ノーマルエクステンションユニット 2
近藤科学株式会社
KONDO KAGAKU Co., Ltd.

製品内容：

Drop Extension Unit 2
Instruction Manual

取扱説明書
www.kopropo.co.jp

ステアリングユニット -----------------------------------x1
ホイルキャップ治具 --------------------------------------x1

※対応機種：EX-RR、EX-2、EX-6R、EX-6
エクスパンションユニットのファームウェア Ver.2.12 以降
（Ver.2.10 以前のバージョンでは正常に動作しませんので、ご注意ください。）

www.kopropo.co.jp

KONDO KAGAKU Co., Ltd.

Parts List:

Steering Unit -------------------------------------------------- x1
Wheel Cap Remover ---------------------------------------- x1

*Compatible models: EX-RR,EX-2.EX-6R,EX-6
Xpansion unit ﬁrmware Ver2.12 or later is required.
(Please note that Ver. 2.10 or earlier software does not work properly.)

Introduction

はじめに

K.I.Y. CONCEPT

K.I.Y. CONCEPT とは
K.I.Y.（Kustomize It Yourself）CONCEPT は、
モジュールを自由に組み合わせ、自分好みのオリ
ジナル送信機を作ることができる全く新しいシス
テムです。K.I.Y. CONCEPT 搭載のユニットパーツ
は工具無しで簡単に脱着できます。

KO PROPO introduces Kustomize It Yourself
(K.I.Y.) an interchangeable transmitter. The
concept of the new K.I.Y. brings simplicity to
customizing and upgrading within a modular
system. The new transmitter is composed of 3
modular units: Steering, Throttle and Master
units.
About this manual

本取扱説明書の使い方
本製品の取り付けや操作方法は、標準のステアリングユニットと同
一です。送信機本体の取扱説明書をあわせてご覧ください。

Please read the manual carefully before using this product. If
you have any questions, please check the instruction manual.

取り付けについて

Installation
Attach to the Master unit

本体（マスターユニット）への取り付け

端子カバーを取り外し、マスターユニットに取り付けます。
ノーマル
エクステンションユニット2

Remove Connector Cover and attach to the Master unit.
Drop Extension Unit 2

ステアリングユニット
ロックレバー
ステアリングユニット
リリースボタン
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Steering Unit
Lock Lever

Steering Unit
Release Button
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After installation, be sure to perform the
following operation.
Volume information

取り付け後、
必ず下記の操作を行なって下さい。
ボリュームインフォメーション

Contact information for repairing goods

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。

Please write the following items in as much detail as possible and send it
with the repair goods.

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。

1. Situation of the trouble.

□ 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。保証書にご記入の上、弊社宛にお送りください。

■ 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
WEB ： http://www.kopropo.co.jp

2. Equipment used. (type of transmitter, receiver, servo, and esc)
3. Vehicle name and installing situation when being installed.
4. The type and the number of items that have been sent.
5. Return address, name, and telephone number

*

KONDO KAGAKU CO.,LTD
Service department

ADDRESS : 4-17-7 Higashi-Nippori, Arakawa-ku Tokyo
Japan 116-0014 Japan
TEL
: 0 3 - 3 8 0 7 - 7 6 4 8 ( s e r v i c e )
9:00-12:00 & 13:00-17:00 M-F except national holidays Saturday and Sunday closed
Latest information can be accessed here.
>> http://www.kopropo.co.jp

