社以外で行われた場合は、一切の責任を負いか
ねます。

受信機の接続

１．模型用のみにご使用できます。
本製品は日本国内法にて、用途が模型用に限定されております。
また、使用できる模型は、地上または水上用のみです。

ファンクションメニュー

画面表示にある英数字がわからない			
目的の画面を表示するための手順は			

メインメニュー

この送信機でできること				

特長について

最新情報は、弊社ホームページ（http://www.kopropo.co.jp）にてご紹介させて頂きますので、ぜひご覧くだ

●本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一不明な点や明らかな誤り、記載漏れがござい
ましたら、恐れ入りますが弊社までご連絡ください。（連絡先については巻末にございます。）
語句説明

●ラジコン模型の性質上、お客様が本製品をご使用になった結果につきましては、弊社では責任を負いかねる場
合があります。あらかじめご了承ください。

索
引
修理規定・保証書
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安全上ご注意いただくこと (1)

送信機の使い方

ラジコン模型は取り扱いを誤ると、ご自身はもちろん、周囲にも危険を及ぼす場合があります。
安全にご使用いただくために、本項の内容は最後までご覧になり、必ずお守りください。

特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書



安全上ご注意いただくこと (2)

送信機の使い方

特長について

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

安全上ご注意いただくこと (3)


送信機の使い方

特長について

メインメニュー

ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

送信機各部の名称




送信機の使い方
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

アンテナはしっかり奥までねじ込んで固定する。
※アンテナロッドがゆるむと、正常な電波が発射さ
れず、誤作動の原因になります。

搭載上の注意
語句説明

マルチアングルスティック

下の 4 本のビスをゆるめると、
スティックの向きを好みの角度に
調整できます。
索
引
修理規定・保証書

マルチアングルスティックのビス ( 4 本 ) は、ゆるめすぎに注意する。
※ビスを抜いてしまうと、内部のパーツがはずれてバラバラになります。
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画面一覧

メインメニュー

送信機の使い方

メインメニューを開いたときに表示される画面の一覧です
各画面を開いてからの詳しい操作方法については、それぞれの参照ページをご覧ください。

特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

画面一覧

ファンクションメニュー

各画面の詳しい操作方法は、ファンクションメニューの各ページ
をご覧ください。

送信機の使い方

ファンクションメニューを開いたときに表示される画面の一覧です
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初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作すると、
ファンクションメニューは全部で 37 種類です。
(37 種類すべてが表示されるのは、チェンジメニューシステムで
MASTER を選択している場合のみです。)
チェンジメニューシステムで CUSTOM1、CUSTOM2 を選択

特長について

ファンクションメニューが開きます。

した場合は、設定したファンクションメニューが表示されます。
メインメニュー

すべてを表示したい場合には P16 , P24 をご参照ください。

ファンクションメニュー

キーを押すと、下の各画面が開きます。

受信機の接続

ファンクションメニューの一覧表示からジョグダイヤルまたは＋・－キーで、ファンクション名を選んでエンター

搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

●どの画面を表示していても、バックキーを押し続ければ必ず初期画面に戻ります。
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送信機の準備

送信機の使い方

バッテリーボックスをはずす
（1）バッテリーフック（①）をずらしてロックを解除します。
（2）バッテリーボックスの②を押さえて手前にスライドさせ、
バッテリーボックスを取りはずしてください。

特長について

バッテリーの取り付け
（1）バッテリーボックス（右下図参照）内側の ( ＋ )( － ) の表示に
方向を合わせ、単三型乾電池 8 本を入れます。

メインメニュー

（2）バッテリーボックスを右上の図と同じ位置に置き、奥へ
スライドさせて取り付けます。
（3）バッテリーボックスがきちんと固定されているのを確認し、
バッテリーフックをロックします。

ファンクションメニュー

乾電池を使用している時は、絶対に充電しない。
※乾電池を充電すると液漏れや破裂が生じ、送信機
を破損します。

受信機の接続

弊社製純正バッテリー以外の充電用電池を使用しない。
※特に送信機に不適合なバッテリーを使用すると、
充電時にガスが発生して送信機内部が腐蝕する恐れが
あります。

バッテリーボックスは正しい方法で装着する。
※誤った方法で装着すると、バッテリーボックスの
接続端子が破損する場合があります。

搭載上の注意

高周波モジュール・クリスタルの交換
●周波数帯を変更するには高周波モジュールを交換して下さい。
●周波数 ( バンド ) を変更するにはクリスタルを交換して下さい。
●交換の際は必ず電源スイッチを OFF にして下さい。
●クリスタルは奥までしっかりと挿し込んで下さい。
40MHZ 帯の送信機は（財）日本ラジコン電波安全協会の推奨規格適合

語句説明

証明試験に合格した製品です。
高周波モジュールに貼られてる適合証明シールは剥がさないでください。
27MHZ 帯の送信機は日本ラジコン模型工業会の推奨規格の適合品で、
検定に合格した製品です。
高周波モジュールに貼られている検定シールは剥がさないでください。

索
引
修理規定・保証書

使用するクリスタルは、必ず当社製の FM 純正クリスタ
ルセット（送信機、受信機）を使用する。
※指定外のクリスタルを使用すると周波数ズレを起こし
暴走する事があります。

ESPRIT- Ⅲ UNIVERSE 用高周波モジュール以外は
使用できません。

送信機の使い方 (1)
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送信機の使い方

準備
送信機に乾電池、またはバッテリーパックを入れます。（P12 参照）
※バッテリーパックをご使用の場合には、まず充電を行ってください。

てすむため電池が長持ちします。また、コースなどバンド管理をされている場合に、送信機だけの操作を行

特長について

送信機のみを操作する場合には RF モジュールを取り外すか、クリスタルを抜いておくと消費電流が少なく
う場合も同様にします。（P18 D.S.C も参照してください。）

メインメニュー

電源を入れる

メインメニューを開いて、OPTION の CONTRAST を開いて調整してください。
⇒参照ページ

P27

液晶ディスプレイのバックライトの点灯設定を変更する。

⇒参照ページ

P29

ブザーの音程を変えたり、鳴らすメロディーを変更したい。

受信機の接続

（工場出荷時には、バックライトは、AUTO の設定になっています。）
メインメニューを開いて、OPTION の BACK LIGHT の設定を行ってください。

ファンクションメニュー

液晶ディスプレイの表示が薄い、または濃い場合。

メインメニューを開いて、OPTION の BUZZER でブザー関連の設定を行ってください。

P27
P28

⇒参照ページ

P71

レスポンスの動作モードを変える。
ファンクションメニューの RESPONSE を設定します。

ファンクションメニューを開いて、SET UP を実行します。

⇒参照ページ

P58

語句説明

ET レバーや BT ボタンへの機能割り当てを変更したい。

搭載上の注意

⇒参照ページ

ずっと操作をしないとブザーが鳴るが、この設定を変更したい。
P26

	

MASTER 以外に、自分で表示項目を変更できる CUSTOM1 または CUSTOM2 に変更が
できます。また、それぞれの項目の追加、削除や並び替えも行えます。
⇒参照ページ

P16

修理規定・保証書

初期画面で、ジョグダイヤルや＋・－キーの操作時に表示されるメニューリストを変更したい。

引

⇒参照ページ

索

メインメニューの POWER ALARM の設定を変更します。工場出荷時には、無操作状態の
まま 3 分経過するとアラームが鳴る設定になっています。
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送信機の使い方 (2)

送信機の使い方

メモリに関する操作を行う。
特定のモデルメモリの内容を工場出荷時に戻す。
	ファンクションメニューから MEM.RESET を選んで、実行してください。

特長について

（現在使用しているモデルメモリが初期化されます。）
モデルメモリの設定を他のモデルメモリに移したい。
ファンクションメニューから MODEL.COPY を選んで、実行してください。
⇒参照ページ

P51

別売のデータパックを使いたい。
メインメニュー

データパックを使用すると、本体のみでのモデルメモリ 9 台に加えて、さらに 16 台が使
用でき、合計で 25 台のモデルメモリが使用できるようになります。
	データパックを使用する場合には、メインメニューでフォーマットを実行してください。
（データパックを装着時にのみ、フォーマットがメニューに現れます。）

ファンクションメニュー

⇒参照ページ

P20

別売のオプション機能を使いたい。
送信機の電波を飛ばさずに、セットアップを行いたい。
	DSC ポートに別売の DSC ケーブルを接続することで、DSC 機能が使用できます。
（D.S.C ＝ダイレクト・サーボ・コントロール）DSC ポートに DSC ジャックを差し

受信機の接続

込むことにより、電源が入って操作ができるようになります。
⇒参照ページ

P18

たくさんの機能を一覧にして設定したい。
25 以上の設定データを記録したい。
カスタムトーンの編集をパソコンで行いたい。

搭載上の注意

	別売のコミュニケーションアダプターと ICS USB アダプターを使用すれば、送信機本体
のほとんどの設定をパソコンで行ったり、送信機側の設定をパソコンに保存したりするこ
とが可能です。
⇒参照ページ

P19

語句説明
索
引
修理規定・保証書

LCD 画面とキー操作



初期画面の名称

ジョグダイヤルは、左右に回すことで操作を行います。

エンターキー

：メインメニューが開きます。

バックキー

：何も起こりません。

＋・－キー

：ファンクションメニューが開きます。

ファンクションメニュー

初期画面でのキーの動作

メインメニュー

各キーは、押すことで操作します。

特長について

キー名称

送信機の使い方

本製品では、直感的な操作を目指し、ジョグダイヤルとエンターキー・バックキーの３つでほとんどの設
定を可能にしています。また、より多くの設定メニューを持ちながら、必要なメニューを効率的に使用で
きる、チェンジメニューシステムを採用しています。
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ジョグダイヤル ：ファンクションメニューが開きます。

初期画面以外でのキーの働き
：選択項目の決定を行います。

バックキー

：選択項目の取り消し、前の画面に戻る場合に使用します。

＋・－キー

：項目間の移動や、設定値（数字）を増減します。

ジョグダイヤル

：＋・－キーと同じ操作を行えますが、素早い操作ができます。

＋・－キー同時押し ：設定値をリセットします。（すべての画面では働きません）

搭載上の注意

エンターキー

受信機の接続

＋・－キー同時押し ：オペレーションタイマーリセット。

メインメニュー
語句説明

●初期画面から、エンターキーを押したときに開くメニューです。
●主にシステム関連の設定を行います。このメニューで設定される内容は、
全てのメモリについて共用となり、モデルメモリごとに独立していません。

索
引

ファンクションメニュー
修理規定・保証書

●初期画面からジョグダイヤル、または＋・－キーを押したときに開くメ
ニューです。電源を入れている間は、前回開いた位置を記憶しています。
●モデルメモリごとに独立した内容を設定します。多くのファンクション
がありますが、表示するファンクションは、メニューリストの切り替え
（P24) でカスタマイズ可能です。（チェンジメニューシステム）
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チェンジメニューについて

送信機の使い方

本製品はチェンジメニューシステムを採用しています。
チェンジメニューシステムは、多彩なコースコンディションへの対応を可能にするための、弊社製送信機の
設定変更システムです。こまめに調整したい機能だけをあらかじめメニューリストに登録し、メニューリス
トを切り替えることで、使いたい機能を実戦で素早く操作することができます。

特長について

チェンジメニューとは

メインメニュー

多くのファンクションメニュー項目から、CUSTOM １または CUSTOM2 に絞った内容を登録することによっ
て、ファンクション項目の切り替えを素早くできるようにします。
たとえば、CUSTOM1 は練習用として使う多くの項目、CUSTOM2 は、レース用の実戦的な項目を登録な
どの使い分けができます。
●使用する項目の切り替えは 3 アクションで簡単にできます。
● MASTER を使用すれば、すべての項目が表示されます。
●登録しない項目についても機能は有効のままとなります。（表示されないだけです）

ファンクションメニュー

チェンジメニューの手順
※図は MASTER のメニューを使用した場合の
設定例です。
CUSTOM1 にはあらかじめ登録されているメ
ニューがあります。
（メニューの内容は P24『CUSTOM1 初期状
態』をご参照ください。）

受信機の接続

初期画面からエンターキーを押して、
メインメニューを表示させます。

搭載上の注意

メインメニューの最初の画面に
MASTER、CUSTOM1、CUSTOM2
の 3 つのメニュー項目が表示されますの
で、使用したい項目へ、ジョグダイヤルま
たは＋ ･ －キーでカーソルを移動後、エ
ンターキーを押します。
画面は初期画面に戻り、ファンクショ
ンメニュー名は、選択したメニュー名
に変更されています。

語句説明
それぞれのメニューの項目追加・編集などの詳しい操作方法については、メインメニュー P24 をご覧
索

ください。

引
●どの画面を表示していても、バックキーを押し続ければ、必ず初期画面に戻ります。

修理規定・保証書

●工場出荷の状態では、CUSTOM ２には、項目が登録されていないために、選択できません。
項目（メニューの内容）を登録（追加）すれば、使用できるようになります。（メニューの追加 P24)

インジケーター警告
インジケーター警告

スロットルアクセレーションインジケーター

パワー
インジケーター

スロットル A.B.S インジケーター

アイドルアップインジケーター
アイドルアップスイッチが ON の場合に点滅します。

パワーインジケーター

警告表示について
バッテリーアラーム

データパックエラー
データパックを使用中にデータパックに異常がある時に表示
されます。
DATA PACK ERROR !! を点滅表示します。
いずれかのキー操作後にモデル 0 が表示されます。

メモリーエラー

何も操作を行わない時間が、設定時間を越えるとアラームを鳴らします。

工場出荷時には、3 分間に設定してあります。
時間の設定：メインメニュー『パワーアラームの設定（P26）』から変更できます。
アラーム音：メインメニュー『オプション - ブザー（P27）』で設定ができます。

修理規定・保証書

パワーアラーム

引

メモリエラーが発生後、正常に起動しない場合や、エラーが頻発する場合は、お手数ですが使用を中止して修理に出
してください。

索

本体内のメモリーアクセス異常が発生した場合に MEMORY
ERROR の文字を点滅表示します。いずれかのキーを操作
後に、モデルメモリなどが初期 ( モデルメモリ 1）の状態で
動作を始めます。
電源を入れ直して正常であれば、本来の設定で動作します。

語句説明

モデルメモリ０の表示については、モデルセレクト（P30）をご覧ください。

搭載上の注意

初期画面に戻った後で、1 分間電圧が警告電圧以上であれば VOLTAGE の点滅および、パワーインジケーターの点
滅が、解除されます。

受信機の接続

電源電圧警告が約 9.0V 以下で表示されます。
バックライトが強制的に OFF になり、アラームブザー
（ ブ ザ ー 音 の 変 更 は P27 参 照 ）が 鳴 り ま す。LCD に
BATTERY ALARM 文字が点滅表示し、同時にパワーイ
ンジケーターが点滅します。どれかのキー操作で初期画面
に戻りますが、LCD の VOLTAGE が点滅を続けます。

ファンクションメニュー

パワーインジケーター以外の 3 個のインジケーターは、 電源を入れると点灯します。また、電源電圧が一定電
設定値に関係なく ON になると点滅します。
圧（約 9V) より下がると、点滅します。
（機能が有効に働いていなくても ON 時に点滅します。） （バッテリーアラーム）

メインメニュー

スロットル A.B.S（P33・34 参照）が有効な場合に
点滅します。また、ET やボタンにスロットル A.B.S
の ON / OFF の機能が割り当てられて、ON の状態で
も点滅します。

特長について

スロットルアクセレーション（P42 参照）が有効な
場合に点滅します。また、ET やボタンにスロットル
アクセレーションの ON / OFF の機能が割り当てら
れて、ON の状態でも点滅します。

送信機の使い方

各インジケーターの表示について
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D.S.C（ダイレクトサーボコントロール）について

送信機の使い方

本機では D.S.C( ダイレクトサーボコントロール）機能を搭載していますのでコース ( ピット ) で、電波を
出さずに、設定の確認を行うことができます。この機能をご使用になるためには、D.S.C ケーブル ( 別売 )
が必要です。

特長について

送信機本体の電源スイッチを OFF にしておいて、本機の
D.S.C 端子に D.S.C ケーブルを接続します。
※接触不良などがおきると、本体の電源が不安定にな
り、メモリーエラーが発生する場合があります。
しっかりと奥まで差し込んでください。

メインメニュー

D.S.C ケーブルが接続されると、送信機の電源が入ります。
ただしこの場合、送信機の RF モジュール部には電源は供
給されませんので、電波は発射されません。

ファンクションメニュー

D.S.C ケーブルの、反対側を受信機に接続します。
受信機は、付属の受信機以外でも使用することが可能です。
受信機のバッテリーチャンネルに接続してください。
※受信機のクリスタルは抜いておきます。
※付属受信機以外をご使用になる場合には、動作モードについてご注意ください。
動作モードについては P71 をご覧ください。
※動作可能な受信機は、当社純正品で D.S.C 対応のものに限ります。

受信機の接続

●エンジンカーの場合
※二又コードを使用して電源を接続する必要があります。
( 電源を接続しないとサーボが動作しません。）

●電動カーの場合
ESC に電源をつないで、スイッチを入れないとサーボなどは
動作しません。

搭載上の注意

※セ ッティング中に急にモーターが回る危険性がありますの
で、モーターの配線は外しておいてください。
D.S.C を使い終ったとき通常の場合と同じく、受信機側の電源を切ってから、送信機の D.S.C ジャックを抜きます。
※逆に送信機側から切ると、サーボが振り切って破損するなどの異常が発生することがあります。
※ D.S.C 対応受信機

KR-297FZ（生産終了品）/ KR-301F / KR-302F ( FS / FSC 含む )

語句説明

D.S.C 使用時のご注意
受信機のクリスタルを抜いておいてください。（誤動作を起こす場合があります。）
また、誤って送信機の電源スイッチを入れないように、ご注意ください。
D.S.C を使用中でも、送信機から電波が発信されてしまいます。

索
引
修理規定・保証書

各種インターフェースについて 

本送信機は、マルチアクセスポートを搭載することでセッティング情報の交換・編集を
マルチアクセスポートには、データパックの取り付けやコミュニケーションアダプター
の使用が可能です。
データパックを使用することにより、本体のみで 9 台分のモデルメモリに、16 台分が
追加されて、計 25 台分のモデルメモリが使用できるようになります。

（Interactive Communication System）
別売のコミュニケーションアダプターと ICS USB アダプターを使用することにより、パーソナルコンピューター
と双方向のコミュニケーションが可能になります。

メインメニュー

双方向通信システム I.C.S. に対応

特長について

行うことができます。

送信機の使い方

マルチアクセスポートについて
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ICS USB アダプターに付属、または弊社ホームページよりダウンロードされたソフトウェアを使用することで、
設定データは、送信機のモデルメモリ数の制限に関係なく保存が可能です。

フォーン端子について

充電について（専用バッテリーパックのみ）

バッテリーパックの放電について

語句説明

※放電状態からの充電時間です。

搭載上の注意

図のように充電ジャックのカバーを開けて、AC100V 用充電器
または DC12V 用急速充電器（必ず当社製にて）のプラグを差
し込みます。
充電プラグはしっかり差し込み、必ず充電器の取扱説明書に従っ
て操作を行ってください。
AC100V 用充電器 (600mAh) の場合、バッテリーパックの充
電は 14 時間から 16 時間※程度が目安です。

受信機の接続

フォーン端子を使用することにより、ブザー音をはっきりと確認することができます。
市販のφ 3.5 ラジオ用イヤホン（モノラル用が適合します。ステレオタイプのものを使用した場合には、
片方からしかブザー音が聞こえません。）などがお使いいただけます。
コースなど周囲の音で、ブザーが聞こえにくい場合に使用します。
フォーン端子を使用した場合でも、送信機本体から同時にブザー音を発します。

ファンクションメニュー

モデルメモリをはじめとする送信機の各設定をパーソナルコンピューター上でセッティングできます。

バッテリーパックをご使用の場合、充電ジャックからの放電は行えませんのでご注意ください。
バッテリーパックの放電を行う場合には、本体から取り出して行ってください。
索
引
修理規定・保証書
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データパックについて

送信機の使い方

本機では、標準で 9 台分のモデルメモリを持っていますが、データパック（別売）を使用することでさらに、
16 台分のモデルメモリを追加して使用することができます。データパックは、マルチアクセスポートに取
り付けて使用します。

特長について

●データパックを使用する。

メインメニュー

データパックの着脱は、本体の電源スイッチを切った状態で行います。
送信機本体のマルチアクセスポートに奥までゆっくりと挿し込みます。
（無理に押し込むと、送信機側のコネクタピンが破損します。）
データパックは装着すると、自動で認識されます。
しかし、実際に使用するためには、フォーマット（初期化）を行う必要があります。
フォーマットは、データパックを初めて使用する際に必ず行ってください。
メインメニューのフォーマットは、データパックを認識すると表示されます。

●フォーマット（初期化）

ファンクションメニュー

メインメニュー（初期画面からエンターキー）をジョ
グダイヤルまたは、＋ ･ －キーでスクロールして行
くと最後に表示されます。（データパック未装着で
は表示されませんので注意してください。）
FORMAT でエンターキーを押すと、「DATAPACK FORMAT?」と表示されますの
で、カーソルを YES に移動し、エンターキーを押すことでフォーマットを開始します。

受信機の接続

フォーマットの進行状況が表示されて、COMPLETE が点滅表示すれば完了です。
どれかのキーを押すことで、画面はメニューに戻ります。
＊初期画面から、ファンクションメニューのモデルセレクト（P30) を開くとモデルメモリが
増えているのが、確認できます。
すでに使用しているデータパックをフォーマットすると、内容がすべて

搭載上の注意

消去されてしまいますのでご注意ください。

●データパック使用上の注意

語句説明

データパックのモデルメモリは、A ～ P のアルファベットの記号として表示されます。
一度データパック上のモデルメモリを使用後、データパックを外す必要がある場合には、モデルメモリの番号
を、MODEL SELECT で本体上のモデルメモリ（1 ～ 9）に戻してから、本体の電源を切っ
て、データパックを外してください。
モデルメモリがデータパック上の番号のまま、データパックが無い状態ですとデータパック
エラーが表示されます。この後、いずれかのキー操作で初期画面に戻りますが、モデルメモ
リは非常用のモデルメモリ 0 が表示されます。
正常な表示に戻す方法は、次の 2 つがあります。
モデルメモリ 0 の内容は、先ほどまで使用していたデータック内のモデルメモリの内

索

容のバックアップです。モデルコピー（P51) で内容を、本体内のモデルメモリにコピー

引

することでモデルメモリはコピー先の番号に切り替わります。
モデルセレクト（P30) でモデルを切り替えても表示は、正常に戻りますが、再度モ

修理規定・保証書

デルメモリ 0 の表示に戻ることはできず、メモリの内容は失われてしまいます。モデ
ルメモリ 0 の表示などについては、モデルセレクト（P30) もご覧ください。

センタートリムとサブトリム 

本来、このニュートラル位置を修正する機能を「トリム」と呼んでいますが、トリムでの修正は最初に行うばか
りでなく、タイヤの消耗や、シャーシのねじれなどに応じて、走行途中にも調整が必要になります。しかしこれを、
走る前と同じトリムで修正していると、問題が発生してしまいます。

しかし、センタートリムだけで修正を行おうとすると、これもまた、新た
な不都合の原因となるために、サブトリムという名前で従来のトリムの機
能があります。同じトリムという名称ですが、合わせて使用することで合
理的なセッティングが行えるのです。

実際のセッティング順序

テスト走行してみて、ニュートラルを確認します。ここでの修正もサブトリムで行います。ニュートラ
ルが決まったらステアリングバランス (P48) で、左右の回転半径を同じになるように調整して、全体の
切れ角はステアリングトラベル（P49) で調整します。

引
修理規定・保証書

●走行前のセッティングでは、トリムを使用しないでサブトリムを使用する。
●サブトリムの設定値は小さくなるようにメカ積みを行う。
●走行中にニュートラルがずれたら、トリム（センタートリム ) で修正する。

索

実際の練習や、レースの際のニュートラルのズレを、トリム（センタートリム）で修正します。
また、このトリム ( センタートリム ) の数値が大きくなってきたら、再び、サブトリムをあわせなおして、
走行前は、トリム ( センタートリム ) を 0 にするようにします。

語句説明

メカ積みを行う際には、最初にサーボのセンター位置を出して行い、実際に積んだ後での修正をサブト
リムで行います。ただし、サブトリムが大きな設定値になるようであれば、再度メカ積みの際のニュー
トラルだしを行います。

搭載上の注意

サブトリムの働きを図にしたものが右の上の図です。
トリムの動きを図にしたものが右の上の図です。
トリムを動かすと、動作角の端の位置も動いてしまいます。これに対して、
トリムはセンタートリムを採用しているために、センター位置（ニュート
ラル）は、動きますが、端の位置は変わりません。つまり、左右の回転角
の端の位置は変わりません。しかし、大きくトリムを動かして、ニュート
ラルをとっていくと、左右のバランスがずれていくことになります。

受信機の接続

センタートリム

ファンクションメニュー

ステアリングトリムの場合、走行させながら真っ直ぐ走るようにトリムを操作した場合、トリムの調整に伴って
左右の回転半径が変化します。また、エンジンカーのスロットルトリムの場合には、ブレーキの最大量や、キャ
ブレターの最大開度の位置が一緒に変化してしまいます。そのため、通常使用するトリムは、「センタートリム
方式」と呼ばれる方法でセンター位置（ニュートラル）だけが動くようになっていて、不都合を解決できるよう
になってます。

メインメニュー

通常車体にサーボを積む際、いったん受信機に接続して送信機のニュートラルを確認してから取り付けます。
さらに、実際に走ってみると必ずしも車は真っ直ぐに走るわけではなく、ステアリングサーボのニュートラル位
置の修正を行う必要があります。また、エンジンカーのスロットルでも、キャブレターのニュートラル位置はサー
ボを搭載後に修正を行う必要があります。

特長について

サブトリムの目的

送信機の使い方

サブトリムは便利な機能ですが、設定する手順を誤ると、かえって設定を複雑にしてしまいます。正しい
手順でサブトリムをご使用ください。なお、サブトリムの操作方法（呼び出し方法）については P32 の
サブトリムの項目もあわせてご覧ください。
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3 チャンネルの設定について

送信機の使い方

エスプリⅢには以下の３チャンネル制御機能が装備されています
ただし、あらかじめファンクションメニューの CH.SELECT でチャンネル数を 3 チャンネル
に設定しておくことが必要です。
※ 2 チャンネルの設定の場合、以下のメニューは選択することが出来ません。

特長について

TILT MIX
チャンネル１とチャンネル３の双方向にミキシングをかける。

メインメニュー

ボートで船外エンジンを使用する場合などに、ラダー (CH1) からチルト (CH3)、またはチルトからラダー
への双方向でミキシングをかける制御をかけることができます。CH1 ステアリングスティックでラダー
サーボ、SET UP で設定した ET/BT からでチルトサーボを操作できます。

CH3:TRAVEL

ファンクションメニュー

チャンネル 3 の動作を設定します。
3 チャンネルサーボを取り付けた際の目的に合わせ、動作パターン、動作量を設定することができます。

３CH POS

受信機の接続

３チャンネルのニュートラル位置を変更します（ステップ１. ３のみ）
CH3:TRAVEL(P65) で、ステップ数が１または３に設定されている場合に、この機能が有効です。

BRAKE MIX
搭載上の注意

ブレーキ操作を CH3 にミキシングします。
このミキシングは 1/ 5 カーのようにフロント、リヤのブレーキを独立して調整する必要がある場合に使
用します。CH2 でリヤブレーキ、CH3 でフロントブレーキを制御するミキシングです。

語句説明

P.MIXING1, 2
任意のチャンネル間にミキシングをかける。
この機能は、ステアリング、スロットル、CH3 の任意の間でミキシングをかけることができます。
P.MIXING1 と P.MIXING2 はそれぞれ独立したミキシング制御系統として機能します。
（機能と設定方法はいずれも同じです。）

索
引
修理規定・保証書

レスポンスモード対応表

ウルトラハイスピードの対応製品は、アドバンスドハイスピード対応製品に準じます。
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送信機の使い方

モード別対応表



特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

メインメニュー（1）
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送信機の使い方

初期画面からエンターキーを押したときに表示されるメニューです。

チェンジメニューシステム

特長について

メインメニューの最初の画面は、チェンジメニューシステム
の選択になっています。
表 示 さ れ る MASTER、CUSTOM1、CUSTOM2 が そ れ ぞ
れメニューの名前です。
カーソルをジョグダイヤルまたは＋・－キーで、選択したい
メニュー名に移動してから、エンターキーを押すことで選択
されて、表示は初期画面に戻ります。

メインメニュー

バックキーを押して、初期画面に戻った場合には、メニュー
は変更されません。

CUSTOM1 初期状態

ファンクションメニュー

MODEL SELECT
SUB TRIM
TH:CURVE
TH:BRAKE
TH:HIPOINT
ST:CURVE

※それぞれのカスタムメニューにファンクションメニューがまったく登録され
ていないと、メニュー名は点滅表示していて選択できません。
※初期状態では、CUSTOM １には上記ファンクションがインストールされて
います。
※初期状態では、CUSTOM2 は空です。
（選択できません）

ST:BALANCE
ST:TRAVEL
MODEL NAME
REVERSE
SET UP
RESPONS

メニュー追加
メニューリストへ項目を追加します。

受信機の接続

CUSTOM1 と COSTOM2 へ追加可能です。MASTER へは追加できません）

メニュー名選択

追加を行うメニュー名を選択します。ジョグダイヤル
または＋・－キーで、CUSTOM1・CUSTOM2 の
いずれかにカーソルを移動エンターキーを押します。

ファンクション名選択
搭載上の注意

ジョグダイヤルまたは＋・－キーでカーソル位置の
ファンクション名が変わります。追加したいファン
クション名を選択してエンターキーを押します。
追加するファンクション名は
右の一覧です。ただし、すで
に登録されているものは、表

語句説明

示されません。

追加位置の選択

索

ジョグダイヤルまたは＋ ･ －キーで選択したファンクションの挿入位置を決めて
エンターキーを押します。挿入を確定すると、画面は 2 のファンクション名選
択に戻ります。

引

繰り返すことで、連続して追加ができます。やめる時には、バックキーを押します。
（または、バックキーとエンターキーを同時に押すと、一気に初期画面にジャン
プします）

修理規定・保証書

メインメニュー（2）

メニュー削除

メニューリストから、ファンクションを削除します。
CUSTOM1 と COSTOM2 の内容が削除可能です。（MASTER の内容は削除できません）

リスト名選択

特長について

ファンクション名選択

メインメニュー

追加を行うリスト名を選択します。
ジ ョ グ ダ イ ヤ ル ま た は ＋・ － キ ー で、
CUSTOM1・CUSTOM2 いずれかにカーソ
ルを移動してエンターキーを押します。
ジョグダイヤルまたは＋・－キーでカーソル
が移動します。削除したいファンクション名
を選択してエンターキーを押します。削除が
終わっても画面はそのままですので、続けて
削除を行うことができます。

メニューリストの項目を移動して表示される順を変更します。
CUSTOM1 と COSTOM2 が編集可能です。（MASTER は編集できません）

ファンクション名選択

搭載上の注意

移動位置の選択

語句説明

編集を行うメニュー名を選択します。
ジョグダイヤルまたは＋・－キーで、
CUSTOM1・CUSTOM2 い ず れ か に
カーソルを移動してエンターキーを押
します。

受信機の接続

リスト名選択

ファンクションメニュー

繰り返すことで、連続して削除ができます。
やめる時には、バックキーを押します。
（または、バックキーとエンターキーを同時に押すと、一気に初期画面にジャンプします）

メニュー移動

送信機の使い方

初期画面からエンターキーを押したときに表示されるメニューです。
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ジョグダイヤルまたは＋・－キーでカー
ソル位置が移動します。移動したいファ
ンクション名を選択してエンターキー
を押します。

ジョグダイヤルまたは +･ －キーで選
択したファンクションの移動位置を決
めてエンターキーを押します。挿入を
確定すると画面は 4 のファクション名
選択に戻ります。

索
引

繰り返すことで、連続して移動ができます。やめる時には、バックキーを押します。
（または、バックキーとエンターキーを同時に押すと、一気に初期画面にジャンプ
します）

修理規定・保証書

メインメニュー（3）
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送信機の使い方

初期画面からエンターキーを押したときに表示されるメニューです。

パワーアラーム

パワーアラームの設定を行います。
設定時間以上何も操作しないとアラーム音が鳴ります。

特長について

設定後に、エンターキーまたは、バックキーを押すと、設定を確定
してメインメニュー表示に戻ります。
パワーアラームは、送信機の電源の切り忘れに効果があります。送信機
のステアリング、スロットル、キー操作などを設定時間以上行わなかっ
た場合にアラームが鳴って、送信機の電源が入っていることを知らせます。

ジョグダイヤルまたは＋・－キー で、設定を変更します。
メインメニュー

初期値
3分

最小
1m( 分 )

最大
5m( 分 )

間隔
1分

オプションメニュー

ファンクションメニュー

オプションメニューを開きます。
オプションメニューでは、LCD コントラストなどのシステム設定を行います。
オプションメニューでは、下の図のように表示が変わります。

LCD コントラストの設定を行います。
（P27 に詳しい説明があります。)

受信機の接続

ブザー関連の設定です。
さらにいくつかのメニューに分かれます。
（P27 に詳しい説明があります。)

搭載上の注意

バックライトの点灯設定です。
（P29 に詳しい説明があります。)

フォーマット

データパックの初期化を行うメニューです。
データパックがシステムに検出されているとメニューに現れますが、検出されない場合には、表示されません。

語句説明

フォーマットを行うと、データパック内のデータは消去されて
しまいます。誤ってフォーマットを行っても、データは復活で
きませんので、実行する際には、充分にご確認の上行ってくだ
さい。
フォーマットを行うかどうか、YES/NO をカーソル
で選択してエンターキーを押します。

索
引

YES を選択してエンターキーを押すと、進行状況が
表示されてデータパックのフォーマットを行います。

修理規定・保証書

フォーマットが終了すると COMPLETE!! が点滅表
示され、いずれかのキーを押すと表示がメニューに
戻ります。
新しいデータパックをご使用になる際には、必ず、フォーマッ
トを行ってください。

メインメニュー（4）

送信機の使い方

CONTRAST（LCD コントラスト）

液晶ディスプレイの表示濃度を調整します。
ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで濃度が変わります。
設定は 8 段階の変化幅があります。

なると薄く表示される傾向があります。
頻繁に調整する必要はありませんが、表示濃度が気になる場合は調整
してください。

BUZZER（ブザー）

そのブザー音に関しての設定を行います。
システムがもともと持っているブザー音に
加えて、自由なメロディーを作成、編集が
可能です。そのための設定を行います。

BUZZER TONE（ブザートーン）
ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでブザーの音程を調整します。操作する
と音が鳴って確認できるようになっています。

各項目で、エンターキーを押すことで、カーソルが変わります。
カーソルが変わった状態で、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定を変更します。

受信機の接続

ALARM BUZZER( アラームブザー）

ファンクションメニュー

CUSTOM TONE
（カスタムトーン）

さ まざまなシーンでブザー音が鳴りますが、

メインメニュー

システムが鳴らすブザー音についての設定を行います。ブザーに関する設定は３つに分かれます。
ブザーの音程を調整します。通常の警告音
BUZZER TONE
などの音程が変わります。
（ブザートーン）

特長について

液晶ディスプレイの特性として、暖かくなると、濃く表示され、寒く

ALARM BUZZER
( アラームブザー）
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搭載上の注意
語句説明
索
引

次のページへ
つづきます

修理規定・保証書

さまざまなシーンで鳴る音を 7 種類から選択できます。また、そのうち 6 種類の
カスタムトーンは、自分で好きなメロディーの作成編集ができます（3、カスタム
トーン参照）。
工場出荷時は、CS1 ～ CS6 にメロディは登録されていません。
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メインメニュー（5）

送信機の使い方

カスタムトーンエディタ

特長について

ジョグダイヤルまたは＋・－キーで 6 つのカスタムトー
ンから編集するナンバーにカーソルを移動します。（ナ
ンバー設定）

この例ではカスタムトーン１を選択しています。
まだデータはありません。

メインメニュー

ジョグまたは＋・－キーで音の高さを指定します。希望
する音でエンターキーを押します。（A ～ Z 26 音階。
実音は下を見てください。）

ファンクションメニュー

カーソルが下の段に移り、ジョグダイヤルまたは、＋ ･
－キーで音の長さを指定します。（1 ～ 8 8 段階）

受信機の接続

エンターキーを押すとカーソルが 2 音目に移動すると同
時に、入力した音が再生されます。さらにエンターキー
を押すとこれまで入力されている音がすべて再生されま
す。（カーソル位置が空白以外の場合は、データ確定と
してカーソルが次へ移動してしまいます。）
＊リセット入力（＋・ー同時押し）でカーソル以降のデー
タがクリアされます。
実際の音の高さと表示との関係は次のようになります。

搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

メインメニュー（6）

バックライトの点灯を設定します。

ON、AUTO、OFF から選択します。

送信機の使い方

BACK LIGHT（バックライト）
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AUTO：バックライトは、キー操作を行ったとき、または、オー
やレバーの操作をしなければ、一定時間（約 3 秒間）で消灯
します。工場出荷時には、こちらの設定になっています。

ON: バックライトは電源スイッチが ON の時、常時点灯します。

ボタンを操作した場合です。ステアリングや、トリガー操作では点灯しません。

ファンクションメニュー

バックライトの設定を AUTO にしている場合でも、点灯するのは、キー、ET レバー、BT

メインメニュー

OFF：バックライトは常に消灯です。

特長について

トディスプレイが働いたときなどに点灯します。また、キー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書
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MODEL SELECT ( モデルセレクト )

送信機の使い方

使用するモデルメモリを切り替える。
標準では、本体だけで 9 台のモデルメモリを切り替えて使用することができます。
データパック（別売）を使用すれば、さらに、16 台分が追加されて合計 25 台になります。

特長について

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－のキーを操
作し、ファンクションメニューの MODEL SELECT にカー
ソル（

）を移動して、エンターキーを押します。

メインメニュー

モデルセレクトの画面で、ジョグダイヤルまたは、＋・－キー
でモデルナンバーの左側のカーソルが移動します。
選びたいモデルナンバーにカーソル（

）を移動して、エ

ンターキーを押すことで、現在使用しているモデルメモリ
が切り替わり初期画面に戻ります。

ファンクションメニュー

バックキーを押すと、モデルナンバーは切り替わらず、ファンクションメニューに戻ります。
●各モデルメモリには、モデルネーム（最大 10 文字）をつけることができます。（P52 モデルネーム参照）
●本体のモデルは 1 ～ 9、データパックのモデルは A ～ P で表示されます。
●何台か車を持っている場合に、車ごとにモデルメモリを決めると便利です。
●同じ車でも、コースごとの設定を変えて違うモデルメモリに保存しておくことができます。

受信機の接続

車を操作中にモデルメモリを切り替えると、設定が合っていないために暴走することがあります。

次の操作を行った場合、非常用のモデルメモリ 0 が表示されます。

搭載上の注意

データパック内のモデルメモリを使用して電源を切り、データパックを抜いて電源を入れた場合。

データパックのモデルメモリを使用中に、誤ってデータパックを抜いた場合。

語句説明
★モデルセレクトで他のモデルメモリに切り替える。

索

（モデルメモリ 0 の内容は失われてしまいます。）
★モデルコピー（P51 参照）で、モデルメモリ 0 の内容を、ほかのモデルメモリにコピーする。

引

コピー後は、コピー先のモデルメモリに切り替わります。

修理規定・保証書

●モデルメモリで記憶できるのは、ファンクションメニューで設定できる内容に限られます。
●メインメニュー（P24 参照）で設定する内容は、モデルメモリごとの設定はできません。

ET POSITION (ET ポジション )

ET レバーの設定した機能名と、現在の設定値が数字で確認できます。
この画面は表示のみで、設定を行うことはできません。

送信機の使い方

現在の ET レバーの位置（設定値）を確認します。
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［表示画面の開き方］

ET POSITION の画面では、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで表示がスクロールされて、それぞれ
の ET レバーの機能名と設定値が表示されます。

● ET レバーの機能割り当てを変更する場合には、SETUP（P58 参照）を使用します。
● E T レバーを表示中でも、機能が割り当て済みの、それぞれのレバーを操作するとオートディスプレ

AUTO DISPLAY（オート・ディスプレイ）
DIRECT SET（ダイレクトセット）
ET レバーに機能が割り当ててあれば、操作したレバーの操作内容を自動的に表示します。

受信機の接続

機能が割り当ててあるレバーを操作すると、自動的に内容を表示します

ファンクションメニュー

イが働きます。

メインメニュー

バックキーを押すと、初期画面に戻ります。（エンターキーを押しても、何も起こりません）

特長について

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－のキーを操作し、ファンクションメニューの ET
POSITION にカーソルを移動して、エンターキーを押します。

［表示例］

ET3 を操作すると、出荷時の設定であるステアリングトラベルが表示されます。

搭載上の注意

ET1 を操作すると、出荷時の設定であるステアリングトリムが表示されます。

表示後、何も操作しなければ、約 3 秒で元の画面に戻ります。

●メインメニュー（P24 参照）を表示中には、オートディスプレイは禁止されます。
● SET UP（P58 参照）を表示中も同じく、オートディスプレイは禁止されています。

語句説明

表示後、バックキーを押すとすぐにもとの画面に戻ります。

●ステアリングトリムを割り当てた ET レバーを操作したときに、ステアリングを右または左一杯に操作していると
ステアリングバランスが設定可能です。これをダイレクトセットと呼びます。
ステアリングを操作している方向で、LEFT または RIGHT の左側にカーソル（ ）が表示されて、設定可能を示

索

します。

引

これが、

に設定されていると、ET レバーでの設定が意味を持ちませんので、注意してください。
（例）ステアリングトラベルに

を設定してしまっている。

この場合、ステアリングスティックを操作しても、ステアリングは動作しません。

修理規定・保証書

●表示される機能で％（パーセント）表示されるものは、他の設定画面に対しての比率になります。
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SUB TRIM ( サブトリム )

送信機の使い方

ステアリングとスロットルのサブトリムの設定を行う
車のリンケージだけでは、サーボのニュートラル位置がセンター位置にできない場合に調整を行います。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでファンクションメニューを開きます。
メニューリストで、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを使用して、カーソルを SUB TRIM に移動して
エンターキーを押します。

受信機の接続

ST（ステアリング）か TH（スロットル）をジョグダイヤルまたは＋・－キーでカーソルを移動して、エ
ンターキーを押します。
カーソルが から に変わり、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定値を変更します。
※＋・－キーを同時に押すことでリセットされて、 になります。
エンターキーまたはバックキーを押すとカーソルが元に戻り、設定値が確定します。

搭載上の注意

バックキーを押し続けると、初期画面に戻ります。

●サブトリムとは
ステアリングやエンジンカーのスロットルのサーボを車に積む際に、ニュートラルを合わせる必要があります。通
常は、サーボホーンを取り付ける位置やリンケージで調整しますが、それだけではニュートラル位置が取りきれな
い場合に、送信機側でニュートラル位置を調整するのがサブトリムです。

語句説明

●トリムとサブトリムの違い
サブトリムはサーボのニュートラルだけではなく、動作角全体が変わります。これに対して本機のトリムでは、セ
ンタートリム方式が採用されているために、センター位置（ニュートラル）だけが動いてサーボの動作角のそれぞれ
の端の位置は変わりません。走行前にサブトリムでセンター位置を合わせてから、左右の舵角（ステアリングバラ
ンス）などを合わせます。走行中では、通常のトリム（センタートリム）を使用することで、ニュートラルを微調
整します。センタートリムでは、左右の回
転半径は、変わりません。

索
引
修理規定・保証書

23 ページの「トリムとサブトリムの使用方法」もあわせてお読みください。
●サ ブトリムの数値が大きくなった場合には、リンケージを調整するなどして、一度サブトリムを 0 に
近づけてください。サブトリムが大きな数値の場合、他の舵角設定の数値によっては、ステアリングや、
スロットル操作の端で、サーボが動かない（信号が変化しない）不感帯が発生する場合があります。

A.B.S( アクティブ ･ ブレーキ ･ システム ) ‐ 1

ブレーキングによりスティックがロックして、車の姿勢が崩れる場合に効果があります。
設定によってスムーズにコーナーリングを行うことが可能です。

送信機の使い方

スロットルのブレーキ操作時にポンピングブレーキを使用する
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、ABS に移動します。

語句説明

エンターキーを押すと、設定画面です。

● ABS が有効の状態で ABS インジケーターが点滅します。
● ABS の中で 5 つのパラメータを調整することができます。

索

●最大のブレーキ量は、スロットルブレーキ（P39 参照）で決まります。

引
修理規定・保証書
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A.B.S( アクティブ ･ ブレーキ ･ システム ) ‐ 2

送信機の使い方

ABS ワイズ・ABS
ワイズ
ポジション
● ABS のポンピングを行う量が設定されます。

特長について

●実際にサーボが ABS の動作を行う量は、スロット
ルトリガーの操作量とワイズとポジションの設定
値で決まります。トリガーによるスロットルの操
作位置を基点として、ワイズを 100 にしたときに、
ポジションで設定したポイントまでサーボが戻り
ます。ワイズの値を小さくするとポジションで設
定したポイントまでは戻らなくなります。

Neutral

メインメニュー

●ポジションの設定は、数字が小さいほどサーボの
動作量が増えていきます。
●ワイズに 0、またはポジションに 100 を設定する
と ABS は OFF になります。
（LED も消灯します。）
ただしボタンに ABS を設定している場合、設定
値に関わりなく、ボタンの状態により LED が点滅、
消灯します。

ファンクションメニュー

ABS サイクル
ポンピング動作を行う周期を設定します。
数字を大きくしていくと、サーボが速く動作して周期が短くなっていきます。

受信機の接続

数値を大きくしすぎすると、サーボの動作電流が増えると同時に、場合によっては、サーボの寿命を著しく縮
めてしまう場合があります。

ABS ディレイ
ABS が動作を開始するまでの遅延時間を設定します。
ブレーキを操作しても最初は ABS が効かないため、ブレーキが強くかかります。

搭載上の注意

ABS デューティ
ABS がブレーキをかける時間と、抜く時間の比率を７段階で設定します。

語句説明
索
引
修理規定・保証書

●電 動カーの場合には、スロットルチャンネルの ESC の代わりに、仮にサーボを接続して、
ABS の動きを確認すると、理解しやすいでしょう。
●実際の ABS の効き方は、お使いのサーボの性能で変わってきます。トルクやスピードなどの
スペックによって、最適な設定数値が変わってきます。

TH SPEED ( スロットルスピード ) ‐ 1

スロットルを操作しても、実際の信号の変化を遅くすることで、車をコントロールしやすくします。

送信機の使い方

スロットルの反応速度を遅くする。
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書
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TH SPEED ( スロットルスピード ) ‐ 2

送信機の使い方

急なスロットル操作を行うと、車がスピンしたり、まっすぐ走らなかったりする場合があります。
スロットルスピードを使用することによって、スロットルの操作スピードに制限をかけることができます。

特長について

本機のスロットルスピードは、SPEED、POSITION、MODE の 3 つで設定を行います。
MODE の設定によって、SPEED と POSITION の設定できる内容が異なります。
★スロットルスピードは、Turn , Return ともに前進への動作だけに作用します。ブレーキ操作を行うと、
スロットルスピードの設定はキャンセルされます。

メインメニュー

1WAY、2WAY、3WAY の 3 種類から選択します。
1WAY：スロットルスティックの操作の全域でスロットルスピードが有効になります。

ファンクションメニュー

2WAY：スロットルスティックの操作量を 2 つの領域に分けてそれぞれのスピードを設定します。
3WAY：スロットルスティックの操作量を 3 つの領域に分けて設定します。
			

スピードを設定する領域を分けるポイントを指定します。
★ポジション１は常にポジション 2 と同じか小さな数字になります。

受信機の接続

この条件に反する設定をすると、もう片方の数字が同時に動きます。

搭載上の注意
それぞれの領域のスピードを設定します。

語句説明

MODE の設定領域によって、設定項目が変わります。
設定値は 100 が通常の反応スピードで、数値を小さくするとサーボの反応スピードが遅くなっていきます。
★トリガーを操作すると現在のポジションが表示されます。
★スロットルスピードが有効な状態で、スロットルスピードインジケーターが点滅します。
★ ET レバーに 3 つそれぞれの領域のスピード設定を割り当てることができます。（P58 SET UP 参照）

索

※ ET レバーで設定できる値は、TH:SPEED の設定画面で設定した値を 100%としたときの割合となります。

引

★ ET レバーまたは、BT ボタンにスロットルスピードの ON.OFF の機能を割り当てることができます。
※この場合、実際の設定値が有効でない場合も ON で TH:SPEED の表示ランプが点滅します。

修理規定・保証書

●エンジンカーと同様に、電動カーの ESC を使用した場合でも、設定は有効です。

TH PUNCH ( スロットルパンチ )

スロットルを操作したときに、前進側、ブレーキ側それぞれに、最初の領域をスキップする働きをします。

送信機の使い方

スロットルの初期反応だけをクイックにする。
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで TH:PUNCH にカーソルを移動してエンターキーを
押します。

を押すとカーソルが から
設定値は、カーソルが

に変わり、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定値を変更することができます。

の状態でのリセットキー（＋・－同時押し）で、0%に初期化されます。

搭載上の注意

バックキーまたは、エンターキーでカーソルが元に戻り

受信機の接続

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで F（前進側）または、B（ブレーキ側）にカーソルを合わせてエンターキー

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでファンクションメニューを開きます。

ます。さらにバックキーを押すと、画面はメニューリス
トまで戻ります。

●設定値が大きいほど、動き出しの量が大きくなりますが、他の
項目の設定値によっては、スロットルが 2 点間のスイッチのよう

語句説明

な動きになる場合がありますので注意してください。
● ABS などの機能と組み合わせて使用する場合は動作をよく確
認の上、ご使用ください。
TH

TH

索
引

●エンジンカーで、ブレーキの利き始めの強さを調整する場合に使えます。
●電動カーの場合でも、ESC の前進側、ブレーキ側の初期を効かしたい場合に使用すると良いでしょう。

修理規定・保証書

●エンジンカーでのクラッチミートのタイムラグを解消するために有効です。
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TH CURVE ( スロットルカーブ )

送信機の使い方

スロットルのトリガー操作に対する実際のサーボ動作にカーブをかける。
スロットルを操作した時の、実際の信号の変化量への関係にカーブをかけることで、握りはじめをクイッ
クにしたりマイルドにすることができます。
または、ブレーキ側のカーブを設定することでブレーキの利き方にカーブをかけることができます。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー

各項目で ENTER
を押すとカーソル
が＊に変わり、値
の編集ができます。

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、TH:CURVE に移動します。

受信機の接続

エンターキーを押すと、設定画面です。

●カーソルを F（前進側）、B（ブレーキ側）い
ずれかに移動してエンターキーを押すことで、
搭載上の注意

カーソルが から に変り、ジョグダイヤル
または＋・－キーで設定ができるようになり
ます。

語句説明

TH

TH

Neutral

●設定値は、プラスがクイックカーブで、マイナスがマイルドカーブになります。
索

●クイックカーブの場合、最初が大きく反応して、後の反応が鈍くなります。

引

●マイルドカーブの場合、最初の反応が鈍く、後が大きく反応します。

修理規定・保証書

●他の機能を併用する場合には、動きを確認しながら設定を行ってください。
●この機能で変化するのは、カーブです。初期だけの動きを大きくするにはスロットルパンチ
（P37）を使用してください。

TH BRAKE ( スロットルブレーキ )

スロットル動作のブレーキ側だけの動作量を増減します。最大ブレーキ量が変わります。

エンターキーを押すと、設定画面です。

が激しくなる場合がありますので、確認しながら調整してください。

受信機の接続

●エンジンカーでは、設定を大きくしすぎると、リンケージが突っ張り、サーボの負担が増えて破損や消耗

ファンクションメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、TH:BRAKE に移動します。

メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

特長について

［設定画面の開き方］

送信機の使い方

スロットルのブレーキ側の動作量だけを設定する。
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●電動カーで ESC のセットアップを行う場合、設定値が小さすぎると、ESC 側での設定がうまくいかない

● ET レバーにこの機能を割り当てて調整できますが、この画面で設定した値に対しての相対値になります。
（工場出荷時には、ET-4 ダイヤルに割り当てられています。）こちら側での設定が、０の場合には、ET レバー
に設定した方で、数値をいくら大きくしても、ブレーキ側は動かないことになりますので、注意してくだ

搭載上の注意

場合がありますので、注意してください。まず、工場出荷時の 100 に設定してから、行ってください。

さい。

( オートディスプレイ）また、ET レバー側での設定値が 0％の場合には、こちら側での設定を大きくして
もブレーキ側は動作しませんので、ご注意ください。

語句説明

● ET レバーに機能が割り当ててある場合には、レバーを操作しただけで、操作内容が自動的に表示されます。

最小値は 0 ですが、この場合ブレーキ側はまったく動作しなくなりますので、ご注意ください。
索
引

できます。

修理規定・保証書

●工場出荷時の ET-4 ダイヤル以外で使用する場合には、SET UP（セットアップ P58) で変更することが
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TH HIPOINT ( スロットルハイポイント )

送信機の使い方

スロットルの前進側の動作量だけを設定する。
スロットル動作の前進側だけの最大動作量を増減します。

電動カーでは ESC の最高速のポイント、エンジンカーではキャブレターのハイ側の設定に使用します。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

ファンクションメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、TH:HIPOINT に移動します。

エンターキーを押すと、設定画面です。ジョグダイヤルまたは＋・－キーで数値を増減して設定します。

受信機の接続

●スロットル前進側の最大量を調整します。特にエンジンカーでの設定が間単に行えます。
●エンジンカーでは、大きくしすぎると、リンケージが突っ張って、サーボの負担が増えて破損につながる場合があります
ので、確認しながら調整してください。
●電動カーで ESC のセットアップを行う場合、設定値が小さすぎると、ESC 側での設定がうまくいかない場合がありま
すので、注意してください。まず、工場出荷時の値 100 に設定してから、行なってください。

搭載上の注意

最小値は 0 ですが、この場合前進側は、まったく動作しなくなりますのでご注意ください。

語句説明
索
引
修理規定・保証書

●スロットルトリムはセンタートリムですので、TH HIPOINT を小さくしていた場合、トリムを前進側へ
大きな数値の設定をすると、動作量が異常に小さくなる場合があります。
（センタートリムについては、P21 もご覧ください。）

TH PRESET ( スロットルプリセット )

ET レバーや BT ボタンに設定して使用します。
設定した ET レバーや BT ボタンを操作することで、設定した位置にスロットルを動かします。

送信機の使い方

スロットルサーボを ET または BT で設定した位置まで強制的に動かす。
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、TH:PRESET に移動します。
エンターキーを押すと、設定画面です。

●設定できる数値は、0 ～ F150 または 0 ～ B150 です。
●この機能で設定したスロットルの位置は、スロットルの他の機能で設定した数値の影響を受けません。（F100 に設定し
た場合、TH:HIPOINT が０であっても、設定した ET または BT を操作している間、スロットルは設定した F100 の

受信機の接続

※ TH:PRESET が ET または BT に割り当てられていない場合には、SET UP が表示されます。

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

位置へ動きます。
）
●エンジンカットや、アイドルアップ、フルブレーキ、バック走行などに利用すると便利です。

搭載上の注意

PRESET に設定した ET または BT を操作している間、スロットルは、設定した位置に固定
されて、トリガーには、反応しません。

たり、破損したりする場合があります。

語句説明

使用する際に、必ず動作確認を行ってください。間違えた設定を行った場合に車が、暴走し

索
引

更することができます。

修理規定・保証書

●一度割り当てた ET レバーや BT ボタン以外で使用する場合には、SET UP（セットアップ P58) で変
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TH ACCEL ( スロットルアクセレーション ) ‐ 1

送信機の使い方

スロットル前進側の設定した区間で、スイングの動作をさせる。
エキスパートと呼ばれるドライバーは、微妙なスロットルワークを行います。
そのテクニックのひとつである、
「スロットルをあおる」操作を自動的に行うことによって、
車のコーナーリングを速くする設定が可能です。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。
ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、TH:ACCEL に移動します。

エンターキーを押すと、設定画面です。

語句説明
索
引
修理規定・保証書

TH ACCEL ( スロットルアクセレーション )-2

送信機の使い方

設定項目
スイングする幅（戻り量）を指定します。

POS.LOW（ポジション・ロー）

スイング動作を行うスロットルスティックの位置の下側を設定します。

POS.HIGH（ポジション . ハイ）

スイング動作を行うスロットルスティックの位置の上側を設定します。

CYCLE( サイクル）

スイング動作を行う周期を設定します。

最小値

初期値

ACCEL.WIDTH

100

0

0

ACCEL POS.LOW

100

0

5

（POS.HIGH より大きい値は指定できない）

ACCEL POS,HIGH

100

0

50

（POS.LOW より小さい値は指定できない）

100

1

97

 ACCEL CYCLE

● POS.LOW と POS.HIGH で設定した間にスロットルスティックの操作位置があるときに、スイングの動作を
行います。

●スイングする周期（スピード）は、CYCLE で設定します。
WIDTH と同じように、ET1 ～ 5 に CYCLE を設定すれば、走行しながら細かい調整が可能です。

語句説明

★各設定値については、お使いのサーボや、車、路面などさまざまな要素で、最適な数値が変わってきます。

搭載上の注意

● BT1 または 2 に ON/OFF の割り当てが可能です。設定値はそのままに、機能の ON/OFF ができます。
※ボタンで ON・OFF を行う場合には、設定内容が有効でない設定値（WIDTH が０など）の場合でも、
スロットルアクセレーションインジケーターが点滅を行います。

受信機の接続

●スイングする動作の幅（戻り量）を WIDTH で設定します。さらに、この設定を最大値にしておいて、ET1 ～
5 に WIDTH を設定すれば、走行しながら細かい調整が可能です。

ファンクションメニュー

最大値

メインメニュー

設定値の範囲

特長について

WIDTH（ワイズ）

設定項目
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実際に走行させてみて、最適な値をテストしてください。

索
引

CYCLE や WIDTH に大きな数値を設定するとサーボの消費電流が増えて、サーボの寿命を短
くする原因となることがあります。

更することができます。

修理規定・保証書

●いったん割り当てた ET レバーや BT ボタン以外で使用する場合には、SET UP (P58) で変
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ST SPEED ( ステアリングスピード ) ‐ 1

送信機の使い方

ステアリングサーボのスピードを遅くする。
ステアリングサーボの最大スピードを制限する機能です。
ステアリングを切る方向（TURN) と戻す方向（RETURN）を別々に設定できます。
ニュートラルから最大舵角の間を 2 分割して、それぞれの設定を行うことができます。
（2WAY)

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明
初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

索

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを、ST:SPEED に移動します。

引
エンターキーを押すと、設定画面です。

修理規定・保証書

●ご使用のサーボのスピード性能により、効果が出る数値はかなり異なります

ST SPEED ( ステアリングスピード )‐2
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送信機の使い方
特長について
メインメニュー

● 1WAY：全域で同じスピードになります。TURN（切る方）と RETURN（戻す方）のスピードをそれぞれ設定します。
1WAY の場合には、POSITION の表示はありますが、選択はできません。（設定変更はできません。）
● 2WAY：ポジションを設定することで、1WAY の時の設定を 2 つの領域に分けて設定します。
・ステアリングの切り始めは、ゆっくりと動作し、次に早く動作させる等の設定ができます。
なり、楽にコーナリングできます。

受信機の接続

・ハイグリップな路面で車が横転してしまう時、初期のスピード (Turn1) を落としていくと転倒しなく

ファンクションメニュー

MODE の選択について

搭載上の注意

な要素で、最適な数値が変ってきます。実際に走行させてみて、
最適な値をテストしてください。

語句説明

★各 設定値については、お使いのサーボや、車、路面などさまざま

索
引
修理規定・保証書

●ご使用のサーボのスピード性能により、効果が出る数値はかなり異なります。
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ST PUNCH ( ステアリングパンチ )

送信機の使い方

ステアリングの初期反応だけをクイックにする。
ステアリングを切り始めたときに、最初の領域をスキップする働きをします。
［設定画面の開き方］

特長について
初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでファンクションメニューを開きます。

メインメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで、ST：PUNCH にカーソルを合わせてエンターキーを押します。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定値を変更することができます。
ファンクションメニュー

設定値は、リセットキー（＋・－同時押し）で、0%

に初期化されます

バックキーまたは、エンターキーでメニューリストに戻ります。
●設定値が大きいほど、動き出しの量が大きくなります。

受信機の接続

●ステアリングリンケージのガタが多い場合に効果はありますが、直進性が良くなるわけではありませ
んので注意して下さい。

搭載上の注意
語句説明
ST
TH

TH

索

Neutral

引
修理規定・保証書

●ステアリングスピードなど他の機能と組み合わせて使用する場合には、一つずつ効果を確認しながら、
セッティングを行ってください。

ST CURVE ( ステアリングカーブ )
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送信機の使い方

ステアリング操作に対する実際のサーボ動作にカーブをかける。
（＋）クイックカーブと（－）マイルドカーブのいずれかの設定が可能です。
［設定画面の開き方］

特長について

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでファンクションメニューを開きます。

メインメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで ST:CURVE にカーソルを
移動してエンターキーを押します。

設定値は、リセットキー（＋・－同時押し）で、0%

ファンクションメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定値を変更することができます。
に初期化されます。

バックキーまたは、エンターキーでメニューリストに戻ります。
●図の様にスティック操作角に対してのサーボの動作角を変化させます。

受信機の接続

●＋側（＋ 1 ～＋ 100）では、初め大きく反応して後に反応が緩くなります。
●－側（－ 1 ～－ 100）では、初め緩く反応して後に大きく反応します。

搭載上の注意
語句説明
索

使用してください。

修理規定・保証書

セッティングを行ってください。
●この機能では、カーブの設定を行います。初期反応のみを変えるには、ステアリングパンチ（P46) を

引

TH

TH

●ステアリングスピードなど他の機能と組み合わせて使用する場合には、一つずつ効果を確認しながら、
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ST BALANCE ( ステアリングバランス )

送信機の使い方

ステアリングの舵角を左右別々に調整する。
右（RIGHT）と左（LEFT) それぞれの、舵角の調整ができます。左右の回転半径をそろえることができます。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで ST:BALANCE にカーソルを

ファンクションメニュー

移動してエンターキーを押します。
ステアリングスティックを左右のいずれかまで一杯に操作すると、カーソルが

で表示されます。

ステアリングを操作したまま、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを押すと設定値が変更できます。

設定値は、リセットキー（＋・－同時押し）で、70%

に初期化されます。

受信機の接続

バックキーでメニューリストに戻ります。

搭載上の注意

ステアリングバランスの設定は、上記の他に次の方法があります。
ステアリングトリムをあらかじめ ET レバー（初期状態では ET-1) に割り当てて、ET レバー
を左右いずれかに一杯まで操作します。（画面にはステアリングバランスが表示されます。）
この状態で、上記と同じように＋ ･ －キーまたはジョグダイヤルを操作します。
（ダイレクトセット P31 参照）

語句説明
●この設定は、トリムが大きな数字に設定されていると左右で大きく異なる数字になってしまう場合があります。ステアリングバ
ランスを最初に調整する際には、次のような手順で行うのがおすすめです。サブトリムに関してのページ（P21・P32）もご覧

索

ください。

引

トリムを 0 にする。
ニュートラルでまっすぐに走るように、サブトリムで調整する。

修理規定・保証書

左右の回転半径をステアリングバランスであわせる。
全体の舵角をステアリングトラベルであわせる。
走行している途中でまっすぐ走らない場合は、トリムで修正。

ST TRAVEL ( ステアリングトラベル )

ステアリングスティックを一杯に切ったときのステアリングサーボの動作量全体の調整を行います。

［設定画面の開き方］

送信機の使い方

ステアリングの全体の動作量を調整する。
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特長について

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定ができます。初期値は 100

最大 150

最小 0 です。

キーを押します。

設定値は、リセットキー（＋・－同時押し）で、100 に初期化されます。

●ステアリングトラベルは、初期状態で ET-3 ダイヤルに割り当てられています。
ET-3 ダイヤルを操作すると、オートディスプレイ機能により、右のような表

受信機の接続

エンターキーまたは、バックキーでメニューリストに戻ります。

ファンクションメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで ST:TRAVEL にカーソルを移動してエンター

メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

示が出ます。

ラベルで設定した数字に対する割合です。（40%～ 100%が設定できます。）

ステアリングトラベルの設定が 0 になっていると、ステアリングが動作し

搭載上の注意

● E T-3 ダイヤルで設定する数字は、ファンクションメニューのステアリングト

ません。ET 等に割り当てて設定した数値も意味をもちません。

語句説明
索
引

●サーボに無理がかからない舵角に設定してください。
※サーボに無理がかかると故障の原因となります。

修理規定・保証書

●左右の動作量を個別に調整したい場合には、ステアリングバランス（P48）を使用します。
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AUTO START（オートマチックスタート）

送信機の使い方

スタート時のスロットル量を自動的に一定にする。
この機能を有効に設定しておくと、スタート時に、スロットルを引いたときのスロットル位置を一定位置に設定す
ることができます。
一度スロットルを戻せば、設定は解除されて通常のスロットル操作ができるようになります。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

受信機の接続

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで AUTO:START にカーソルを移動して
エンターキーを押します。
最初に表示される画面で RESET 入力を行うとオートスタートが待機状態になります。
（READY が点滅）ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定画面に移ります。

搭載上の注意

（READY 点滅中は、設定画面に移れません。）

エンターキーを押すことで、カーソル表示が変わり、項目の編集ができるようになります。
設定値は、リセットキー（＋・－同時押し）で、初期化されます。

エンターキーまたは、バックキーを押すことで、メニューリストに戻ります。

語句説明

● PRESET は、オートスタートが機能したときのスロットルの位置を指定します。
初期値：F 0 最大値：F150 最小値：F 0
＊普通は、フルスロットルを指定しますが、テストの上で決めてください。
● TH:POS は、オートスタートが働くトリガーの位置を指定します。
初期値：5%

最大値：100%

最小値：5% または OFF

＊ OFF の指定をした場合、オートスタートは働きません。

索
引

READY が点滅中に、メニューリストや初期画面に戻った場合でも、オートスタートは有効です。

修理規定・保証書

●実際に使用する際には、事前に動作のテストを行ってください。

MODEL.COPY ( モデルコピー )

現在のモデルメモリの内容を他の番号のモデルメモリにコピーします。
同じ車体でも、コースやコンディションにより、設定を変える場合などにいったんコピーしてから変更を加えた

送信機の使い方

現在使用しているモデルメモリの設定を他のモデルメモリにコピーする。
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方が、設定が楽に行えます。
特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで MODEL.COPY にカーソルを移動してエンター

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

キーを押します。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで番号が変わります。

受信機の接続

最初に表示される画面でコピー先のモデルメモリの番号を選択します。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでいずれかを選択してエンターキーを押します。
COMPLETE を表示。
→ モデルコピーを実行して
→ メニューリストに戻る。
NO に移動。
→ カーソルが
→ ブザー音のみ。

次のような状況で使用すると便利です。

語句説明

モデルコピーを行い COMPLETE を表示している場合には、
エンターキーまたは、バックキーを押すことで、メニューリストに戻ります。

搭載上の注意

YES を選択してエンターキー
NO を選択して、エンターキー
YES を選択してバックキー
NO を選択してバックキー

●現在のセッティングを残したまま、新たなセッティングを試したい場合。
●データパックにあるデータを本体に移したい場合。
●現在使用しているデータ、または自分の作ったデータをデータパックを介して他人とやり取りしたい場合。
※データパックを介して同型機にデータを移すことはできますが、モデルメモリの内容だけで、メインメニューで
する必要がある内容に関しては、コピーされないので注意してください。

索

設定

引

モデルコピーを行うとコピー先のモデルメモリの内容は上書きされてしまいます。上書きされて失わ
れたデータを復活する方法はありませんので、間違って実行しないように注意してください。

修理規定・保証書
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MODEL.NAME ( モデルネーム )

送信機の使い方

モデルメモリに名前をつけて、判りやすくします。
モデルメモリを区別するために、名前をつけることができます。
現在のモデルメモリの名前を新規につけたり、編集することができます。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで MODEL.NAME にカーソルを移動して
エンターキーを押します。
エンターキーを押すと、カーソルが 1 文字分進みます。（最後まで行くと先頭に戻ります）

受信機の接続

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでカーソル位置の文字が変わります。
入力できる文字は、最大 10 文字です。
ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでいずれかを選択してエンターキーを押します。
●モデルメモリで使用できるキャラクタ（文字）は、以下に記載するものです。
＆ ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

搭載上の注意

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz･
ヲァィゥェォャュョッアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホ
マミムメモヤユヨラリルレロワン゛( 濁点）゜( 半濁点） スペース（空白）
●文字を入力または、編集する際には、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで上に記載したキャラ
クタ（文字）がカーソル位置に順に表示されます。使用したい文字が表示されたら、エンターキー
を押してカーソルを次に進めます。

語句説明

●設定したモデルネームは、初期画面やモデルセレクトでも表示されます。

索
引
修理規定・保証書

MEM.RESET ( メモリーリセット )

現在使用しているモデルメモリの内容を工場出荷時の内容に戻します。
使用中のモデルメモリの内容は、すべて消去されてしまいます。

送信機の使い方

モデルメモリの内容を工場出荷時の状態に初期化する。
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで MEM.RESET にカーソルを移動して
エンターキーを押します。

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

ジョグダイヤルまたは＋・－キーの操作によりカーソルが YES/NO を、移動します。

●クリアされるのはモデルメモリの内容だけで、メインメニューで設定されるモデルメモリ共通の設定についてはクリアさ
れません。

から行ってください。

語句説明

一度消去した内容について復活する方法はありませんので、実行前には、よく確認して

搭載上の注意

●現在使用中のモデルメモリのみの内容が、クリアされます。

受信機の接続

YES・NO いずれの場合も、バックキーを押すとメニューリストに戻ります。
また、NO を選択してエンターでも、メニューリストに戻ります。
YES を選択してエンターキーを押すと、メモリーリセットを実行して、COMPLETE を表示します。

索
引
修理規定・保証書

●設定内容を残したい場合は、次のような方法があります。
①データパック（別売）にコピーしておく
② ICS USB アダプター（別売）とコミュニケーションアダプター ( 別売 ) で接続し、パソコンにコピー
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ADJUST VR ( アジャストボリューム )

送信機の使い方

消耗したボリュームのシステム内の情報を更新する。
使用しているうちに、ステアリングやスロットルに使用しているボリュームが消耗して、
出荷時の情報と狂いが生じます。この機能は、その狂いを修正します。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。
メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで ADJUST VR にカーソルを移動して
エンターキーを押します。

語句説明

カーソルがジョグダイヤルまたは＋・－キーの操作により、YES/NO いずれかに移動します。
YES・NO いずれの場合も、バックキーを押すとメニューリストに戻ります。
また、NO を選択してエンターでも、メニューリストに戻ります。YES を選択してエンターキーを押すと、
アジャストボリュームを実行します。
●実行中、エンターキーを押す際には、ステアリングスティックやスロットルトリガーには触れないでください。

索

異常な値をデータとして初期化されてしまうことがあり、以後の動作に不都合が発生する場合があります。

引

●この機能は、ボリュームの消耗による不都合を解消するためのものです。
●使用頻度によってまた、操作方法によって、必要になる期間は、大きく異なります。
●この機能を行っても不都合が解消しない場合には、当社サービス部で修理を受けてください。

修理規定・保証書

●この機能を不完全に実行してしまうと、かえって動作に不具合を生じます。
●よくわからない場合には、当社サービス部で修理を受けられることをお勧めいたします。

CH.SELECT ( チャンネルセレクト )

システムが使用するチャンネル数（２ｃｈ・３ｃｈ）を設定します。
使用するチャンネル数が、2 チャンネルか 3 チャンネルか、選択します。

送信機の使い方

使用するチャンネル数を選択する。
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3 チャンネルの場合には、3 チャンネル目で使用するファンクションも指定します。
設定する必要があります。

［設定画面の開き方］

特長について

レスポンスをウルトラハイスピードあるいは、アドバンスドハイスピードで使用する場合には、2 チャンネルに

メインメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで CH.SELECT にカーソルを移動して
エンターキーを押します。

バックキーでメニューリストに戻ります。

受信機の接続

ジョグダイヤルまたは＋・－キー操作すると 2CH/3CH が切り替わります。
また、3CH の場合には、下に SET UP が表示されて、CH3 をコントロールするファンクションを
選択することができます。

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

※チャンネル 3 の動作は、3CH TRAVEL (P65) , 3CH POS (P66) で設定します。

作することはできません。
ET や BT に割り当てた場合には、スイッチ動作として操作可能です。
また、リバーススイッチ（P56）で動作方向の変更も可能です。

搭載上の注意

CH3 の設定が「FIX」の場合には、信号自体は 3 チャンネル分発射されますが、信号は固定されたままですので、操

3 チャンネル目の使用方法については、P65 ３CH TRAVEL についてもあわせてお読みください。

語句説明
索
引
修理規定・保証書

●レスポンスモードの詳細については、P71 もあわせてご覧ください。

56

REVERSE ( リバーススイッチ )

送信機の使い方

各チャンネルの動作方向を設定する。
それぞれのチャンネルの動作方向を切り替えることができます。サーボや ESC の動作方向が逆の場合に
使用します。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

語句説明

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで REVERSE にカーソルを移動してエンターキー
を押します。
変更したいチャンネルにジョグダイヤルまたは、＋・－キーでカーソルを移動してエンターキーを押すこと
で、それぞれのチャンネルの設定が行えます。（REVERSE/NORMAL)

索

＊ 3CH は、CH.SELECT(P55 参照）で 3CH を選択時のみ表示されます。

引

バックキーでメニューリストに戻ります。

修理規定・保証書

●電動カーの場合のスロットルは、ESC 側で設定を行いますので、特に設定を行う必要はありません。
ただし、古い ESC などでは、リバースの設定をしないと、正常に動作しない場合があります。
●ステアリングの動作方向は、それぞれの車で異なります。車体にメカ済みの際に、ご確認ください。

TRIM RATE ( トリムレート )

トリムは全体で 100 ステップで動作しますが、その 1 ステップの動作量を設定します。

［設定画面の開き方］

送信機の使い方

トリムの 1 ステップの動作量を設定する。
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特長について

ジョグダイヤルまたは＋・－キーで ST( ステアリング）または TH
（スロットル）
にカーソルを移動してエンター
キーを押すとカーソルが変わり、設定が変更できるようになります。

●トリムの 1 ステップの動作量を可変しますが、数字が小さいほうが、動作量が小さくなります。

受信機の接続

エンターキーまたはバックキーでカーソルがもとに戻り、さらにバックキーでメニューリストに戻ります。

ファンクションメニュー

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで TRIM RATE にカーソルを移動してエンターキー
を押します。

メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

●全体のステップ数は変わりませんので、トリムレートを変えるとトリムで修正可能な範囲も変化します。

搭載上の注意

●すでにトリムを調整してある状態で、トリムレートを変更すると、トリムがずれることになります。
（トリムの設定値が０であれば関係ありません）

語句説明
索
引

場合があります。
●リンケージやサーボセイバーなどにガタが多い場合、細かいトリムの修正を行おうとすると、常にトリムを
気にすることになり逆効果です。まず、リンケージ・その他の見直しを行ってください。

修理規定・保証書

●トリムレートを小さくすると細かな修正が行えますが、ご使用のサーボによっては充分な効果が得られない
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SET UP ( セットアップ )

送信機の使い方

ET レバーや BT ボタンの機能割り当てを行う。
ET レバーや BT には、さまざまな機能を割り当てることができます。
一部の BT には、あらかじめ標準の機能を割り当ててありますが、それも含めてフルカスタマイズが可能です。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意

ET / BT 別 ファンクション一覧

各ファンクションメニューがそれぞれ割り当て可能です。

語句説明

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作し
てファンクションメニューを開きます。

索

メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キー
で SETUP にカーソルを移動してエンターキーを押します。

引

ジョグダイヤルまたは＋・－キーで、設定を変更したい ET
または BT にカーソルを移動し、エンターキーを押します。

修理規定・保証書

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定するファンクション名が切り
替わります。すでに他に割り当て済みの場合には、最下行に表示されます。
バックキーで選択内容が破棄されて SET UP 画面に戻ります。
エンターキーで選択内容が確定されて SET UP 画面に戻ります。

UP TIMER ( アップタイマー )

アップタイマーは、単純な時間を加算表示するタイマーですが、ラップナビゲーション
などの機能もここで設定します。

特長について

［設定画面の開き方］

送信機の使い方

アップタイマーを設定して使用する。
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メインメニュー

TH

ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。
メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで UP TIMER にカーソルを移動して
エンターキーを押します。
アップタイマーが ET または BT に割り当てられていない場合、最初にセットアップが表示される。

索

タイマー画面では、カウントがストップしていれば、設定画面へ移動することができます。

引

エンターキーまたはバックキーでカーソルが戻り、さらにバックキーでメニューリストに戻ります。

能です。通常のアップタイマーと同じく設定したボタンでスタートできますが、その後のボタンは、設定した NAVI の時
間のリセットとして働きます。想定した計測地点で、ボタンを操作することにより、毎回 NAVI で設定した時間後にアラー
ムが鳴ることになります。この場合、タイマーのカウントをストップするためには、タイマー画面で、ポーズ（エンターキー）
後にリセットキー（＋・－同時押し）の操作を行う必要があります。

修理規定・保証書

＊ラップナビゲーションは、設定時間後に、アラーム音を鳴らしますので、目標ラップを想定して走行する際に便利な機
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DOWN TIMER ( ダウンタイマー )

送信機の使い方

ダウンタイマー（減算タイマー）を設定して使用する。
ダウンタイマーは、設定した時間で減算していくタイマーです。
エンジンカーでの燃料給油のタイミングを測る場合などに、使用できます。
［設定画面の開き方］

特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。
メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで DOWN TIMER にカーソルを移動してエンターキーを
押します。

索
引

ダウンタイマーが ET または BT に割り当てられていない場合、最初にセットアップが表示されます。
タイマー画面では、カウントがストップしていれば、設定画面へ移動することができます。
ダウンタイマーでは、時間を設定して減算を行いますが、減算時間の設定をするためにオートセットの
機能があります。（または、マニュアルでも時間の設定はできます。）

修理規定・保証書

●オートセットで、実際に走行させて、燃料切れまでの時間でセットします。
プリアラームをセットすれば、燃料給油タイマーとして使用ができます。
●この機能は、いずれかのレバーかボタンに機能を割り当てないと使用することができません。
●ダウンタイマーのアラーム音には、アラーム音のカスタム設定が可能です。（P27 参照）

LAP TIMER ( ラップタイマー )

走行中にラップタイマーをセットしておき、計測ポイント決めて、通過時に設定したボタンや
レバーを操作することで、ラップタイムの記録ができます。

送信機の使い方

ラップタイマーを使用して、各周回のラップタイムを計測することができます。
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意
語句説明

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。
メニューリストから、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで LAP TIMER にカーソルを移動してエンター
キーを押します。

●ラップタイマーで鳴らすアラーム音は、カスタムトーンの設定が可能です（P27・P28 参照 )。
●本機では、3 種類のタイマー（UP,DOWN,LAP) を同時にご使用可能です。

修理規定・保証書

●ラップタイマーで記録できるラップタイムは、モデルメモリを切り替えても同じ場所に記録されます。
ただし、タイマーでのいろいろな設定は、各モデルメモリで独立しています。

引

ラップタイマーでは、最大 80 ラップまで記録します。80 ラップを超えた場合、最初に戻って上書きし
ていきます。

索

ラップタイマーが ET または BT に割り当てられていない場合、最初にセットアップが表示されます。タ
イマー画面では、カウントがストップしていれば、設定画面へ移動することができます。（ポーズ中は、
設定画面を表示させることはできません。）
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IDLE UP ( アイドルアップ )

送信機の使い方

スロットルのニュートラル位置をオフセットします。
この設定を有効にしておくと、エンジンカーのスタート時までにアイドリングを上げておくことができ、
始動性アップに役立ちます。また、レイダウンモーターのニュートラルブレーキキャンセルや、エンジンカー
のピットイン給油時のエンスト防止 ( アイドリングアップ ) にも有効です。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを
開きます。

受信機の接続

メニューリストから、IDLE UP を選択して、エンターキーを押します。

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを
開きます。

搭載上の注意

アイドルアップレバーを ON にすると、ニュートラルポジションが設定した位置に移動（オフセット）します。
ニュートラルポジションのオフセットは、アイドルアップレバーを OFF にするまで解除されません。

アイドルアップが ON になっている間、アイドルアップインジケーターが点滅し、アラーム（警告音）が鳴ります。

語句説明

設定した数値は、100 の時にハイポイントの半分（50％）までストロークします。
また、アイドルアップがＯＮの状態でもスロットルスティックの操作は有効です。
このときハイポイント、ブレーキポイントはファンクションメニューで設定した値から変化しません。

索
引
修理規定・保証書

●アイドルアップレバーは機械式スイッチを使用しているため、電源が入っていなくても ON/OFF の
切り替えが可能です。
● ON にしたままの状態で送信機の電源を入れると誤作動する場合がありますので、ご注意ください。
（アイドルアップ動作中のアラーム音は、起動音の後に鳴ります。）

ST:TR PRESET ( ステアリングトラべルプリセット )

レバーを操作することで、ステアリングの舵角量が走行中でも簡単に変更できます。

特長について

［設定画面の開き方］

送信機の使い方

ステアリングの舵角量を、あらかじめ設定した３段階に切り替えられます。
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メインメニュー

メニューリストから、ST:TR PRSET を選択して、エンターキーを押します。

SET 1 ～ 3 を選択して、エンターキーを押してください。選択カーソルが

から

に変わり、ジョグダイヤル

の状態でリセットキー（＋・－

同時押し）を入力すると初期化され、100％を表示します。
ジョグダイヤルまたは＋・－キーで設定ができます。設定範囲は 0％～ 100％です。
エンターキーを押し、 が

に変わると設定が確定します。

SET1 が基本位置となり、SET2、SET3 に切り替えるとアラーム（警告音）が鳴ります。

搭載上の注意

ステアリングトラベルプリセットレバーの操作で、SET 1 ～３の切り替えができます。

受信機の接続

または＋・－キーで設定値を変更することができます。設定値は、カーソルが

ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

ステアリングトラベルプリセットレバーは上段が SET 2、中段が SET 1、下段が SET 3
に対応します。
SET 2、1、3 の順に設定値が小さくなるようにしておくと直感的に操作しやすく、誤操

語句説明

作防止に便利です。

索
引

● SET2 または SET3 スイッチの位置で送信機の電源を入れると、起動音の後にアラーム音が鳴ります。

修理規定・保証書

●設定は、ハイグリップ路面向けセットや低トラクションセットを用意して使い分けるとより効果的です。
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TILT MIX ( チルトミックス )

送信機の使い方

チャンネル１とチャンネル３の双方向にミキシングをかける
ボートで船外エンジンを使用する場合などに、ラダー (CH1) からチルト (CH3)、またはチルトからラダー
への双方向でミキシングをかける制御をかけることができます。CH1 ステアリングスティックでラダー
サーボ、SET UP で設定した ET/BT からでチルトサーボを操作できます。

特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

メニューリストから、TILT.MIX を選択して、エンターキーを押します。

受信機の接続

MIX を選択して、エンターキーを押します。選択カーソルが＞から＊に変わりジョグダイヤルまたは、＋・－キーで
設定値を変更することができます。
MIX を ON にすると機能が有効になります。エンターキーで確定すると、＊から＞に表示が変わります。

搭載上の注意

※このとき、CH3 の設定が有効でない場合は CH.SELECT 画面が表示されますので、P55 を参考に設定してくだ
さい。
（設定が有効でないと CH3 が使用できません。）

CH1 ＞ 3 または CH1 ＞ 3 を選択して制御の方向とミキシング量を調整できます。

エンターキーを押すと、設定値が確定します。バックキーを押し続けると、初期画面に戻ります。

語句説明
エンターキーを押すと、設定値が確定します。バックキーを押し続けると、初期画面に戻ります。

ステアリングサーボ用のファンクションメニュー設定（ST:BALANCE、ST:CURVE、ST:PUNCH、ST:SPEED、

索

ST:TRAVEL）は、CH3 の動作にも有効です。

引

※動作方向の切り替えのみ、REVERSE 設定で CH3 を個別に確認することが必要です。

修理規定・保証書

●船外エンジンのみでなく、４ＷＳ（４輪操舵車両）などに応用することも可能です。

3CH TRAVEL (3 チャンネルトラベル )

3 チャンネルサーボを取り付けた際の目的に合わせ、動作パターン、動作量を設定することができます。

送信機の使い方

チャンネル 3 の動作を設定します
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［設定画面の開き方］
特長について

STEP を選択してエンターキーを押します。
選択カーソルが から に変わり、ジョグダイヤルまたは＋・－キーで設定値を変更することができます。
※ STEP を２以上に設定したとき、CH3 の設定が有効でないときは CH.SELECT 画面が表示されますので、
P.55 を参考に設定してください。（設定が有効でないと CH3 が使用できません。）

CH3 は 3CH:POS（P.66）で設定したポジションで固定されます。
CH3 は BT1,2 による ON/OFF の２段階に操作することができます。

このとき、BT を押したときに
での設定値に、離したときに
の設定値に動作します。
STEP3 ET1 ～ 6 を使い、 での設定値、中間値（ニュートラル）
の設定値の 3 段階の動作が可能になります。
STEP4 ～ 128 ET1 ～ 6 を使い、CH3:TRAVEL
、
の設定値を分割したステップ数での動作となります。
4,8,6,32,64,128 の 6 種類の分解能を選択することが可能です。

が

カーソルに戻ります。

搭載上の注意

STEP の選択後、エンターまたはバックキーを押すと確定し、
初期画面に戻るにはバックキーを押し続けてください。

受信機の接続

STEP1
STEP2

ファンクションメニュー

メニューリストから、CH3:TRAVEL を選択して、エンターキーを押します。

メインメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

実際にラジコン模型のリンケージを済ませてから、ストローク量を設定します。
+ ストロークの調整は、
カーソル

が

カーソルを +100 の行に合わせ、エンターキーを押します。

に変わり、ジョグダイヤルまたは＋・－キーで設定を変更します。

語句説明

+ ストローク、－ストロークともに 0 ～ 150 の範囲で調節ができます。

エンターまたはバックキーを押すと、設定値が確定し、 が カーソルに戻ります。
初期画面に戻るには、バックキーを押し続けてください。

索
引
修理規定・保証書

●３チャンネルの動作方向が逆だった場合には、REVERSE の CH-3 の設定を変更してください。
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3CH POS (3 チャンネルポジション )

送信機の使い方

３チャンネルのニュートラル位置を変更します（ステップ１. ３のみ）
CH3:TRAVEL(P65) で、ステップ数が１または３に設定されている場合に、この機能が有効です。

［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

メニューリストから、3CH POS を選択して、エンターキーを押します。

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーで設定値を変更することができます。

受信機の接続

SET UP 画面で現れる、CH3 POS との混同にご注意下さい。
３CH POS

はステップ１または３の場合のニュートラルポジションのみの設定で、

ET や BT に設定できません。
CH3-POS

は、３チャンネルの動作の制御を行います。

搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

BRAKE MIX ( ブレーキミキシング )-1

このミキシングは 1/ 5 カーのようにフロント、リヤのブレーキを独立して調整する必要がある場合に使
用します。CH2 でリヤブレーキ、CH3 でフロントブレーキを制御するミキシングです。

送信機の使い方

ブレーキ操作を CH3 にミキシングします
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［設定画面の開き方］
特長について
メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

ジョグダイヤルまたは、＋－キーでメニューリストのカーソルを BRAKE.MIX に移動します。

搭載上の注意

初期画面から、ジョグダイヤルまたは＋・－キーを操作してファンクションメニューを開きます。

エンターキーを押すと、設定画面です。

●このファンクションメニューでは、スロットルのブレーキ操作 (CH2 のブレーキ方向入力 )

語句説明

● BRAKE.MIX の中で、ファンクションメニュー内の 5 つのパラメータを調節することができます。
を、ブレーキ用サーボ（CH3）のみにミキシングします。
その他のミキシングについては P79 を参照してください。

索
引
修理規定・保証書
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BRAKE MIX ( ブレーキミキシング ) ‐ 2

送信機の使い方

ブレーキミキシングを使いこなす
ミキシングレート

MIXING				

ブレーキに関わる以下のパラメータを設定します。

●スロットルのブレーキ操作（CH2）がスレーブサーボ（CH3）の動作に影響する比率を調節できます。

特長について

●ＯＦＦ（ミキシングなし）から１００％までの範囲で設定ができます。

チャンネル２に設定されていた、TH：SPEED、TH:PUNCH、TH:CURVE、TH:BRAKE、TH:PRESET
などの各機能設定はミキシングに反映されます。ABS は、次の項目で、有効、無効を選択することができます。

メインメニュー

ＡＢＳ
●チャンネル２（スロットル）に設定されたＡＢＳを、スレーブに効かせるか、無効にするかを選択します。
ＯＮに設定すると、スロットルサーボ同様に、スレーブサーボもＡＢＳ動作します。

ファンクションメニュー

パンチ

PUNCH

● OFF から１００の範囲で調整できます。
●この設定で、スレーブサーボの初期反応だけをクイックにすることができます。

フロントブレーキに、スレーブサーボを搭載した場合、前後ブレーキの効きはじめを独立して設定する

受信機の接続

ことができます。

ABS ワイズ

ABS.WID

●スレーブサーボのＡＢＳを有効にした場合の、ＡＢＳワイズをスレーブサーボに独立して設定することができます。

搭載上の注意

ABS ディレイ

ABS.DEL

●スレーブサーボのＡＢＳを有効にした場合の、ＡＢＳディレイをスレーブサーボに独立して設定することができます。

フロントブレーキに、スレーブサーボを搭載した場合、フロントブレーキはリヤブレーキとまったく別

語句説明

のブレーキユニットを制御することになります。ブレーキを有効に作動させる為にはそれぞれのサーボ
を独立して制御する必要があります。
SET UP 画面でＥＴレバーに CH3-TRV と CH3-POS を設定することで、走行中にフロントブレーキ
単独の調整が可能になります。

索
引
修理規定・保証書

P.MIXING1,2( プログラムミキシング )-1

この機能は、ステアリング、スロットル、CH3 の任意の間でミキシングをかけることができます。
P.MIXING1 と P.MIXING2 はそれぞれ独立したミキシング制御系統として機能します。

送信機の使い方

任意のチャンネル間にミキシングをかける
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（機能と設定方法はいずれも同じです。）
特長について

［設定画面の開き方］

メインメニュー
ファンクションメニュー

ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストのカーソルを P.MIXING に移動します。

ファンクションメニューへ戻るには、バックキーを 2 回押してください。

搭載上の注意

エンターキーを押すと、設定画面です。

受信機の接続

初期画面から、ジョグダイヤルまたは、＋・－キーでメニューリストを表示させます。

［付加機能説明］

● TRIM（トリム機能）－マスターチャンネルが CH1（ステアリング）または CH2（スロットル ) の場合に、
トリムの動作量をミキシング ON または OFF を選択することができます。

語句説明

● OFFSET（オフセット機能）－マスターチャンネルのミキシングの中心点（方向が切り替わる点）を
オフセット（移動）します。

● FUNC（ファンクション）ーマスターチャンネルに設定されているファンクションメニューのパラメータ
を、スレーブチャンネルの出力にミキシング ON または OFF を選択することができます。
索

ステアリング：SPEED、CURVE、TRAVEL
スロットル

引

関連機能は下記の通りです。
：ABS、SPEED、CURVE、ACCEL

修理規定・保証書

●スレーブチャンネルの動作は、
（マスターチャンネルの動作 ) × (P.MIXING で設定したレート ) ＋ ( スレーブチャンネルの操作 ) ＋ ( スレー
ブチャンネルのトリム ) が合算されたものとなります。
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P.MIXING1, 2 ( プログラムミキシング ) ‐ 2

送信機の使い方

プログラムミキシングの設定方法
ミキシングモードの選択
OFF…ミキシングを無効にします

特長について

MODE1…スティックや BT、ET のマスターチャンネルの
入力からミキシングをかけます
カーソル

を MIX に合わせ、エンター

キーを押します。カーソルが

MODE2…マスターチャンネルの出力からミキシングを
かけます

に変わり、

設定が変更できます。

マスター＆スレーブチャンネルの設定

メインメニュー

カーソル

を MST.CH または SLV.CH に合わせ、エンターキーを

押します。カーソルが

に変わり、設定が変更できます。

ファンクションメニュー

MST.CH( マスターチャンネル）…ミキシングをかける側のチャンネルを指定します。
ST(CH1）、TH（CH2）、CH3 から選択が可能です
			
SLV.CH（スレーブチャンネル）…ミキシングをかけられる側のチャンネルを指定します。
			
マスター同様に ST、TH、CH3 から選択できます。

マスターチャンネルとスレーブチャンネルに同一のチャンネルを選択することも可能です。
その際の動作角度はミキシングレート（RATE）の量に依存します。

受信機の接続

ミキシングレートの設定
カーソル
カーソルが

を OFFSET に合わせ、エンターキーを押します。
に変わり、設定が変更できます。

搭載上の注意

設定値は -100％から +100％の範囲で変更することが可能です。
マイナス側に設定するとマスターに対してスレーブサーボは逆転方向に動作し、
プラス側に設定するとスレーブサーボはマスターと同一方向に動作します。
※ RATE の表記はマスターチャンネルの指定によって変更されます。
マスターが ST の場合		
上段 : L（レフト）		
下段 : R（ライト）
		

マスターが TH の場合		
上段 : F（前進側）		
下段 : B（バック側）		

マスターが３CH の場合
上段 : ＋（プラス側）
下段 : －（マイナス側）

オフセット量の設定

語句説明

カーソル＞を OFFSET に合わせ、エンターキーを押します。
カーソルが＊に変わり、設定が変更できます。
設定値は -100％から +100％の範囲で変更が可能です。
OFFSET（オフセット機能）マスターチャンネルからのミキシングの中心点（方向が切り替わる点）をスレーブに対して
ずらす（オフセットする）ことができます。結果として、スレーブサーボのトリムのように扱うことができます。

索

トリムの設定

引
マスターチャンネルで操作されないトリムの動作量をスレーブサーボ
に反映する（ON）、しない（OFF）を選択できます。

修理規定・保証書

機能（FUNC）の設定

マスターチャンネルで設定した機能の効果をスレーブでサーボに反映
する（ON）、しない（OFF）を選択できます。

RESPONS ( レスポンス )

エスプリⅢでは、以下の４種類の設定が可能です。

ULTRA

送信機の使い方

送信機から電波にのせて送られる信号のレスポンスを設定します。
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( ウルトラハイスピードモード）

EX-10 ヘリオスに RF-502FH スーパーモジュールを使用した場合と同等のレスポンスを
実現します。
※このモードをご使用の際には、アドバンスドハイスピード対応の受信機、サーボが必要に
なります。

ヘリオスのノーマルモジュールの動作スピード相当

メインメニュー

ADVANCED（アドバンスドハイスピードモード）

特長について

ヘリオスにスーパーモジュールを装着した場合の動作スピード相当

ファンクションメニューの RESPONS を ADVANCED に設定、CH.SELECT を 2CH に
バンテージタイプＲを超えた、卓越したレスポンスを実現します。
※このモードをご使用の際には、アドバンスドハイスピード対応の受信機、サーボが必要に
なります。

バンテージタイプＲの動作スピードに順ずるレスポンス

ファンクションメニューの RESPONS を SUPER に設定すると切り替わります。

受信機の接続

SUPER（スーパーハイスピードモード）

ファンクションメニュー

設定することでこのモードが有効になります。

この場合も CH.SELECT で設定したチャンネル数は影響しません。

NORMAL（ノーマルスピードモード）
エスプリⅡ、バンテージに順ずるレスポンス

ファンクションメニューの RESPONS を NOMAL に設定すると切り替わります。

搭載上の注意

※スーパーハイスピードレスポンス対応の受信機、サーボが必要になります。

この場合、CH.SELECT で設定したチャンネル数は影響しません。

［設定画面の開き方］

語句説明

※当社製全ての受信機やサーボでご使用いただくことができます。

索
引

レスポンス画面上の表示はそれらであっても、3 チャンネルを設定すると実際に発射される電波速度はスー
パーハイスピードモードとなってしまいますのでご注意ください。

修理規定・保証書

ウルトラハイスピードと、アドバンスハイスピードは、高速な発射速度のために 2 チャンネル専用となります。

SETTINGMEMO
2

送信機の使い方

特長について

メインメニュー

ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書



受信機の接続

送信機の使い方

特長について

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

受信機の接続
74

送信機の使い方

受信機の機種の違いによる接続

特長について

メインメニュー

ファンクションメニュー

周波数変更について
受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

搭載上の注意ー 1



大電流が流れてるところは全てノイズを発生してると思って下さい！
モーター、ESC、バッテリー、シリコンコード、これらの物からはできるだけ受信機やアンテナ線を離して下さい。
ノイズも電波の一種なので幅射（空間に飛び出す）されます。ですから発生源に近づく事は、わざとノイズを拾
うようなものです。

送信機の使い方

ノイズの発生源と誘導（電動カー）
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特長について
メインメニュー

ズが伝わってきています（電磁誘導）
。よって、
シャーシやメカプレートにもアンテナを密着

ファンクションメニュー

電気を流す素材（金属、カーボン）にもノイ

させてはいけません。

アンテナホルダーはできるだけ受信機の近くに立てて下さい。
ホルダーまでのアンテナ線にノイズが飛び込みやすく、感度が低下します。

受信機の接続

●受信機とアンテナホルダーの距離

搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書
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搭載上の注意 ‐ 2

送信機の使い方

受信機の搭載について

●受信機の搭載位置（受信機に近づけてはダメな物）
モーター、ESC、バッテリー、シリコンコード等のノイズ源からできるだけ離します。

特長について

特にシリコンコードは受信機の横を通さないで下さい。（クリスタル近くは禁止！）
FET サーボの青線（7.2V）や ESC のスイッチ線も近づけないで下さい。

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続
搭載上の注意

●受信機の固定方法と向き（電動カー）
シャーシ、メカプレートに両面テープを 2 枚以上 重ねて、浮かせて下さい。
どの向きでもクリスタルは上向きになる様にして下さい。

語句説明
索
引
修理規定・保証書

搭載上の注意 ‐ 3

送信機の使い方

●受信機の固定方法と向き（エンジンカー）

77

エンジン振動は想像以上に受信機にダメージを与えます、シャーシやメカプレートに直接両面テープで貼るの
特長について

は厳禁です。必ずキットに付属のブラケット（受信機ホルダー）を使用するか、厚手のスポンジで包んで下さい。

メインメニュー
受信機の接続

金属シャーシやカーボンにアンテナホルダーを立てる時は必ずイラストの指示に従って下さい。
レーシングカーでカーボンの中空パイプを使用する時は電波が遮断されますのでアンテナ線は外側に這わせて
下さい。

ファンクションメニュー

●アンテナパイプのたて方

搭載上の注意
語句説明
索
引
修理規定・保証書

主な仕様
78

送信機の使い方

特長について

メインメニュー

ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

語句説明

ミキシングとは

スティックや ET，BT 操作による入力信号は、通常同じチャンネル内にのみ出力します。

送信機の使い方

ミキシング（ミキシング制御）とは
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ミキシングは、この入力信号を他のチャンネルにも影響（MIX）させて出力します。
特長について

各ミキシングメニューとマスター・スレーブ

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

信号の元になるチャンネルをマスター、その信号を混ぜるチャンネルをスレーブと呼び、この説明書では
サーボをスレーブサーボと呼んでいます。

搭載上の注意

マスターとなるチャンネルに接続されたサーボをマスターサーボ、スレーブ側のチャンネルに接続された

語句説明
索
引
修理規定・保証書

語句説明
80

送信機の使い方

特長について

メインメニュー

ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書
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語句説明

送信機の使い方

特長について

メインメニュー
ファンクションメニュー

受信機の接続

搭載上の注意

語句説明

索

引

修理規定・保証書

索引
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21 , 32		

ニュートラルをあわせます。

トリムレート			

57		

トリムの動作量を設定します。

ステアリングスピード		

44 , 45		

動作スピードを遅くします。

ステアリングパンチ			

46		

動き始めだけを、クイックにします。

ステアリングカーブ			

47		

カーブの設定を行います。

ステアリングバランス		

48		

左右の舵角を別々にあわせます。

ステアリングトラベル		

49		

全体の舵角を調整します。

ステアリングトラベルプリセット

63		

3 段階にステアリング蛇角量を調整する機能です。

リバーススイッチ			

56		

動きを逆にします。

サブトリム			

32		

ニュートラルをあわせます。

トリムレート			

57		

トリムの動作量を設定します。

A . B . S				

33 , 34		

ABS を使います。

スロットルスピード			

35 , 36		

動作スピードを遅くします。

スロットルパンチ			

37		

動き始めだけを、クイックにします。

スロットルカーブ			

38		

カーブの設定を行います。

スロットルブレーキ			

39		

ブレーキ側の動作量だけを調整します。

スロットルハイポイント		

40		

前進側だけの動作量を調整します。

スロットルプリセット		

41		

設定した量だけ動くようにします。

スロットルアクセレーション		

42 , 43		

アクセレーションを使います。

アイドルアップ			

62		

GP カーの始動時などにアイドリングをあげる機能です。

アイドルアップインジケーター

17		

アイドルアップ機能が ON の時に点滅します。

オートマチックスタート		

50		

スタート時に使うと便利です。

リバーススイッチ			

56		

動きを逆にします。

チルトミックス			

64		

船外エンジンのチルトサーボとスロットルサーボのミキシングです。

ブレーキミキシング			

67 , 68		

スロットルとブレーキサーボのミキシングを設定できます。

プログラムミキシング		

69 , 70		

チャンネル 1 ～ 3 に任意のミキシングを設定できます。

モデルセレクト			

30		

モデルメモリスロットルを切り替えます。

モデルコピー			

51		

モデルを他のモデルへコピーします。

モデルネーム			

52		

モデルメモリに名前をつけます。

メモリーリセット			

53		

モデルメモリを初期化します。

アップタイマー			

59		

アップタイマーの設定です。

ダウンタイマー			

60		

ダウンタイマーの設定です。

ラップタイマー			

61		

ラップタイマーの設定です。

引

オペレーションタイマー		

15		

オペレーションタイマーの設定です。

特長について

サブトリム			

索

送信機の使い方

ステアリング操作の設定

メインメニュー

スロットル操作の設定

ファンクションメニュー

受信機の接続

ミキシングに関する設定

搭載上の注意

モデルメモリに関する設定

語句説明

タイマーに関する設定

修理規定・保証書

索引

トーン（音程変更）			

27		

ブザーの音程を変えます。

アラーム				

26		

アラームの時に鳴る音を設定します。

カスタムトーン			

28		

ユーザー設定のメロディを作ります。

フォーン端子			

22		

聞き取りにくいときに使用します。

データパック			

20 , 26		

別売のデータパックの使用方法です。

コミュニケーション（通信機能）

19		

通信機能の説明です。

ダイレクトサーボコントロール

18		

DSC の使用方法です

セットアップ			

58		

ET やボタンの機能を割り当てます。

ET ポジション			

31		

現在の ET、BT の状態を表示します。

アジャストボリューム		

54		

メンテナンスです。

チャンネルセレクト			

55		

3CH を使用する場合に設定します。

3 チャンネルトラベル		

65		

3CH の動作を設定できます。

3 チャンネルポジション		

66		

3CH のニュートラルポジションを設定します。

レスポンス			

23 , 71		

レスポンスモードの設定方法です。

チェンジメニュー			

24		

チェンジメニューの方法説明です。

メニュー操作（項目編集）		

10 , 11		

チェンジメニューの設定です。

マルチアングルスティック		

09		

スティックの角度を調整します。

受信機の接続			

73 , 74 		

受信機側の接続方法です。

搭載上の注意			

75 , 76 , 77

車体にメカを搭載する際の注意事項です。

安全上ご注意いただくこと		

06 , 07 , 08

安全に使用するための注意事項です。

諸注意				

03		

使用するに当たっての注意事項です。

修理規定・保証書など		

84 , 85 , 86

修理について、お問合せ先などを記載。

目次				

04 , 05		

この取説の構成内容です。

語句説明				

79 , 80 , 81

使用している用語などの説明です。

音・ブザーの設定

機能拡張

その他の動作設定

注意すること

語句説明

バックライトの動作設定です。

搭載上の注意

29		

受信機の接続

表示濃度の設定です。

LCD 設定バックライト		

ファンクションメニュー

LCD 画面の名称と、表示の一覧です。

27		

メインメニュー

10 , 11 , 15

LCD 設定コントラスト		

特長について

LCD 画面一覧、操作		

83
送信機の使い方

画面表示の設定
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