初めに

このたびはEX-11をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
御使用の前にこの取扱説明書をよく、お読みになり、
紛失しないよう大切に保管して下さい。
本機の予備チャンネル（CH3,4）は付属の2CH受信機
（KR-297FZ）だけでは御使用になれません。
チャンネル増設アダプター（別売り）が必要となります。

見たい所がすぐ見つかります。

参照ページ

この送信機で何ができるの？
何々がしたい！知りたい。
この LCD 画面は何？
LCDにあるこの英文字、何？
このコトバ、どんな意味？
この機能を詳しく知りたい！
LCD画面をどうやって呼び出すの？
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34～36
37
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(索引、用語解説)
(各機能説明)
(メニューマップ)

用途、輸出、改造等に関する御注意！
1

模型用のみに御使用できます。
本製品は日本国内にて、用途が模型用に限定されております。
又、使用できる模型は地上、水上用の模型のみです。

2

(a) 本製品を輸出する場合、相手国の電波法で許可されていないと使用出来ません。
(b) 模型用途以外で輸出する場合、輸出貿易管理令にて規制される場合があり、
輸出許可申請等の法的手続きが必要です。

3

本製品を弊社以外で分解、調整、部品交換、改造等の作業が行われた場合、一切の責任
を負いかねます。

●本書の内容を無断転載する事は禁じられています。
●本書の内容は万全を期して作成されておりますが、万一不明の点や誤り、記載漏れ等がご
ざいましたら、弊社まで御連絡下さい。
●ラジコン模型の性質上、お客様が当製品を使用されました結果につきましては、弊社は責
任を負いかねる事がありますので、あらかじめ御了承下さい。
●本書の内容に関して、将来予告なく変更する事があります。

1

目次
参照ページ
はじめに

準備

動かす

●この説明書を読む
●安全の為、お守りいただきたい事
●送信機各部の呼び名と使い方
●乾電池を入れる
●Ni-cdを使う、充電する
●LCD濃淡を調整する
●バンド(周波数)を変更する

1
3～5
6～12
7
7､8
8
8､30

(見たい所がすぐ見つかります）

●ステアリング､スロットルのニュートラルを合せる
●簡単なサーボの舵角の合わせ方
●モデルメモリーを切り換える
●ステアリングサーボの舵角を調整する

10
11､12
14
15

(トリムの使い方)

○全体の舵角を調整する
○左右、別々に調整する

(充電ジャック)
(LCDコントラスト)
(クリスタル交換)

(ダイレクトセット機能)
(モデルセレクト)
(ステアリングトラベル)

(ステアリングレスポンス)

○ステアリングをクイックにする

17 (ステアリングカーブ)

○ステアリングをマイルドにする

18 (ステアリングスピード)

○最高速を調整する

19

(スロットルトラベル)

19 (トラベルF)

○ブレーキを調整する

19､20 (トラベルB)

●スロットルとブレーキの反応特性を変える

付録

(電池BOX)

15 (ステアリングトラベル)

17

●スロットルサーボの舵角を調整する

受信機

(送信機各部の名称と使い方)

16 (ステアリングトラベル)

●ステアリングの反応特性を変える

CH3,4を使う

(安全に御使用になるために)

21

(スロットルレスポンス)

○スロットルをクイックにする

21 (スロットルパンチ)

○スロットルをマイルドにする

22 (TRC)

○ブレーキをクイックにする

23 (ブレーキパンチ)

○ブレーキをロックしなくする

24 (ABS)

●サーボ、アンプの動作、回転方向を変える
25
●CH3.4のレバー操作方向を変える
25
●予備CH(ch3.4)の動作方式を選ぶ
26
●予備CHの動作角を設定する
27
●GDレバーで操作できる機能を変える
28
●ABSブレーキのポンピング周期を変える
29
●モデルメモリーに名前を登録、変更、削除する
29
●受信機にサーボ、アンプ等を接続する
30
●ノーコンにならない為に
31～33
●LCD画面から､機能名､出来ることを調べる
34～36
●不明な言葉やLCDの文字を調べたい
37､34～36
●ラジコン独自の言葉の意味を知りたい
38
●手持ちのサーボが旧コネクターの為､受信機に接続出来ない
39
●修理に出すには？質問されるときは
39
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(リバース)
(リバース)
(予備CHセレクト)
(予備CHポジションの設定法)
(GDレバーセレクト)
(ABSサイクル)
(モデルネーム)
(受信機側の接続のしかた)
(受信機側搭載上の注意)
(LCD一覧表)
(さくいん、LCD画面一覧)
(用語説明)
(修理について)
(修理について)

安全に御使用になるために

ラジコン模型は性質上、取扱を誤ると危険な結果を招きます。でき
るだけこのような事態を避け、安全に本製品を御使用下さる為にも、
本項を最後までお読みください。

表示、記号の説明。
本書にて下記の表示のある所は、特に注目する必要がある所です。

危険!

この欄は、〔死亡又は重傷を負う危険性が切迫して生じる事が想定さ
れる〕内容です。

警告!

この欄は、〔死亡又は重傷を負う可能性が想定され、高い頻度で物損
事故が発生する〕内容です。

注意!

この欄は、〔障害を負う可能性又は物損事故のみが発生する事が想定
される〕内容です。

絵表示の意味
禁止事項

強制事項

やってはいけない事です。

必ず実行する事です。

使用前、メカ組み込み時の注意
警告

警告!

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。※指定以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。

警告!

模型（車体、船体）に、振動で金属パーツ同士が触れないようにする。
※金属同士の接触でノイズが発生し、受信機が誤動作して暴走するこ
とがあります。

警告!

本製品は、地上用ラジコン模型を対象に製造、販売されております。
他への御使用はおやめください。

警告!

送信機にニッカド電池を使用する場合、使用前に必ず充電する。
※走行中に電池がなくなると、暴走することがあります。

警告!

受信機、サーボ、スイッチ等のコネクターは確実に奥まで入れる。
※走行中の振動でコネクターが抜けると、暴走することがあります。

警告!

受信機は必ず厚手の両面テープで固定し、ケースが直接、他に触れな
い様にする。※強いショックや振動で、暴走することがあります。

警告!

受信機アンテナは切ったり、束ねたりしない。
※受信感度が下がり、暴走することがあります。

警告!

各サーボを操作させ、プッシュロッドに無理な力が加わってないか、
確認する。※サーボが故障したり、電池の消耗が早くなります。

警告!

サーボはゴムグロメットを必ず使用し、サーボケースが直接メカプレ
ートに触れないようにする。
※直接振動が伝わりサーボが故障し、暴走することがあります。
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使用前、メカ組み込み時の注意
注意

注意!

送信機、受信機の電池の極性は間違えないで下さい。
※機器が破損します。

注意!

送信機、受信機、サーボ、アンプ、その他オプションパーツは、必ず
当社純正品を御使用下さい。※当社純正品以外との組み合わせにより
発生した損害等につきましては、当社では責任を負いません。

走行、（航行）時の注意
警告

警告!

送信機のスイッチを入れる前に必ずバンド（周波数）が空いてる事を
確認する。※同じ周波数を使用してる人の模型が暴走して危険です。

警告!

カミナリの鳴っている所では走行させない。
※送信機のアンテナに落雷の危険があります。

警告!

雨天や水たまりのある所では走行させない。
※機器に水が入り暴走することがあります。

警告!

次のような所で走行させない。

警告!

疲労、飲酒、服薬により集中力に支障をきたすような時。
※判断ミスにより思わぬ事故を起こします。

警告!

送信機のアンテナがゆるんでないか確認し、全段伸ばして使用する。
※電波が正常に発射されないと暴走することがあります。

警告!

エンジンの燃料、排気等を直接プラスチック部にかけない。
※放置しておくと、侵され、破損します。

警告!

現在のモデルメモリーが実際に走行させる模型に合ってるか、必ず確
認する。※暴走の原因になります。

警告!

送信機の機能設定を変更する時は、必ずエンジン停止（モーター配線
を外した状態）した状態で行なう。

注意!

電源スイッチを入れる時は（送信機 受信機）の順で、切る時は（受
信機 送信機）の順で行う。
※順番を逆にすると、受信機がノイズを受けて暴走することがあります。

注意!

走行するときは、バンドプレートを必ず取り付ける。
※他の人に自分のバンドを分かりやすく表示します。

注意!

走行後、エンジン、モーター、アンプ等、熱くなっている所に触れない。
※ヤケドします。

注意!

送信機は高周波電力をアンテナから発射してますので、指で触れると
稀に刺激を受ける事があります 。

注意

1.
2.
3.
4.

他のラジコンサーキットの近く（3km程度以内）
人の近く、道路、
実艇、手漕ぎボートのいる水面、
高圧線、通信施設の近く、
※混信やトラブルにより暴走した場合、危険な事態になります。
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走行、（航行）後の注意。
警告

警告!

電動カーの場合、走行後、必ず走行用ニッカド電池を外す。※誤って
スイッチが入った時、火災の原因になったり、暴走することがあります。

警告!

送信機、電池、模型等を幼児の手の届かない所に保管する。
※化学物質による被害を受けたり、ケガの危険性があります。

注意!

長期間使用しない時は、送信機からバッテリーを外しておく。※その
まま放置すると電池の液漏れにより、送信機が破損する事があります。

注意!

送・受信機は下記の様な所に保管しない。

注意

1.
2.
3.
4.
5.

極端に暑い所や寒い所、（40℃以上、-10℃以下）
直射日光の当たる所。
湿気の多い所。
振動の多い所。
ホコリの多い所。
※このような所に保管すると、ケースの変形や故障の原因になります。

Ni-cd 及びハイドロパックの取扱い､充電時の注意（別売オプション）
危険

危険!

電池のコネクタ端子を絶対にショートさせない。
※発火や破裂の恐れがあり危険です。

危険!

電池を火中に投げこまない。
※破裂の恐れがあり大変危険です。

危険!

充電は必ず当社製充電器を使用して、充電電流を守る事。
※充電電流の設定を誤ると、電池にとって危険な状態になり、破裂、
発熱、液もれの恐れがあります。
※他社製の充電器では、オートカットしない恐れがあります。
電池から液もれがあった場合、絶対に目に入れてはいけません、
失明の恐れがあります。もし目に入ったら多量の水で洗い、直ち
に医師の治療を受ける必要があります。

危険!

電池に強い衝撃を与えない。
※壊れて液もれしたり、ショートして異常発熱する事があります。

危険!

分解、改造、しない。
※分解すると電池内部の液が飛び出し危険です。

危険!

水に濡らさない、濡れた電池を充電しない。
※発熱、破損の原因になります。
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送信機各部の名称

正面

LCD画面(液晶)
パイロットランプ(LED)

●電源スイッチを切る時の御注意！
操作キーやトリム、GDレバーを操作した
後､1秒間はスイッチをきらないで下さい。
設定データが書き込まれません。

(13P)

ステアリングトリム

(10P)

ステアリングホイル
GDレバーC

(11P)
CH3

操作キーパネル

(9P)

アンテナ
電源スイッチ
右にスライドさせると
電源が入ります。

スロットルトリム

GDレバーA
GDレバーB

(11P)

ステアリングトラベルポジション

(11P)

ブレーキトラベルポジション

クリスタル

(8P)

電池ブタ

グリップ
スロットルトリガー
裏面

充電ジャック

(8P)
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送信機ご使用の準備
電池ブタのはずし方

図示の部分を押しながら
矢印の方向へずらします

乾電池の入れ方（別売り）
乾電池ボックスの(+)(-)の
表示に方向を合わせ、単
三型乾電池8本を入れます 。

注意!

電池を入れる時は(+)(-)を絶対に
間違わないで下さい。※極性を
間違えると、送信機を破損します。

乾電池ボックスの接点と
送信機の接点の方向を合
わせ奥まで押し込みます。

-

+
-

電池ブタを閉じます。

注意!

単三型のニッカドは使用しない
で下さい。※充電時、ガスが発
生し送信機内部が腐蝕します。

ニッカド、ハイドロパックの入れ方（別売り）
図の様に向きに注意して
コネクタを差しこみます。
乾電池の接点を指で押すと差し
込みやすくなります。

ニッカド、ハイドロパッ
クを奥まで入れます。
接点

電池ブタを閉じます。
コードをはさまないように注意
します。

向きに注意
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送信機ご使用の準備
充電について
図の様にAC100V用充電器
かDC12V用急速充電器か
ら（必ず当社製にて）Tx
用充電ジャックを送信機
本体の充電ジャックに差
し込み充電します。

警告!

送・受信機にニッカド電池を使
用する場合、使用前に必ず充電
する。※走行中に電池がなくな
ると、暴走することがあります。

注意!

乾電池を使用している時は、絶
対に充電しない。
※充電すると液漏れや破裂によ
って送信機を破損します。

AC100V用
家庭用充電器
(別売り)
DC12V用
急速充電器
(別売り)
充電電流は1A以下で
行って下さい。

ニッカドパックの
充電で14時間から
16時間、ハイドロ
パックの充電で25
時間から30時間行
って下さい（いず
れも放電状態から
の充電時間です）

クリスタルの交換（バンド変更）
クリスタルのピンを曲げ
ないように注意し、奥ま
で差し込みます。
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
合証明試験に合格した製品です。
送信機に貼られてる適合証明シ
ールは剥がさないでください。

警告!

�

適合証明シール

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
ることが有ります。

送信機用クリスタル

LCDコントラストの調整。

押したまま

LCD画面は性質上、気温に
よって画面の濃淡が変化
します。見やすい濃度に
調整します。(４段階)
電源を入れます。(図のよう
な初期画面が表示されます)

操作キーパネル(セレクト)
キーを押しながら、(+)(-)
キーで調整します。(初期画

淡く

面以外では調整出来ません)
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濃く

送信機の使い方
操作キーパネル
ファンクションキー

セレクトキー

各LCD画面(機能)を順送りに切
り換えます。

各LCD画面(機能)の中で数値デ
ータ以外に設定する項目を切り
換えます。(CH等)

キーのおしかた
�

各キーの中心を指で押します。
※鋭いモノで押すとカバーが
破損します。

+,- キー
各LCD画面(機能)の中で数値データを調整します。同時に押すと数値
はリセット(初期化)されます。(一部除く)

LCDのウォーニング(警告)表示
バッテリーアラーム
パ ッ テ リ ー ア ラ ー ム

警告!

送信機を使用中、バッテリー電
圧が 8.7V以下になるとアラー
ムが鳴り、LCD画面に【LOW
BATT】の表示がでて警告しま
す。乾電池の場合は新品の電池
に交換して、ニッカド、ハイド
ロパックの場合は充電して下さい。

【LOW BATT】が発生したら、す
ぐ に 模 型 を 回 収 す る 。
※送信機の出力が低下して暴走
することがあります。

メモリーエラー
パ ッ テ リ ー ア ラ ー ム
コンピューターに何らかの故障
が発生した場合、アラームが鳴
り、LCD画面に【MEMORY
ERROR】の表示がでます。

警告!

【MEMORY ERROR】が発生した
ら、
使用せずに修理に出して下さい。
※その後一見正常に動作しても、
突然に異常動作することがあり
ます。
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送信機の使い方

トリムレバーの使い方（サーボ等のニュートラルを合わせる）
ホイル、(トリガー)をニュ
ートラルの状態でトリム
レバーを左右（上下)に操作
すると、サーボのニュート
ラル位置を調整出来ます。

トリム ポジション
（ステアリング）

トリムの操作と共にLCD 画
面は自動的にトリムポジ
ション(位置）
表示になります。
(オートディスプレイ機能）
操作後、
約5秒で元の画面に戻ります。(シ
ステムモード時は表示されません）

ステアリング用
トリム

トリム ポジション
（スロットル）
スロットル用
トリム

設定範囲はR ／L 0 ～80 、
(F／B 0 ～80 ）です。トリ
ムを動かすと、動かした分、
最大舵角も変りますので
リンケージのロックに注
意して下さい。
(スロットルトリムはハイ側は動
きません、ブレーキ側の最大舵角
だけトリムの影響を受けます)

トリムを極端に端一杯近くにセットすると、ホイルやトリガー操作で端に不
感帯が出ることがあります。なるべく表示が 0 近くで合う様にリンケージで
修正して下さい。
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送信機の使い方

GDレバーの使い方
GD レバーA とB は左右に操
作します。GD レバーC は上
下に操作します。
G D レバーA ではステアリ
ングトラベル
（全体の舵角）
が調整出来ます。操作と共
にLCD 画面は自動的にトラ
ベルポジション画面になり、
（システムモード時は表示
されません。）操作後、約5
秒で元の画面に戻ります。
G D レバーB ではブレーキ GDレバーA
トラベル
（ブレーキの舵角）
が調整出来ます。操作と共
にLCD 画面は自動的にブレ
ーキポジション画面になり、
（システムモード時は表示
されません。）操作後、約5
秒で元の画面に戻ります。

GDレバーC

GDレバーB

GDA

G D レバーC ではCH3 が操
作 出 来 ま す 。操 作 と 共 に
LCD 画面は自動的にCH3 ポ
ジション
（位置）
表示になり、
（システムモード時は表示
されません。）操作後、約5
秒で元の画面に戻ります。
各ポジションの設定は、予
備CH の舵角調整方（27P ）
をお読み下さい。

GDB

GDC

各レバーの役割を変更する事が出来ます。
（GD レバーセレクト、28P ）
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送信機の使い方
簡単なサーボ舵角の合わせ方（ダイレクトセット機能）
ステアリング側

トリムレバーを操作

ホイルを左又は右一杯に
切った状態でステアリン
グトリムレバーを操作す
ると、サーボの左右別々
の舵角が調整出来ます。
トリムの操作と共にLCD画
面は自動的に左右のステ
アリングトラベル画面表
示になります。
(システムモード時は表示されません)

操作後、約5秒で元の画面
になります。
設定範囲は0～130です。

ステアリング
ホイルを

切る

右

一杯

に

左一杯

に

トリムレバーを操作すると舵角
(設定範囲0～130)が調整出来ます。

スロットル側

に押す

トリガーを前進又はブレ
ーキ一杯に操作した状態
でスロットルトリムを操
作するとスロットルの舵
角が調整出来ます。

ー

キ

一杯

トリムの操作と共にLCD画
トリムレバー
面は自動的に前後(F,B)の
を操作
スロットルトラベル画面
表示になります。

レ

(システムモード時は表示されません)

操作後、約5秒で元の画面
に戻ります。
設定範囲は0～130です。

スロットルトリガーを

前進一杯に引く

ブ

ブレーキ一杯に押す

トリムレバーを操作すると舵角
(設定範囲0～130)が調整出来ます。
ダイレクトセットで舵角を調整する時、トリムレバーを操作し終わってから
ホイルやトリガーをニュートラルに戻して下さい。逆に離すとトリムが動い
てしまう事があり ます 。
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LCD画面について
初期画面について
電源ON で初めに表示される画面です。
モデルナンバー(1～3)

モデルネーム

メモリーした設定データ3台分
の中の、現在のモデルナンバー。

出荷時は未登録です。

バッテリー電圧表示

各機能画面の呼び出しと一覧
本機の LCD 画面は 2 つのモード（グループ）に分かれて入っています。
よく使用する機能はファンクションモードに。リンケージ時や普段使
用しない機能はシステムモードに入っています。
初期画面からファンクションキーを押すと
ファンクションモードに入ります。その後
ファンクションキーを押す事により順次、
画面が切り換ります。

初期画面からセレクトキーを押したままフ
ァンクションキーの順に押すとシステムモ
ードに入ります。その後ファンクションキ
ーを押す事により順次､画面が切り換ります。
初期画面

ファンクションモード

ファンクション、
セレクトキーを
同時に押す。

システムモード

モデルセレクト (14P)

リバース (25P)

ステアリングトラベル (15P)

スロットルレスポンス (21P)

モデルネーム (29P)

予備 CH セレクト (26P)

ステアリングレスポンス (17P)

スロットルトラベル (19P)

ABS サイクル (29P)

GD レバーセレクト (28P)
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各機能の説明（ファンクションモード）
モデルメモリーを切り換える（モデルセレクト）
本機は３台分のデータを
メモリー出来ます。
このメモリーの切り換え
を行います。
初期画面からファンクシ
ョンキーを２回押すと、
モデルメモリーの画面に
なります。
(+)(-)キーにてモデルナン
バーを呼び出します。

注意!

モデルセレクト、GDセレクト は、
よく機能を熟知してから使用し
て下さい。
※誤った設定で車が暴走するこ
とがあります。
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各機能の説明（ファンクションモード）
ステアリングサーボの舵角を調整する（ステアリングトラベル）

□

調整の方法は3通りあります。
※リンケージ調整の前にGDレバーAのトラベルポジションを最大にセ
ットしておいて下さい。
ホイルを切った後トリムレバーを操作

トリムレバーで直接調整する場合。
（ダイレクトセット機能）
LCD 画面を初期画面かファ
ンクションモードの画面
にしておきます。(13P参照)
ホイルを右一杯に回した
状態で、トリムレバーを操
作すると、LCD 画面が自動
的に表示され、右側の舵角
が調整出来ます。
ホイルを左一杯に回した
状態で、トリムレバーを操
作すると、LCD 画面が自動
的に表示され、左側の舵角
が調整出来ます。

ステアリング
ホイルを

切る

右

一杯

に

左一杯

に

約5秒間操作が
ないと元の画
面に戻ります。

トリムレバーを操作すると舵角
(設定範囲0～130)が調整出来ます。

□

画面を呼び出して調整する場合。
初期画面からファンクシ
ョンキーを３回押すと、
ステアリングトラベルの
画面になります。
ホイルを右一杯に回した
状 態 で ( + ) ( - )キ ー に て
右側の舵角(設定範囲
0～130)が調整出来ます。
ホイルを左一杯に回した
状態で、(+)(-)キーにて左
側 の 舵 角 ( 設 定 範 囲
0～130)が調整出来ます。

(+)(-)キーを操作
ステアリング
ホイルを

ホイルがニュートラルの
状 態 で ( + ) ( - )キ ー に て
左右同時に舵角が調整出
来ます。

右

一杯

に

に
左一杯

ニュートラル
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切る

各機能の説明（ファンクションモード）
ステアリングサーボの舵角を調整する場合（ステアリングトラベル）

□

GDレバーAで調節する
GDレバーAのトラベルポ
ジションでは、ステアリ
ングトラベル画面上の数
値を最大として、舵角を
調整出来ます。走行しな
がらの調整が出来ます。

初期画面

(b)自動的に表示される
LCD画面を初期画面かファ
ンクションモードの画面
にしておきます。
GDレバーAを操作すると
(a)、LCD画面が自動的に
表示され(b)、左右同時に
舵角が調整できます(c)。
設定範囲は
(0～ステアリングトラベ
ル画面上の数値)までです。

注意!

リンケージ作業終了後、ステア
リングを一杯に操作してプッシ
ュロッドが、たわんだり、つっ
ぱったりしてサーボが唸ってな
いか、よく確認する。※サーボ
に無理がかかると、故障しやす
くなり暴走の原因になります。

(a)GDレバーAを操作
(c)左右同時に舵角が調整されます
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各機能の説明（ファンクションモード）
ステアリングの反応特性を変える（ステアリングレスポンス）
二種類の特性を選んで調整出来ます。

□

ステアリングカーブ
ホイル操作に対してサーボの動作をグラフの様にクイックに変化させます。
初期画面からファンクションキーを4回押すと、
ステアリングレスポンスの画面になります。
(+)(-)キーにてカーブ(設定範囲+1～+100)が調整出来ます。
画面の数値をプラス側
（+）
にセットするとカーブがクイックになります。

最
大

ステアリング
カーブが
0の時

サ
・
ボ
動
作
角

+100の時
0

最
大

左

ニュートラル
ホイル動作角

ステアリングの初期がよく反応しない車に効果的です。
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右

各機能の説明（ファンクションモード）
ステアリングの反応特性を変える（ステアリングレスポンス）

□

ステアリングスピード
サーボの最高スピードを
制限する事が出来ます。
設定スピードより遅いホ
イル操作の時はサーボは
制限を受けません。
初期画面からファンクシ
ョンキーを4 回押すと、
ステアリングレスポンス
の画面になります。

画面の数値をマイナス側
（- ）にセットするとスピー
ド調整が出来ます。
設定範囲は(-1～-100)で、
-100 でスピードが最大に
制限されます。

車をよく曲げる為には勿論セッティングは大切です。しかしホイル操作をパ
カパカと切っていたのでは、フロントタイヤがグリップを失ってしまいます。
ステアリングスピードを使用することで、ラフな操作を抑えグリップ走行を
可能にします。又、クイックすぎてフラ付く車もエキスパートの様に、抑え
て走らせることが出来ます。
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各機能の説明（ファンクションモード）

スロットルの動作量を調整する（スロットルトラベル）
前進側とブレーキ側の動作
量を、別々に調整すること
が出来ます。
調整の方法は３通りあります。

リンケージ調整の前に
G D レバー B のブレーキポジシ
ョンを最大にセットしておい
て下さい。

□

トリムレバーで調整する場合。(ダイレクトセット機能)
LCD画面を、初期画面かファンクションモードの画面にしておきま す。

前進側(F)の調整

に押す

トリガーを一杯に引いた
状態でスロットルトリム
レバーを操作すると、LCD
画面に前進側(F)が自動的
に表示され、調整が出来
ます。

ブレーキ側(B)の調整
トリガーを一杯に押した
状態でスロットルトリム
レバーを操作すると、LCD
画面にブレーキ側(B)が自
動的に表示され最大ブレ
ーキの調整が出来ます。

レ

ー

キ

一杯

トリムレバー
を操作

スロットルトリガーを

前進一杯に引く

ブ

ブレーキ一杯に押す

トリムレバーを操作すると舵角
(設定範囲0～130)が調整出来ます。
(約5秒で元の画面に戻ります。)

19

各機能の説明（ファンクションモード）

□

画面を呼び出して調整する場合。
初期画面からファンクシ
ョンキーを5 回押すと、
スロットルトラベルの
画面になります。

前進側(F)の調整
トリガーを放した状態でLCD
画面は前進側(F)の表示になっ
ています。

(+)(-)キー
を操作

(+)(-)キーで舵角が調整出
来ます。

ブレーキ側(B)の調整
トリガーを一杯に押すと
LCD画面はブレーキ側(B)
の表示になります。

トリガーを放している状態

ブレーキ一杯に押す

そのままの状態で(+)(-)キ
ーを操作すると最大ブレ
ーキが調整出来ます。

□

GDレバーでのブレーキ調整場合
GD レバーB のブレーキポ
ジションではスロットル
トラベル画面上の数値を
最大として、ブレーキ舵角
をセット出来ます。走行中
に調整することも出来ます。

自動的に表示される

LCD 画面を、初期画面かフ
ァンクションモードの画
面にしておきます。
G D レバーB を操作すると、
LCD 画面が自動的に表示され、
ブレーキ舵角が調整出来
ます。設定範囲は0～（ブレ
ーキトラベル画面上の数値）
までです。
GDレバーBを操作

警告!

リンケージ作業終了後、トリガーを一杯に操作してプッシュロッドが、たわんだり、
つっぱったりしてサーボが唸ってないか、よく確認する。
※サーボに無理がかかると、故障しやすくなり暴走の原因になります。
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各機能の説明（ファンクションモード）
スロットルレスポンス
スロットルレスポンスでは前進側とブレーキ側の特性を、各々2種類
選んで調整出来ます。前進側はスロットルパンチかTRCを、ブレーキ
側はブレーキパンチかABSを選択出来ます。

スロットルパンチ
トリガー操作の初めの動
作を、グラフの様にオフ
セットします。つまりス
ロットルの初期レスポン
スを向上させます。
初期画面からファンクシ
ョンキーを6回押すと、ス
ロットルレスポンスの画
面になります。トリガー
を離した状態でLCD画面 は、
前進側（F）になっています。

最
大

サ
・
ボ
動
作
角

スロットル
パンチが

ニ
奛
・
ト
ラ
ル

0の時
+100の時
ニュートラル

最大

スロットル動作角

画面の数値をプラス側(+)
にセットするとパンチ状
態になります。設定範囲
は+1～+100です。

電動カーでスロットルの初期の反応がない時やエンジンカーでクラッチがミ
ートするまでの不感帯が気になる時に大変有効です。数値を大きくするほど
トリガーの動きだしが大きくなります。
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各機能の説明（ファンクションモード）

TRC
トリガー操作のパワーON
方向のみ、操作スピード
を制限する事によりパワ
ーセーブをかけます。
初期画面からファンクシ
ョンキーを6回押すと、ス
ロットルレスポンスの画
面になります。トリガー
を離した状態でLCD画面 は、
前進側（F）になっています。
画面の数値をマイナス側
(-)にセットするとTRC動
作になります。設定範囲は
-1～-100です。-100でセ
ーブ量が最大になります。

必要以上のラフなパワー ON はタイム向上にはつながりません。無駄に電流
を消費してニッカドが持ちません。エキスパートドライバーはコーナーの早
いタイミングで、ゆっくりとパワーを入れることにより、電流を抑えた加速
を実現します。TRC を使えばガンガン、トリガーを握っても大丈夫です。
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各機能の説明（ファンクションモード）

ブレーキパンチ

トリガーブレーキ側動作角

ブレーキ操作の初めの動
作を、グラフの様にオフ
セットします。つまりブ
レーキの初期レスポンス
を向上させます。

最大
ブレーキ
パンチが
0の時

初期画面からファンクシ
ョンキーを6回押すと、ス
ロットルレスポンスの画
面になります。

ニュートラル
ニ
奛
・
ト
ラ
ル

+100の時

トリガーを一杯に押した
状態でLCD画面は、ブレ
ーキ側(B)になります。

サ
・
ボ
動
作
角

最
大

トリガーを一杯に押した
状態で画面の数値をプラ
ス側(+)にセットするとパ
ンチ状態になります。設
定範囲は+1～+100です。
ここで数値を大きくしすぎると、
サーボがスイッチ的な動作にな
る事があります。
(+)(-)キー
を操作

ブレーキ側一杯に押す
ブレーキ一杯に押す

電動カーでブレーキ初期の効かないアンプやエンジンカーでリンケージのガ
タ等でトリガー操作でブレーキの反応しない範囲を短縮出来ます。
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各機能の説明（ファンクションモード）
ABS
ブレーキ操作時に、自動的
に断続動作を行いポンピ
ングブレーキを行います。
初期画面からファンクシ
ョンキーを6 回押すと、ス
ロットルレスポンス画面
になります。

ABS がセットされると点滅します

トリガーを一杯に押した
状態でLCD 画面はブレーキ
側（B ）になります。
トリガーを一杯に押した
状態で画面の数値をマイ
ナス側（- ）にセットすると
ABS 状態になります。
画面の数値にてブレーキ
の戻り量を調整します。
設定範囲は-1～-100 です。

(+)(-)キー
を操作

A BS 動作にセットされると
パイロットランプが点滅
します。

ブレーキ側一杯に押す

ポンピングの早さ（周期）
が早すぎたり、遅すぎたり
する時はABS サイクル画面
(29P)で切り換えて下さい。

設定範囲は-1 ～-100 です。

注意!
ABS 動作中、スロット
ルトリムがブレーキ側
に大きくズレ、なをか
つブレーキトラベルが
大きくセットされてる時、
ブレーキ操作中に ABS
動作が抜けるような動
きをする事があります。
この場合ブレーキトリ
ムを 0 近くに合わせて
下さい。

ブレーキを効かせたいのに直にロックしてしまい、上手にセット出来ない時、
大変有効です。初めブレーキトラベルでロックぎりぎりに合わせます。次に
この画面で数値を段々に変えて効果を見ます。ロックしずらくなった所で、
再びブレーキトラベルを強くしてみて下さい。
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各機能の説明（システムモード）

サーボの回転、アンプの動作方向を変える（リバース）
ホイル、トリガーの操作と、サーボの回転方向が逆の場合に
使用します。
ステアリング(CH1)とスロットル(CH2)はサーボの回転方向を逆に
出来ます。

R EV ER S

CH3とCH4の予備チャンネルは操作レバーの操作方向を逆にします。
サーボの位置を逆にしたい時は予備CHポジション(27P)で行いま す。

初期画面からセレクトキ
ーを押したまま(a)ファン
クションキーの順に押す
と(b)システムモード画面
にな ります。

(a) 押したまま
(b)

システムモード画面から
ファンクションキーを1
回押すと、リバース画面に
なります。
セレクトキーでチャンネ
ル（ C H ）を 切 り 換 え 、方
向は(+)(-)キーにて切り換
えます。
チャンネル
(CH)
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方向

各機能の説明（システムモード）

予備チャンネル(CH3)(CH4)の動作を選ぶ。（予備CHセレクト）
予備チャンネル（CH3.4）の動作パターンを5通りに選べます。

1Position動作
プッシュボタンの様に動作します。
レバーを離してる時は(P1)、操作してる時は(P2)に動作します。
EGリモコンユニットに最適です。

2Position動作
トグルスイッチの様に動作します。
レバー操作により(P1)と(P2)が切り換わります。

3Position動作
3ポジション、スイッチの様に動作します。
レバー操作により（P1)(P2)(P3)が切り換わります。
電動トレーラーの変速機に最適です。

4Position動作
レバー操作により4ポジションの切り換えが出来ます。
(P1～4)オートサポートレッグ機構に最適です。

LIN動作（CH3のみ）
レバー操作により、最大240ステップのステップ動作をします。
細かく動作させたい機構に最適です。
初期画面からセレクトキ
ーを押したまま(a)ファン
クションキーの順に押す
と(b)システムモード画面
になります。

(a) 押したまま
(b)

システムモード画面から
ファンクションキーを2 回
押すと、予備CH セレクト画
面になります。
セレクトキーでチャンネ
ル（CH ）を切り換え、動作パ
ターンは(+)(-)キーにて切
り換えます。
チャンネル
(CH)

動作パターン

この機能は、通常 2CH で（ステアリング、スロットル）ラジコンカーを
お楽しみの方は必要ありません。
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各機能の説明
予備CHポジション（舵角）の設定法
GD レバーで切り換わる各ポジションのサーボ位置を調整します。
LCD 画面を初期画面かファンクションモードの画面にしておきます。

1Position～4Positionの場合

（例）GDレバーCにCH3で3Positionの設定

予備CH が設定されている
レバーを操作して各ポジ
ションをLCD 画面に表示さ
せます。
LCD 画面に各ポジションが
表示されてる間に(+)(-)で
調整します。
1P

レバーを操作

ポジション
各ポジションの位置

2P

3P

各Positionごとの位置を(+)(-)キーで調整

LINear(リニア)動作の場合
レバーを調整したい方向
に操作すると、設定舵角の
端一杯（リミット）の所で
クリック音が変化します。
レバーをそのままの状態
で保持しながら(+)(-)キー
で調整します。

レバーを操作
端一杯の所で
クリック音が変化

端

LIN 動作

端の位置

端

サーボ動作の端を(+)(-)キーで調整
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各機能の説明（システムモード）

GDレバーで動作出来る機能を換える（GDレバーセレクト）
GDレバー(A～C)で操作する機能を変更出来ます。

初期画面からシステムキ
ーを押したまま(a)ファン
クションキーの順に押す
と(b)システムモード画面
になります。

(a) 押したまま
(b)

システムモード画面から
ファンクションキーを3 回
押すと、GD レバーセレクト
画面になります。
セレクトキーで機能を変
更したいGD レバーA ～C を
切り換え、機能は(+)(-)キ
ーにて切り換えます。機能
は重複して設定出来ます
ので注意して下さい。
GDレバーC

セレクトキーで
GDレバー(A～C)を
切り換え

レバー(A～C)
(+)(-)キー
を操作して
機能を
切り換え

機能(

注意!

CH3 / CH4 / TRAV / BRAKE

GDレバーA

)

GDレバーB

CH3

チャンネル3
・・・・・・・
（3チャンネルの操作）

CH4

チャンネル4
・・・・・・・
（4チャンネルの操作）

TRAV

ステアリングトラベルポジション
・・・・・・・
（現在のステアリング舵角）

BRAKE

ブレーキポジション
・・・・・・・
（現在のブレーキ量）

モデルセレクト、GDセレクトは、よく機能を熟知してから使用して下さい。
※誤った設定で車が暴走することがあります。
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各機能の説明（システムモード）
ABSブレーキのポンピング周期を変える（ABSサイクル）
ABS ブレーキのポンピング周期
（間隔）を、2段階に切り換えます。
初期画面からセレクトキ
ーを押したまま(a)ファン
クションキーの順に押す (b)
と(b)システムモード画面
になります。

(a) 押したまま

システムモード画面から
ファンクションキーを4 回
押すと、ABS サイクル画面
になります。
(+)(-)キーにて切り換えます。
エンジンカーの時はSLO W 、
電動カーの時はQUIK がよ
いでしょう。

エンジンカーの場合、御使用になるスロットルサーボのスピードによって効
果は変わります。一般的には SLOW 側がよいでしょう。
電動カーのアンプの場合、御使用になるアンプのブレーキの効きによって変
わります。両方試して下さい。

モデルメモリーに名前を登録、変更、削除する（モデルネーム）
各モデルメモリーに6文字まで英数字、記号等を登録出来ます。

初期画面からセレクトキ
ーを押したまま(a)ファン
クションキーの順に押す
と(b)システムモード画面
になります。

(a) 押したまま
(b)

システムモード画面から
ファンクションキーを5 回
押すと、モデルネーム画面
になります。
セレクトキーでカーソル
（ア
ンダーライン）が移動出来
ます。
(+)(-)キーでカーソルの桁
の文字、記号等を選べます。
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カーソル

受信機側の接続のしかた

警告!

警告!

警告!

受信機の接続

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
る事が有ります。

クリスタル交換

アンテナ線

受信機、サーボ、スイッチ等の
コネクターは確実に奥まで入れる。
※走行中の振動でコネクターが
抜けると、暴走することがあり
ます。

BATT
SWハーネス

CH2

CH1
ステアリングサーボ

電動カーの場合（アンプ＋7.2V用FETサーボ）

受信機アンテナは切ったり、束
ねたりしない。※受信感度が下
がり、暴走することがあります。

注意!

送信機、受信機の電池の極性は
間違えない。
※機器が破損します。

注意!

送信機、受信機、サーボ、アンプ、
その他OPパーツは、必ず当社純
正品を御使用下さい。※当社純
正品以外との組み合わせにより
発生した損害等につきましては、
当社では責任を負いません。

アンプ又はスロットルサーボ

ステアリング用
7.2V FETサーボ

受信機

警告!

アンプ

エンジンカーの場合（6V用サーボ）
5N600mAh
6Vニッカド

サーボはゴムグロメットを必ず
使用し、サーボケースが直接メ
カプレート等に触れないように
する。※エンジンの振動が直接
伝わり、サーボが故障して暴走
することがあります。

SWハーネス

スロットル
サーボ

受信機

ステアリング
サーボ

エンジンカーの場合（7.2V用FETサーボ）
6N600mAh
7.2Vニッカド

スロットル
サーボ

FETサーボ用
レギュレター

ステアリング
サーボ
受信機
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受信機、搭載上の注意！
ノイズの発生源と誘導（電動カー）
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、アンプ、ニッカド、シリコンコード、これらの物からは出来
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

電気を流す素材（金属、カーボン）にも
ノイズが伝わってきてます
（電磁誘導）。
よって、シャーシやメカプレートにも
アンテナを密着させてはいけません。

受信機とアンテナホルダーの距離
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。

この部分も
アンテナですので
付近のノイズを拾います
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受信機、搭載上の注意！
受信機の搭載方法
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、
アンプ、
ニッカド、
シリコンコード等のノイ
ズ源から出来るだけ離し
ます。
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
アンプのスイッチ線も近
づけないで下さい。

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。
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受信機、搭載上の注意！
受信機の固定方法と向き（エンジンカー）
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。

警告!

エンジンの排気が、かかる所や高温になる所に搭載しない。
※受信機が故障し、暴走の原因になります。

アンテナパイプのたて方
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。
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LCD画面一覧

LCD 画面

機能名称

内容（出来ること）

参照ページ

初期画面

13P
スイッチ ON で初めに表示される画面

ファンクションモード画面

13P

ファンクションモードに入る時に表示される画面。

ステアリングトラベル

15P

ステアリング、サーボ全体の舵角を変える。

ステアリングトラベル L

15.12P

ステアリング、サーボ左側の舵角を変える。

ステアリングトラベル R

15.12P

ステアリング、サーボ右側の舵角を変える。

モデルセレクト

14P

モデルメモリーを切り換える。

ステアリングレスポンス

13P

ステアリングの反応特性を変える。

ステアリングレスポンス（-）

18P

ステアリングスピード。
車のステア特性をマイルドにします。
ステアリングレスポンス（+）

17P

ステアリングカーブ。
車のステアリング特性をクイックにします。
初期画面

P.10
スイッチ ON で表示される画面
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LCD画面一覧

LCD 画面

機能名称

内容（出来ること）

スロットルトラベル F

参照ページ
19.20P

スロットル前進側の舵角を変える。

スロットルトラベル B

19.20P

ブレーキ側の舵角を変える。

スロットルレスポンス F（+）

21P

スロットルパンチ。
前進側の初期をクイックにします。
スロットルレスポンス F（-）

22P

スロットル TRC
パワー ON の方向のみにパワーセーブをかけます。
スロットルレスポンス B （+）

23P

ブレーキパンチ
ブレーキの初期をクイックにします。
スロットルレスポンス B （-）

24P

ABS
ブレーキを自動的にポンピング動作させます。
システムモード画面

13P

システムモードに入る時に表示される画面。

サーボリバース

25P

サーボの回転方向を変える。

予備 CH セレクト

26P

予備 CH の動作方式を選ぶ。

GD レバーセレクト
GD レバーの機能設定を換える。
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28P

LCD画面一覧

LCD 画面

機能名称

内容（出来ること）

参照ページ

ABS サイクル

29P

ABS ブレーキのポンピング周期を変える。

モデルネーム

29P

各モデルメモリーに名前を入れる。

トラベルポジション

11.16P

現在のステアリングトラベル（舵角）を表示しています。

ブレーキポジション

11.20P

現在のブレーキトラベル（舵角）を表示しています。

トリムポジション ステアリング

10P

現在のステアリングトリム位置を表示しています。

トリムポジション スロットル

10P

現在のスロットルトリム位置を表示しています。

CH3 ポジション

11.27P

現在の CH3 の位置を表示しています。

CH4 ポジション

27P

現在の CH ４の位置を表示しています。

ローバッテリー

9P

バッテリー電圧が低下しています。

メモリーエラー

9P

CPU のメモリーデーターに異常が起きています。
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さくいん

LCD 画面

AUX.SEL

(P13.26)

ABS.CYCL

(P29)

BRAK ．Pos

(P11.20)

CH3.Pos

(P11.27)

CH4.Pos

(P28.36)

FUNCTION MODE

(P13)

GD.SELCT

あ

か

さ

た

な
は

ま
ら

(P28)

Low BATT

(P9)

MEMORY ERROR

(P9)

MDL.NAME

(P29)

MDL.SEL

(P14)

REVERSE

(P25)

SYSTEM MODE

(P13)

ST.TRAV

(P15)

ST.RESPS

(P17.18)

TH.TRAV

(P19.20)

TH.RESPS

(P21-24)

TRAV.Pos

(P11.16)

TRIM.Pos

(P10)

アンダーステア

(P38)

アラーム

(P38)

アンプ

(P38)

ＡＭ

(P38)

AC 充電器

(P38)

ABS

(P24)

FET サーボ

(P38)

LCD コントラスト

(P8)

ＬＥＤ

(P38)

LCD

(P38)

ＦＭ

(P38)

オートディスプレイ

(P10)

オーバーステア

(P38)

急速充電器

(P38)

クリスタル

(P38)

高周波アンプ

(P38)

コネクター

(P38)

コンピューター (CPU)

(P38)

サーボ

(P38)

システムモード

(P13)

GD レバー

(P6)

充電ジャック

(P6.8)

受信機（RX)

(P38)

ステアリングレスポンス

(P17.18)

ステアリングカーブ

(P17)

ステアリングスピード

(P18)

ステアリングトラベル

(P15.16)

スロットルレスポンス

(P21)

スロットルパンチ

(P21)

スロットルトラベル

(P19)

操作キーパネル

(P9)

セーバーホーン

(P38)

セレクトキー

(P9)

送信機 (TX）

(P38)

舵角（トラベル）

(P38)

ダイレクトセット

(P12)

チャンネル（CH ）

(P38)

DC 充電器

(P38)

トリム

(P38)

トリガー

(P38)

ニッカドパック

(P38)

ニュートラル

(P38)

27MHz 、40MHz

(P38)

ハイドロパック

(P38)

パイロットランプ（LED)

(P6.38)

バッテリーアラーム

(P9)

バンド

(P38)

バンドプレート

(P38)

ファンクションキー

(P9)

ファンクションモード

(P13)

プッシュロッド

(P38)

ホイル

(P38)

放電器

(P38)

(+)(-)キー

(P9)

モデルセレクト

(P14)

メカプレート

(P38)

レギュレータ

(P38)

リセット

(P9)

リバース

(P25)

LIN

(P27)

リンケージ

(P38)
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用語説明 ここではラジコン独自の専門用語を説明しています。

あ

AC 充電器

家庭用の 100V コンセントに接続する充電器。

アンプ 電動カーの動力用モーターの回転数を制御する装置、スピードコントローラーとも言う。
ＡＭ（アンプリファイアモジュレイション）

操縦信号を電波に振幅で変調する送信方式。

ラジオの AM 放送と同じく電波が強くてもノイズの影響を受けやすい性質がある。
アラーム

送信機のブザーで鳴らす合図。

アンダーステア

コーナリング中にパワーを上げると外側に膨らむ状態。

オーバーステア

コーナリング中にパワーを上げると内側に入り込む状態。

LCD

（リキッド、クリスタル、ディスプレイの略）液晶表示器。

LED
FET サーボ

ランプの様に発光する半導体、発光ダイオード。
サーボの出力を上げる為にモーター駆動素子を、従来のトランジスターの
代わりに FET を使用したハイクラスサーボ。

ＦＭ（フレケンシーモジュレイション）

操縦信号を電波に周波数で変調する送信方式。

ラジオの FM 放送と同じくある程度の電波の強さがあればノイズの混入に強い性質がある。

か

コンピューター (CPU) 従来の電子回路製品では不可能だった高度な制御を正確にこなすチップ。
高周波アンプ

従来のアンプに比べ、早い周期でモーターのスピード制御を行うアンプ。
高効率で細かくスムーズにコントロール出来る。

急速充電器

さ

ニッカド電池を急速に充電する充電器。

コネクター

脱着式の電気接点ユニット。

クリスタル

送受信機の周波数を決める部品、水晶から作られる。

ゴムグロメット

サーボを振動から守るゴム部品、サーボケースの耳に取り付ける。

セーバーホーン

ホーンの内部に緩衝装置を組み込んだ物、キットに付属してる。

送信機 (TX）

手に持ち操作して電波を発射する装置。

受信機 （RX)

送信機の電波を受けてサーボやアンプに制御信号を送り出す装置。

サーボ

た

トリガー

送信機の操縦信号を回転機械運動に変換する装置。
送信機で、ピストルの引き金の様に引いてスロットルを制御する機構。

トリム

サーボのニュートラルを調整する装置。

舵角（トラベル）

サーボホーンが回転する角度。

チャンネル（CH ）

送信機で個別に操作できるサーボ等の数。

DC 充電器

な

ニュートラル
27MHz

は

12V バッテリーや 12V 安定化電源に接続する充電器。

ニッカドパック (Ni-cd)

乾電池と異なり、繰り返し充電可能なニッカド電池を組み合わせた物。

送信機のスティックやホイルを離した状態、又、その時のホーンの位置。
ラジコンで使用出来る周波数帯の一つ、地上模型用で 12 バンドある。

ハイドロパック (Ni-MH)

ニッカド電池より高容量なニッケルメタルハイドライド
電池を組み合わせた物。

バンドプレート

自分の周波数を他人に表示する為のプレート。

バンド 周波数の事、クリスタルで決まる、同一周波数帯内でクリスタル交換により変更可能。
プッシュロッド
ホイル

ま

リンケージに使われる棒状の物。
送信機で、左右に回してステアリングを操作する機構。

放電器

ニッカド電池の残量成分を強制的に放出させる装置。

不感帯

ホイル、トリガーを操作してもサーボが動かない領域。

メカプレート

車のシャーシの上に付いてる、受信機やサーボ等を取り付ける板。

メモリー
40MHz

設定した送信機のデータを記憶する事。
ラジコンで使用出来る周波数帯の一つ地上模型用で 8 バンド、
上空模型用で 5 バンドある。

ら

リンケージ

サーボと模型の各機構を接続する連結機構。

レギュレーター

入力電圧を必要な電圧に安定化する装置。
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修理について

故障修理を依頼される時は
長く御愛用の結果、もしくは突発的な事故や自然故障によって修理依
頼される時は、次の項目を書いて修理品と共にお送り下さい。

（1）詳しいトラブルの状況。
（2）御使用の送信機、
受信機、サーボ、アンプの型番。
（3）搭載の車体名と搭載状況。
（4）お送りいただいた、品物の種類と数。
（5）住所、氏名、電話番号、在宅時間。

弊社の製造上の責任による故障の場合、保証書の規定に従い無償にて
修理いたします。
お客様の送信機内データを、修理内容によっては消去することがあり
ます。あらかじめご了承下さい。

〒116

東京都荒川区東日暮里 4-17-7

近藤科学株式会社

サービス部

TEL 03-3807-7751
電話によるお問い合せは、
土日祭日を除くAM9:00～PM5:00に
お願い致します。
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保証規定
この保証書により本製品を次の通り保証します。（日本国内のみ）
1

正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日
より6ケ月以内、無償修理いたします。
但し、本製品以外の物につきましては御容赦下さい。

2

保証期間内でも次の場合は保証の対象になりません。
(1)使用上の誤り、操作の過失、又は事故による故障。
(2)弊社以外で修理、改造された場合。
(3)本保証書をなくされた場合。
(4)修理の際に本保証書を添付されなかった場合。
(5)輸送中の事故が原因の故障。
(6)保管上の不備による故障。（温度、湿度、薬品等）
(7)販売店印、シリアル番号、お買い上げ日の記入が無い場合。
又は記載事項を訂正された場合。
( 8 ) 消 耗 部 品 （ ク リ ス タ ル 、 モ ー タ ー 、 コ ネ ク タ ー 等 ） に よ る 故障 。

3

お買い上げ店、又は当社に御持参、又は郵送される際の諸費用は、
お客様に御負担願います。又、お買い上げ店と当社間の運賃につき
ましては御負担いただく場合があります。

キリトリ線

〒116

東京都荒川区東日暮里 4-17-7

近藤科学株式会社
TEL 03-3807-7751

サービス部

キリトリ線

保証書
製品型名

シリアル No.

TEL

御愛用者住所

〒(

-

(

)

)
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リ
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線

お名前

保証期間

お買い上げ日

平成

年

月

日

有効期限

平成

年

月

日

6ヶ月間

上記の製品を裏面の通り保証します。
販売店印のないものは無効です。

販売店・印

近藤科学株式会社
〒116

東京都荒川区東日暮里 4-17-7
TEL 03-3807-7751

キリトリ線

販売店様控表
お買い上げ日
ご愛用者名
電話番号

平成

年

月

日

ご販売店様へ
1、お客様控えとして切りはなして保管下さい。
2、販売店の署名・捺印を必ずして下さい。
3、ご販売の時必ずお買い上げ日と有効期限を記入して下さい。
4、保証書裏面をよくご指導下さい。
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おもな仕様

送信機

KT-497FH

操作方式
チャンネル数
送信周波数
変調方式
ニュートラルパルス
データ保存メモリー
電源
消費電流

受信機

ホイル+グリップ式
４チャンネル
クリスタル交換にて周波数帯内の
全バンド
FM-PPM
1.5mSec
EEPROM
12V（乾電池８本）
又は9.6Vニッカド
及びハイドロパック
250mA 以下

KR-297FZ

受信方式
チャンネル数
受信周波数
中間周波数
電源電圧
寸法
重量

FM-PPM
２チャンネル
クリスタル交換にて周波数帯内の全バンド
455KHz
3.5～6.5V
36.6×26×15.5mm
13.5g
（クリスタル除く）

