
特にご注意頂きたい事項

（１）ステアリングやエクスパンションなど、各ユニットの取り付
　　 け、取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。

（２）

（３） エクスパンション装着時に電源オンのまま３分放置するとオペレー
　　 ションアラームが働きブザーが鳴ります。キー操作をすると 停止し
　　 ます。この機能は設定変更できませんのでご注意ください。

（４） EX-NEXTはアナログサーボ（PS-401など旧製品）はご　　 
　　使用できません。サーボが破損する可能性があります。

（５） EXP-201は EX-NEXT専用です。

近藤科学株式会社は、この製品についてアフターサービスその他の保証を
行います。ただし本製品の性格上次のような点については、保証致しかねま
すのでご了承ください。
1） 組み立てによるパーツ類の破損。
2） 組み立てた後の操作によるものと判断できる損害・不都合については、

過失・故意を問わず保証の対象となりません。
3） 本製品の改造、解析を行った場合。

製品の保証について

エクスパンション操作部

“本文中の会社名または商品名については、それぞれの商標 , または登録商
標です。”本製品に付属または弊社HPよりダウンロードしたソフトウェア
のご使用については、本製品の一部としての使用及びその目的での複製が
認められます。それ以外の用途にはご使用にならないでください。なお、本
製品およびソフトウェアの知的財産権やその他法的な諸権利は、近藤科学
株式会社にあります。法律に違反する行為（CD-ROM に収録のソフトウェ
アおよび取扱説明書などのマニュアル類に関する複製、改版、不特定多数に
対する無許可の公開・閲覧など）については、法令上の罰則、その他の適用
を申し立てる場合があります。

使用許諾について

製品についてのお問い合わせ

故障かな？と思ったら、まずは製品の取扱説明書、及び関連製品の取扱説
明書を一度ご確認ください。それでもわからなかった場合は、弊社サービ
ス部までお問い合わせください。また事前に故障の状況を下記項目に沿っ
て確認し、お手元にご準備ください。

□ お使いの（送信機・受信機・サーボ・モーター・バッテリー・エンジン・車）の名称
□ 故障してしまったときの使用状況と故障の内容や症状
□ お客様のご住所・氏名・連絡先電話番号

※修理を依頼される場合は、上記の内容を記入したものを必ず一緒にお送
りください。弊社の製造上の責任による故障の場合、保証規定に従い 6ヶ
月間は無償にて修理致します。

■ 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

 お問い合わせ ： 03-3807-7648（サービス部）
 営業時間 ： 月曜～金曜（祝祭日を除く）
   9:00 ～12:00 / 13:00 ～17:00

取 扱 い を 誤 っ て 使 用 し た 場 合、
〔死亡また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。

取 扱 い を 誤 っ て 使 用 し た 場 合、
〔傷害を負う可能性または物損事故のみが発生する
事が想定される〕内容です。

警告

注 意

ラジコンの性質上、取り扱い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さけて安全に本製品をお使いいただ
くために、下記項目をよく読んでお使いください。なお、下記の注
意事項に反して使用した場合のご自身や他人への損害は、弊社で
は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

安全について

機器の取り付け時の注意

● 送信機・受信機の電池を入れるときは、極性を間違えない。
　※製品が破損します。

警 告
禁止事項

● 本製品は、日本国内にて、用途が地上・水上模型に限定。
　※指定外の使用は危険ですのでおやめください。
● 送信機・受信機・サーボ・スピードコントローラー・その
他オプションパーツは当社純正品を使用する。 ※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かねます。

警 告
強制事項

使用時の注意

● 雷の鳴っているときには使用しない。 ※アンテナに落雷の
危険があります。

● 雨天や水たまりのある場所では使用しない。 ※製品に水が
入り、暴走することがあります。

● 次のような場所では使用しない。 ※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。

 1. ラジコンサーキットの近く（3km程度以内）
 2. 人や道路や車・船の近く
 3. 高圧線や通信施設の近く
● 疲労・飲酒・服薬により集中力に支障をきたすような時に
は使用しない。 ※判断ミスにより思わぬ事故を引き起こし
ます。

● エンジンの燃料や排気等を本製品の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
禁止事項

● 現在のモデルメモリーが実際に走行させるモデルのもの
か、必ず確認する。 ※暴走の原因になります。

● 送信機の機能設定を変更する時は、必ずエンジンを停止し
た（モーター配線を外した）状態でおこなう。警 告

強制事項

● 航空機内・病院内、火災報知器などの自動制御機器および
医療電気機器の近くなどでは、本製品は使用しない。 ※誤作
動による重大事故が発生する場合があります。また、法令上
他の無線機器や電子機器に影響を与える場合には、直ちに
使用を中止しなければなりません。

● 2.4GHz 帯のプロポには、(財 ) 日本ラジコン電波安全協会
の登録が必要。 ※ご購入いただいた送信機は登録済みの製
品です。登録証明機関の証明のないものは電波法違反とな
ります。

● 電源を入れるときは、送信機→受信器の順でおこない、切る
ときはその逆の受信器→送信機の順でおこなう。 ※順番を
逆におこなうと、受信器がノイズを拾い暴走することがあります。

● RF モジュール (EX-NEXTの場合、本体内蔵 )の分解は、法
令により禁止されており、罰則の対象。 ※すべての製品の分
解・改造はショートその他の事故の原因となります。また、
サービス部での修理の受付をお断りする場合があります。

注 意
強制事項

注 意
強制事項

使用後の注意

● 長期間使用しないときは、送信機から電池をはずしておく。
　※そのまま放置すると、電池の液もれにより送信機が破損す
る恐れがあります。

● 送・受信機は下記のような場所には保管しない。
 1. 極端に熱い所や寒い所（40°以上～10°以下）
 2. 直射日光の当たる所 3. 湿気の多い所 4. 振動の多い所
 5. 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。

注 意
強制事項

使用方法 ＜マスターユニットEX-NEXTに固定する場合＞各部の説明

　No.10546バッテリースタンドユニットをご使用いただくと、
　LiFe/LiPo バッテリーをご使用いただけます。
　＜過放電保護のため、必ず「バッテリー」を設定してください＞
　　①[セッテイ]＞[システム]＞[バッテリー]＞と進み、ENTキーを押します。
　　②ご使用のバッテリーにあった設定にします。
　

※バッテリー種類を誤って設定してしまった場合、BACKキー
　長押しで警告メッセージをキャンセルし、初期画面を表示す
　ることができます。正しいバッテリーに再設定してください。
　例）乾電池を使用しているときに、LIPOモードを選択して
　　　しまい、動作停止モードから復帰できない場合など。

BACKキー

※詳細機能と操作については取扱説明書をご参照ください。

L（ < ）キー R（ > ）キーENTキー

画面操作は、ENT操作キーと L（ < ）キー、R（ > ）キー、
BACKキーの4つでおこないます。

ENTキー : 
カーソル（黒反転）で選択中のメニューに進んだり、設定変更
モード（カーソル点滅）に入ります。設定変更後に再度ENT
キーを押すと、カーソル点滅が終了します。

L（ < ）キー : 
カーソルを左へ移動します。（カーソル点滅中の）設定変更モ
ードでは数値を減らします。

R（ > ）キー :
カーソルを右へ移動します。（カーソル点滅中の）設定変更モ
ードでは数値を増やします。

BACKキー：
1つ上の階層メニューに戻ります。設定変更モードではカー
ソル点滅が終了します。

L（ < ）キー・R（ > ）キー同時押し : 
設定変更モードで数値をリセットします。

www.kopropo.co.jp

LCD エクスパンションユニット2 EXP-201
スタートアップガイド Ver.1.00

近藤科学株式会社
KONDO KAGAKU Co., Ltd.

www.kopropo.co.jp

製品内容：No.10672　LCD エクスパンションユニット 2 EXP-201
LCD エクスパンションユニット 2 EXP-201 -------------------------  x1
モニターブラケット / ナットホルダー ------------------------------  x1
2.6-8BH タッピングビス --------------------------------------------  x4
M2-6 キャップビス ---------------------------------------------------  x1
二又コード ll  -----------------------------------------------------------  x1

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使
用の前に、この「スタートアップガイド」で必要事項をご確認の上、詳細
はEX-NEXTの取扱説明書（PDFファイル）をお読み下さい。
※取扱説明書は下記URLからダウンロード可能です。
　EX-NEXT
　｠https://www.kopropo.co.jp/supports/view/283

M2-6
キャップ

 x 1 本

使用ビス

2.6-8BH
タッピング
x

 
4本

使用ビス

①モニターベースをエクスパンションに平行に取り
　付けます。※工場出荷時の状態です。

ケーブル穴と突起の位置を合わせます。

M2.6-6BH
x 2 本

②モニターブラケットをマスターユニットに取り付
　けます。※［A▼］の刻印をステアリング側に向けます。

x ４本
2.6-8BHタッピング

マスターユニットのコネクタ
ソケットにエクスパンション
ユニットのコネクタを接続。

③エクスパンションユニットをマスターユニット
　に取り付けます。

A▼：正面向きにマウントする場合

正面向き、または、横向きに固定できます。
詳細はEX-NEXT取扱説明書をご参照ください。

サーボの設定のみのご使用の場合は取付は不要です。

マスターのEXP端子カバーを取り外してからご使用ください。

モニターベースとブラケットの固定ビスを間違えないよう
ご注意ください。

付属のモニターベースとブラケットの向きを変えることで、
搭載方向を２通りに変更できます。P

1 

1 

2

M2.6-6BH
x  2本

使用ビス

ブラケットの凹みにベースの端を合わせながら
差し込んでスライドさせます。

M2-6キャップビスを
締めて固定します。

A



二又コードll

<ICS対応サーボ>
RSx/RSx2/RSx3/BSx2/BSx3 各シリーズは
「SERVO MOTOR SET」を選択します。

<パラメータについて>

※「SERIAL SERVO MOTOR SET」はシリアル対応
　 サーボ用です。

KR-420XTのB/Sポートに接続した場合、以下の
送信機操作に対応します。
　ID1：ステアリング操作
　ID2：スロットル操作
　ID3：3CHコントロール
　ID4：4CHコントロール
　　※ID5～8は使用できません。
　　　（2020年12月現在）

【設定範囲】
　・Stretch1　ストレッチ1
　 （ニュートラル付近の保持特性設定）
　　0～255

　・Stretch2　ストレッチ2
　 （ Stretch1以外の範囲の保持特性設定）
　　0～255

　・SPEED　スピード
　 （最大スピード設定）
　　0～127

　・PUNCH　パンチ
　 （初期レスポンス設定）
　　0～30

　・DEADBAND　デッドバンド
　 （ニュートラル帯設定）
　　0～5

　・DAMPING　ダンピング
　 （ブレーキ特性設定）
　　0～255

　・FREQUENCY　
　 （モーターのドライブ周波数設定）
　　x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64

※「MASTER UPDATE」は使用しません。

電源投入後、5秒ほど待ってから操作してください。

▶MODEL
1.サーボに保存しているモデルを選択します。
【設定範囲】MODEL：1～5

2. ICSパラメータを変更することができます。
　 各設定値は変更する毎にサーボへ数値が送られ、
　 特性が変化します。
　 必要であれば初期値をメモなどで残してください。

3.終了するにはバッテリーを取り外してください。

① 最初に接続します

②

③ 最後に接続します

受信機用バッテリーやESCなど、
電源を接続します。（電源電圧4.8～7.4v)

シリアルサーボ

推奨：Txリフェバッテリー 2N-1550

4Sシリーズ

ICS対応サーボ
RSx/BSxシリーズ

No.73018 ¥3,800
必ずご使用のサーボに対応したメニューを選択し
てください。誤ったメニューを選択するとサーボ
が誤動作したり、設定の変更を行なうことができ
ません。

ICS設定の初期値はサーボの機種ごとに異なり保
持されません。必要に応じてメモなどで残してお
くことをおすすめします。

<シリアル対応サーボ>
4Sシリーズは
「SERIAL SERVO MOTOR SET」を選択します。

▶MODEL
1.サーボに保存しているモデルを選択します。
【設定範囲】MODEL：1～5

2. ICSパラメータを変更することができます。
　 各設定値は変更する毎にサーボへ数値が送られ、
　 特性が変化します。
　 必要であれば初期値をメモなどで残してください。

3.終了するにはバッテリーを取り外してください。

▶ID
サーボのIDを変更します。
【設定範囲】ID：1～4

必ずご使用のサーボに対応したメニューを選択し
てください。誤ったメニューを選択するとサーボ
が誤動作したり、設定の変更を行なうことができ
ません。

正常にデータが表示されず、各パラメーターが０
になる場合

１）＜ICS対応サーボ＞＜シリアル対応サーボ＞
　　種別の誤りがないか、ご確認ください。

２）エクスパンションとサーボの接続（爪を切っ
　　ている場合のコネクターの向きなど）をご確
　　認ください。

ICS設定の初期値はサーボの機種ごとに異なり保
持されません。必要に応じてメモなどで残してお
くことをおすすめします。

FREQUENCY
ドライブ周波数を変更することにより、特性を変
更できます。x1→x2→x4～の順に高周波になり
ます。高周波でドライブすると滑らかな動作にな
り燃費が向上しますが、スピードとトルクは低下
します。低周波でドライブするとスピードとトル
クは向上しますが、荒い動作になり燃費が悪化し
ます。　　

P

使用方法 ＜サーボを設定する場合＞

ICS パラメータの設定エクスパンションとサーボの接続1 2

SERVO MOTOR SET

SERIAL SERVO MOTOR SET

MASTER UPDATE

SERVO MOTOR SET

STRCH1:
STRCH2:
SPEED:
PUNCH:

1

95
255
110

0

0
30
X8

MODEL:

DEADBAND:
DAMPING   :
FREQUENCY:

SERIAL SERVO MOTOR SET
　　　　ID:

STRCH1:
STRCH2:
SPEED:
PUNCH:

11

95
255
110

0

0
30
X8

MODEL:

DEADBAND:
DAMPING   :
FREQUENCY:

SERVO MOTOR SET

SERIAL SERVO MOTOR SET

MASTER UPDATE

※ID5～8は表示されますが選択できません。

** PLEASE TURN ON THE      **
** POWER OF MASTER UNIT **

** PLEASE TURN ON THE      **
** POWER OF MASTER UNIT **


