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������������������クイックスタートガイド�  

お使いになる前に必ずお読みください  

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。 

ご使用の前に必ず本書をご覧になり、本製品の機能や操作方法を正しくご

理解くださいますようお願いします。また、お客様が製品を第三者へ譲渡

するときは、本書も一緒にお渡しください。 

安全のために  

 

下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡にいたる

危害が発生することがあります。 

このようなケースは品質保証の対象になりません。 

製品について  

> 本製品はおもちゃではありませんので、��歳以下のお子様には使用させ

ないでください。 

> お子様やペットの手の届く場所に保管しないでください。 

> 故障の原因になりますので、水に濡らしたり、高湿度の場所での保管は

お止め下さい。また、温度差の激しい場所にさらすと結露が発生し、本

製品の内部や外部に水滴が付くことがあります。この状態でお使いにな

ると故障の原因となりますので、電源を切って周囲の温度に十分馴染む

まで時間をおいてください。 

> 機体やコントローラを直射日光に長時間さらさないでください。 

> 正常に動作していない、あきらかに破損していると判断できる状態で使

用しないでください。 

フライト前に  

> 本製品は無線 ���等のワイヤレス機器と同じ ������帯の電波を使用し

ています。フライトは電波影響のない場所でお楽しみください。 

> フライト前に必ず機体やコントローラに異常がないか点検してくださ

い。 

> 十分に充電された専用 �����バッテリーをお使いください。バッテリー

の残量は常に確認し、容量が不足した場合は説明書の指示に従って充電

してください。 

> コントローラの電源は必ず最初に入れてください。意図しない動作を 

防ぐために、電源を入れる前にスロットルスティックが下側いっぱいに

倒れていることを確認してください。 

> 周囲の安全を確認してから、責任を持ってお楽しみください。室内では

家具や照明器具、ご自身から十分に距離を取ってください。 

> 本製品の性質上、お客様が製品を使用して発生した損害について、メー

カーと販売元は一切の責任を負いません。 

使用中は…  

> 回転するプロペラは大変危険です。フライト中は手や顔にプロペラが 

接触しないように注意してください。 

> フライト中やフライト後はモーターやバッテリーが発熱することがあり

ます。連続使用は避けて ��分程度冷ましてから触るようにしてくださ

い。 

> 着陸後は機体から �����バッテリーを取り外してください。取り外した

バッテリーはお子様やペットの手が届かないように注意してください。 

> フライト中はコントローラの電源を切らないでください。 

> 万一、墜落した場合はすぐにモーターの回転を止めて、プロペラや 

モーターの破損を防ぎましょう。再フライトの前にプロペラに傷や 

裂け目がないか、機体に損傷がないかよく確認してください。 

> 墜落などの強い衝撃が加わると、ジャイロセンサに破損や狂いが生じる

ことがあります。外的な損傷がなくても、必ず動作チェックを行って 

ください。 

> 飛行中にバッテリーを使い切ると墜落してしまいます。 

バッテリーの残量は機体のステータス ���とオリエンテーション ���で

お知らせします。バッテリーの残りがわずかになったら早めに着陸して

ください。 

電池 �バッテリーについて  

> 指定の �����バッテリー、電池以外は使用しないでください。 

> 電池のプラスとマイナスをよく確認して機器に装着してください。 

> 使用しないときは機器から取り外してください。取り外した電池は 

お子様やペットの手が届かないように注意してください。 

> 新旧、種類、銘柄の違う電池を混用しないでください。電池は一度に 

すべて交換してください。 

> ショートさせたり火中に投げ入れないでください。 

> 爆発の危険がありますので、充電できない電池は充電しないでくださ

い。 

����� バッテリーについて  

 

Li-Poバッテリーは取扱いを誤ると大変危険です。最悪の場

合は火災や死亡事故の原因となる可能性があることを十分

にご理解いただき、慎重にお取扱いください。 

 

 

使用しないときは、必ず Li-Po バッテリーを機体から取り

外してください。Li-Poバッテリーを接続したまま放置する

と完全に放電して使用できなくなります。また、プロペラが

不用意に動いて損傷したり怪我をする原因になります。 

 

> 危険ですので以下の行為は絶対におこなってはいけません。 

» 傷付いたり変形した �����バッテリーの充電や使用 

» �����バッテリーの分解、改造、ショート、被覆への穴あけ 

» 濡らしたり火中への投げ入れ 

> 使用後は発熱しますので、��分程度冷ましてから再充電してください。 

> 専用充電器以外での充電は絶対にお止め下さい。 

> 直射日光の下など高温になる場所や、燃えやすい物の上では充電しない

でください。また、充電中は充電器のそばを離れないでください。 

> 万一、充電中に �����バッテリーが膨らみ始めたら直ちに充電を中止

し、発火しても火災にならないような安全な場所でしばらく様子を見て

ください。 

> 充電が完了したら必ず充電器から取り外してください。 

> 満充電のまま保管しないでください。 

最新マニュアルのダウンロード  

本書は英文取扱説明書の主要な部分を抜粋し、日本語に翻訳したもので

す。取扱説明書のすべての内容を含んでおりませんので、本書とあわせて 

英文取扱説明書もご覧いただくことをお勧めします。 

 

最新版の英文取扱説明書は下記 ���より入手できます。 

������������������������������������������������������������� 

パッケージ内容  

�������������������� 

��コントローラ※ 

��������バッテリー�������� 

������充電器 

���スペアプロペラ 

���スピンナー 

���スピンナーワッシャー  

��� 単 � 乾電池※ 

���ステッカー 

���トリガーケーブル��線ケーブル� 

������ 受信機接続ケーブル��線ケーブル� 

���取扱説明書 
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各部の名称  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. リアプロペラ�黒� 

2. モーター 

3. キャノピー 

4. スピンナー 

5. ランディングレッグ 

6. フロントプロペラ�赤� 

7. オリエンテーション ��� 

8. ブーム 

9. ステータス ��� 

10. ��� ケーブル 

11. バッテリーストラップ 

12. バッテリートレイ 

13. バインドボタン 

14. バッテリーコネクタ 

15. �����バッテリー 

16. � ピンプラグ 

17. 充電ソケット 

18. ���バッテリー充電器 

����高度保持ボタン 

���� 右コントロールレバー 

  �スロットル，エルロン� 

���� エルロントリムボタン 

����モードボタン 

����電池ボックス�裏側� 

���� オン�オフボタン 

����ラダートリムボタン 

���� エレベータトリムボタン 

���� 左コントロールレバー 

  �エレベータ，ラダー� 

����� アクロバットボタン 

����� バッテリーの充電  

 

Li-Poバッテリーの充電には、5V 2A(10W)以上供給できる

電源(UVB ACアダプタなど)をご用意ください。 

パソコンの UVBポートを使った充電は、パソコンを破損さ

せる原因と成り得ますのでお止め下さい。 

1. ���バッテリー充電器を ������ アダプタに接続します。 

2. ���� � �� アダプタをコンセントに差し込みます。 

3. 充電器の ���が点灯したら、充電器のソケットに �����バッテリーの

� ピンプラグを差し込みます。�向きに注意！� 

4. バッテリーに異常がなければ充電が始まります。 

> ������の �����バッテリーは、ふたつバッテリー�セル�がひとつに

パックされています。充電器はそれぞれのセルを個別に充電し、

���でそれぞれのセルの充電状態を表示します。 

» ���点灯：充電中 

» ���点滅：バッテリー不良もしくはプラグの接触不良 

» ���消灯：充電完了 

> セルの残量によっては充電が同時に終了しない場合があります。 

 

ふたつの LEDが消灯するのを待って Li-Poバッテリーを 

取り外してください。 

 

����� バッテリーの取り付け  

 

Xtremeへ Li-Poバッテリーを取り付ける前に、 

必ずコントローラの電源を入れてください。 

1. ������を裏返して、柔らかく平らな場所に置いてください。 

2. ������を下から支えます。 

3. �����バッテリーの � ピンプラグを ������のバッテリーコネクタに差し

込みます。バッテリーコネクタに強い力が加わると故障の原因になりま

すので注意してください。 

 

Xtremeの電源がオンになりましたので、これ以降の操作は

注意して行ってください。 

4. ケーブルがねじれないように注意しながら、�����バッテリーをバッテ

リートレイに置きます。ケーブルがねじれてしまう場合は、�����バッ

テリの向きを変えてください。 

5. バッテリーストラップで固定します。 

����� バッテリーの保管  

> 使用後は �����バッテリーを ������から取り外し、コントローラの電

源をオフにします。 

> 取り外した �����バッテリーは冷暗所に保管してください。子供やペッ

トの手が届かないように注意してください。 

コントローラのバッテリー  

1. 電池ボックスのカバーを取り外します。 

2. 単 � 乾電池 �本を＋－に注意してセットし、カバーを元に戻します。 

 

アルカリ電池をご使用ください。ニッケル水素電池や 

オキシライド電池は使用できません。 
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機能と操作について  

 

フライトの前に機能と操作方法を完全に理解してくださ

い。もし Xtremeのようなヘリコプターを初めて取り扱う

なら、特に慎重に始めてください。 

コントローラの電源オン �オフ  

���バージョンに付属のコントローラについて説明します。�������や ���

受信機をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説明書をご参照くださ

い。 

> バッテリーボックスに単 �電池をセットします。 

> コントローラの電源オン�オフボタンを押すと、ビープ音�♪♪�が鳴り電源

がオンになります。 

> もう一度電源オン�オフボタンを押すと、ビープ音�♪�が鳴り電源がオフ

になります。 

> 電池が消耗した状態で電源オンになると、安全装置が働いて自動的に電

源オフになります。 

> フライト中に電池が一定以上消耗すると、警告音�♪♪♪�が鳴ります。 

すぐにフライトを中止して電池を交換してください。 

> �分以上操作がない場合は自動的に電源オフになります。 

> アラーム機能でフライトの経過時間をお知らせします。 

» アラーム ����分���� ♪� �� 秒�� ♪� �� 秒�� ♪� �� 秒�� ♪ 

» アラーム ����分���� ♪♪� �� 秒�� ♪♪� �� 秒�� ♪♪� �� 秒�� ♪♪ 

» アラーム ����分���� ♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪ 

» アラーム ����分���� ♪♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪♪� �� 秒�� ♪♪♪♪ 

コントローラと ������ のバインド  

 

ご購入いただきましたら、最初にバインドを行ってくださ

い。バインドは一度行えば、以後は必要ありません。 

以下の手順を 30秒以内に行ってください。 

 

1. スロットルスティックが下側いっぱいに倒れているか確認します。 

2. ������に �����バッテリーを接続すると、ステータス ���は緑に点灯

します。 

3. ステータス ���が緑�赤の点滅になるまで、バッテリートレイ横のバイ

ンドボタンを押し続けます。 

4. コントローラの電源をオン�♪♪�にし、すぐにオフ�♪�にします。次に電

源オン�オフボタンを押し続けます。 

5. 確認のビープ音が鳴り、機体のステータス ���がフライトモードの色

で点滅したら、電源オン�オフボタンを離します。 

スティックとトリムボタンの操作  

コントローラのスティックを操作すると、������はその方向に動きます。 

トリムボタンは各スティック操作の微調整に使用します。 

 

 

スロットル�上昇・下降� 

 

 
 

 

ラダー�左右に回転� 

 

 

エレベータ�前進・後進� 

 

 

エルロン�左右に移動� 

 

 

フライトモードの切換え  

1. スロットルスティックを下側へいっぱいに倒します。 

2. ������に �����バッテリーを取り付けます。 

3. コントローラのモードボタンを短く �回押すとビープ音�♪�とともにフラ

イトモードが切り換わります。 

» ビギナーモード：ビープ�♪��  

» スポーツモード：ビープ�♪♪��  

» エキスパートモード：ビープ�♪♪♪��  

ビギナーモード  

> 操縦に不慣れなユーザーを対象としたモードです。スティック操作に対

して、機敏に反応しないように調整されています。 

> アクロバットモード、高度保持モードは使用できません。 

> オートレベル機能が働きます。エルロンやエレベータスティックから指

を離すと、������は自動的に水平状態に戻ります。 

> モーター出力が抑えられますので、屋外ではフライトできません。 

> カメラを搭載した飛行には向きません。 

スポーツモード  

> アクロバットや空中撮影など、屋外フライトのためのモードです。 

> アクロバットモード、高度保持モードが使用できます。 

> オートレベル機能が働きます。エルロンやエレベータスティックから指

を離すと、������は自動的に水平状態に戻ります。 

> 屋内のフライトには向きません。 

エキスパートモード  

> アグレッシブなフライトが楽しめるモードです。スティック操作に機敏

に反応します。 

> アクロバットモード、高度保持モードは使用できません。 

> オートレベル機能は働きません。 

> 屋内のフライトには向きません。 

������ のステータス ��� について  

> ステータス ���が点滅 

» フライト可能な状態です。ステータス ���はフライトモードを表す色

でゆっくり点滅しています。 

ビギナーモード：緑 

スポーツモード：オレンジ 

エキスパートモード：赤 

 

> ステータス ���が点灯 

» 電源はオンになりましたが、コントローラとの通信が正常に行われて

いません。コントローラと ������の電源を入れなおしてください。 

 

> ステータス ���がオレンジで素早く点滅する場合 

» �����バッテリーが残りわずかですので、すぐにフライトを中止して

ください。 

» �����バッテリーの残りがなくなると、ステータス ���がオレンジの

点灯状態になり、モーターの電源が自動的にオフになります。 

 

> ステータス ���が赤で素早く点滅する場合 

» プロペラが障害物に当たって安全装置が働き、モーターの電源がオフ

になりました。 

 

Li-Poバッテリーが残りわずかになると、機体側面の 

オリエンテーション LEDも点滅を始めます。 

飛行中にオリエンテーション LED が点滅したら、すぐに

フライトを中止してください。 
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初めてのフライト  

平らな場所から離陸してください  

離陸はできるだけ水平な固い場所を選んでください。毛足の長いカーペッ

トの上などは適しません。 

オリエンテーション ��� のオン �オフ  

コントローラから点灯をコントロールできます。モーターが回っていない

状態で、右スティックと左スティックを同時に右下へ倒すと、���が点灯�

消灯します。 

モーターの始動 �停止  

コントローラの右スティックが一番下の状態で、左スティックを左下に倒

すとモーターが回転を始めます。もう一度左スティックを左下に倒すとモ

ーターが停止します。 

 

  

動作方向のチェック  

������がわずかに浮上するまでスロットルスティックをゆっくり上げてい

きます。浮上したらエルロン�エレベータを少し操作して、������が正し

い方向に移動するか確認します。 

離陸  

高度が ����程度になるようにスロットルスティックを操作します。この高

度になると、地面効果を受けなくなり更に安定します。各スティックを操

作して ������の動きを制御します。高度が上がりすぎたら、スロットルス

ティックを少し下げてください。慣れるまではゆっくりと操作しましょ

う。 

着陸  

������が地面に接するまでスロットルスティックを少しずつ下げます。 

着陸時は ������が垂直に降下するようにしてください。地面に多少強くぶ

つかっても構いませんが、横方向に移動しながらの着陸は避けてくださ

い。着陸したらスロットルスティックを完全に下げてモーターを停止させ

ます。 

トリム調整  

スティックを操作していないのに ������が大きく移動してしまう場合は、

移動してしまう方向と逆方向のトリムボタンを押して調整します。 

トリム調整量が極端に大きい場合は、モーターやプロペラに異常がないか

確認してください。 

 

 

トリム調整だけでは機体を完全に静止できません。 

空中で機体を静止させるには常に操作を行い、機体の姿勢

を一定に保つことが必要です。 

最初のフライトは 30～60秒程度をお勧めします。 

ステックをゆっくりと操作し、操縦に慣れてきたらラダー

で機首の方向を変えたり、エルロンとエレベータでターン

をしたり、少しずつ新しい操縦にチャンレンジしましょう。 

アクロバットモード  

���バージョンに付属のコントローラについて説明します。�������や ���

受信機をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説明書をご参照くださ

い。 

 

 

アクロバットモードはスポーツモードでのフライト中に 

利用できます。 

 

 

アクロバットモードは広い場所でお使いください。少な

くとも 15m x 15mの空間が必要です。 

不慣れな状態でのアクロバットフライトは事故の原因に

なりますので絶対に行わないでください 

 

 

アクロバットはすべてのモーターが完璧に動作している

ことが必要です。垂直に上昇・下降できない場合は、プロ

ペラやモータを交換してください。 

アクロバットフライトには危険が伴います。フライト中

に発生した損害についてメーカーと販売元は一切の責任

を負いません。 

アクロバットモードのオン �オフ  

フライト中にコントローラのアクロバットボタンを押します。ボタンを押

している間はアクロバットモードがオンになり、離すとオフになります。 

アクロバットモードがオンになるとオリエンテーション ���が素早く �回

点滅する状態になります。 

フリップ �ロール  

> アクロバットボタンを押したまま、エレベータをいっぱいに倒すと 

倒した方向へフリップします。 

> アクロバットボタンを押したまま、エルロンをいっぱいに倒すと 

倒した方向へロールします。 

スポーツモードでのフリップ  

まず、�メートルほど高度を取ってからアクロバットモードをオンにしま

す。 

次に、フルスロットルにして約 � 秒後にフリップ�ロールしたい方向へステ

ィックをいっぱいに倒し、機体が回転したらすぐに戻します。 

機体が安定して再び上昇するまで、スロットルは最大のままにします。 

スポーツモードでは機体が逆さまになると、モーターパワーが下がるよう

自動的に制御されます。 

エキスパートモードでのフリップ  

エキスパートモードではアクロバットモードを使用できません。姿勢制御

は操縦者が行います。 

まず、�メートルほど高度を取ってからフルスロットルにします。 

次に、フリップしたい方向へスティックをいっぱいに倒したら、スロット

ルスティックを約 ���戻します。 

機体が回転し終えて水平になったら、すぐにフルスロットルにします。 

エキスパートモードでは、スポーツモードのようにモーターパワーは制御

されません。 

高度保持モード  

高度保持モードはスポーツモードでのフライト中に利用できます。 

高度保持モードがオンになると、ステータス ���とオリエンテーション

���が素早く点灯します。 

1. スポーツモードを選択します。 

2. 希望する高度まで ������を上昇させます。 

3. 姿勢が安定したら高度保持ボタンを押します。 

4. 高度保持モードが働いている間は、高度調整をする必要はありません。 

5. ラダー、エルロン、エレベータは操作可能です。 

6. スロットルスティックを一定以上操作すると、高度保持モードは 

自動的に解除されます。 
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��� 受信機を使う  

������は ���方式の受信機を搭載することで、専用コントローラの代わり

に、汎用のプロポでコントロールすることが可能です。 

 

 

PPM (パルスポジション変調)方式と PWM(パルス幅変調) 

方式には互換性がありません。 

PWM方式の受信機は信号を変換してお使いください。 

 

������は、プロポとバインドされた ��� 受信機が接続されると、その受信

機と自動的に接続します。 

 

 

PPM 受信機と接続すると、専用コントローラからは操作で

きなくなります。 

 

��� 受信機をお使いになるには、以下の条件を満たす機器が必要です。 

> プロポ 

» � チャンネル以上� �� チャンネル以上推奨� 

» � ポジション�トグルスイッチ� �� 

» � ポジション�トグルスイッチ� �� 

> ���方式をサポートした � チャンネル受信機�� チャンネル以上を推奨� 

※��� 受信機は使用できません。 

> ������に受信機を接続するための �線ケーブル 

                 �製品に同梱されています� 

キャノ ピーについて  

キャノピーは �か所で固定されています。取り外す際は �か所のロックが

同時に外れるよう、まっすぐ引っ張ってください。斜めに引っ張るとキャ

ノピーが割れることがあります。 

 

 

キャノピーを取り外すとフライトコントローラが剥き出し

になります。静電気などが故障の原因になりますので、 

電子部品に触れないよう注意してください。 

> キャノピーは取り付け方向が決まっています。スポンジがついている

方が後ろです。逆向きに取り付けると大気圧センサーが正常に機能し

ません。 

取り付けの際はケーブルを挟まないよう注意してください。 

プロポの事前設定  

 

この章はフタバ FAVVT方式のプロポを例に説明します。 

他プロポの場合は、お使いのプロポの取扱説明書を参照 

してください。 

 

1. 飛行機タイプで新しいモデルメモリを作成します。 

2. �����を ���モードに設定し、すべてのミキシングをオフにします。 

3. 以下のようにチャンネルとスイッチを割り当てます。 

> チャンネル �：�����：� ポジションスイッチ 

        �ビギナー�スポーツ�エキスパートモード切換え� 

> チャンネル �：�����：� ポジションスイッチ 

        �アクロバット�ノーマル�高度保持モード切換え� 

> チャンネル �：�����：� ポジションスイッチ 

        �トリガー� ※必須ではありません� 

��� 受 信機の接続  

 

【警告！】 

受信機のアンテナがオリエンテーション LEDの配線に触れ

ると、ショートしてフライトコントローラが破損します！ 

1. ��� 受信機接続ケーブルをフライトコントローラ上部の � ピンヘッダに

差し込みます。黒いケーブル�アース�がコンデンサ側に、白いケーブル

�信号�がモーターコネクタ側になります。 

トリガーケーブルを使用する場合は � ピンヘッダに差し込みます。黒い

ケーブル�アース�がコンデンサ側です。�図を参照してください� 

 

» �：白� ���：黒� ���：赤 

 

 

2. ケーブルをフライトコントローラとフレームの隙間を通して、フロント

オリエンテーション ���の付近まで通します。 

» モーターワイヤーソケットの隙間を利用してフライトコントローラの

裏側へケーブルを導きます。 

» フライトコントローラ上面への配線は、センサーに悪影響を及ぼしま

すのでお止め下さい。 

3. 両面テープ等で、バッテリートレーとフロントオリエンテーション ���

の隙間に ��� 受信機を取り付けます。 

» 受信機のアンテナをバッテリートレーの方に配線しないでください。 

4. 接続ケーブルを ��� 受信機に差し込みます。ピンの位置等は受信機の取

扱説明書で確認してください。 

5. キャノピーを元どおりに取り付けます。ケーブルとキャノピーがこすれ

ていないか注意してください。 

 

 

プロポと受 信機のバインド  

> プロポと受信機をバインドします。詳しい方法はそれぞれの機器の 

取扱説明書を参照してください。 

> �����は ���モードで使用してください。���方式ではない受信機が 

接続されると、これ以降の設定はできません。 
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������ のチャンネル設定  

 

安全のため、設定を始める前にプロペラをすべて取り外し

てください。設定が正しく終わるまでプロペラは取り付け

ないでください。 

1. プロポの電源をオンにします。 

> ミキシングがすべてオフになっているか確認してください。 

> 設定を始める前に、プロポのトグルスイッチをすべて「オフ」の位

置に、スロットルスティックを最スローにします。 

2. ������に充電済みの �����バッテリーを接続します。設定が正しく終

わるまでプロペラを取り付けないでください。 

3. ステータス ���が �回点滅の状態になるまで ������のバインドボタン

を押し続けます。 

U. スロットル設定�チャンネル �� 

> スロットルスティックをフルアップにし、最スローに戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

5. ラダー設定�チャンネル �� 

> ラダースティックを左に倒し、センターに戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

6. エレベータ設定�チャンネル �� 

> エレベータスティックを上に倒し、センターに戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

7. エルロン設定�チャンネル �� 

> エルロンスティックを左に倒し、センターに戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

8. ����� 設定�チャンネル �� 

> ����スイッチを �����と操作し、�の位置に戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

9. ����� 設定�チャンネル �� 

> ����スイッチを �����と操作し、�の位置に戻します。 

> ステータス ���が �回点滅の状態になります。 

10. ����� 設定�チャンネル �� 

> ����スイッチを ���と操作し、�の位置に戻します。 

> 設定が完了し、ステータス ���は選択されたフライトモードの色で

点滅を始めます。 

 

AUX-3の設定で 5秒以上入力がないと、設定は自動的に 

終了し、チャンネル 7は無効となります。 

(例えば 6チャンネルプロポの場合など) 

 

 

モード チャンネル ポジション 機能 

����� チャンネル � 

 

�：ビギナーモード 

�：スポーツモード 

�：エキスパートモード 

����� チャンネル � 

 

�：アクロバットモード 

�：ノーマルモード 

�：高度保持モード 

����� チャンネル � 

 

�：トリガーオン 

�：トリガーオフ 

 

 

スポーツモードでフライトを始めるには、スロットルステ

ィックが最スローにあることを確認し、AUX-1とAUX-2スイッチ

をセンター(ポジション2)にします。 

��� 受信機の設定の確認  

 

【重要！】初フライトの前に Xtremeを水平な場所に置き、

テスト 1を必ず実行してください。 

テスト ���� ジャイロのリセット  

> エルロンスティックを右に、エレベータスティックを上に倒します。 

> ������のステータス ���が緑に点灯し、ジャイロがリセットされま

す。 

テスト２ � � � オリエンテーション ��� のオン �オフ  

> エルロンスティックを右に、エレベータスティックを下に倒します。 

> オリエンテーション ���がスティックの操作毎に点灯�消灯します。 

テスト ���� フライトモード切換え  

> スロットルスティックが最スローになっていることを確認し、チャン

ネル �に割り当てたスイッチを操作します。 

> スイッチ位置によってステータス ���が変化することを確認します。 

» ポジション �＝緑�ビギナーモード� 

» ポジション �＝オレンジ�スポーツモード� 

» ポジション �＝赤�エキスパートモード 

 

テスト ���� アクロバット �ノーマル �高度保持モード切換え  

 

 

テスト Uはスポーツモードで行ってください。 

スロットルスティックが最スローにあることを確認し、 

チャンネル 5 に割り当てたスイッチ(AUX-1)をポジション

2にします。 

> チャンネル �に割り当てたスイッチ�������を操作します。 

» ポジション �＝ステータス ���が速い点滅�アクロバットモード� 

» ポジション �＝ステータス ���が通常の点滅�ノーマルモード� 

» ポジション �＝オリエンテーション ���が速い点滅�高度保持モード� 
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カメラを使う  

������にカメラを取り付ける場合は、オプションの「エアリアルキット」

（���������）を別途ご用意ください。 

機体重量と積 載 量について  

 
 

離陸重量�機体とバッテリー、カメラなど積載物の合計重量�が ����を超え

ると、������は飛行できません。 

 

 

風や気温、湿度によって離陸重量は変化します。 

積載量は余裕を持って計画してください。 

エアリアルキットの取り付け方  

1． ランディングレッグを取り換える 

> ランディングレッグの赤が前、黒が後ろになります。 

> 交換方法は下図を参照してください。 

> 小さな部品ですので、締め付けすぎにご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. プロペラを取り換える 

カメラを取り付ける場合は、標準プロペラをエアリアルキット付属の大径

プロペラへ交換してください。 

 

 

プロペラの色と「Ｒ」「Ｌ」の表示に注意してください。 

> プロペラは赤が前、黒が後ろになります。 

> 「Ｒ」は右回転、「Ｌ」は左回転のプロペラです。詳しくは本書の 

「プロペラの交換」を参照してください。プロペラの取り付けを 

間違えると飛行できません。 

 

3. カメラの取り付け 

> 取り付ける面の油分やホコリをよく取り除き、両面テープなどを使

ってカメラをカメラトレーへ取り付けます。 

> ������に取り付けた際に、�つのプロペラへ均等に重量が掛かるよ

うに、またプロペラにカメラが接触しないように注意してくださ

い。 

 

両面テープが十分な接着力を発揮するまでフライトを 

行わないでください。 

 

 

 

メンテナンスと修理  

定期 的に清 掃してください  

������は非常に単純な構造で、注油や特別な整備が必要な個所はありませ

ん。しかし、フライト後は土やほこり、糸くずなどが付着することがあり

ますので、それらをきれいに取り除いてください。 

汚れは乾いた布か固く絞った布でふき取り、モーターや電子部品に水分が

付かないように気を付けてください。 

カバーを外した状態でフライトは故障の原因になります。また、多湿の状

態ではフライトしないでください。 

ジャイロセンサのリセット  

特にビギナーモードで機体がある方向に大きく流されて�ドリフトして�しま

う場合は、モーターシャフトの曲りか、プロペラの異常で振動が発生して

います。 

この場合はパーツをすべて新品に交換することで解決しますが、パーツ交

換やトリムで調整したにも関わらず再びドリフトしてしまう場合は、 

ジャイロセンサーをリセットしてください。 

1. 機体をできるだけ水平な場所に置きます。 

2. コントローラの電源を ���♪♪�にし、機体に �����バッテリーを取り付け

ます。 

3. まず右スティックを右下へいっぱいに倒し、次に左スティックを上へい

っぱいに倒します。 

4. コントローラから確認音�♪�が鳴り、ステータス ���が点灯状態になるま

で待ちます。 

5. ステータス ���が点灯状態になったらリセット完了です。 

 
 

 

ジャイロセンサのリセットはモーターが停止した状態で

行ってください。 
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もし墜 落させてしまったら…  

> 墜落の度合いにかかわらず、必ず機体のチェックを行ってください。 

> まれに衝撃でモーターマウントとモーターアームが回ってしまうことが

あります。正しい角度に戻し、ブームのネジが正しく締め付けられてい

るか確認してください。 

> フライト中にプロペラを横から見たとき、�本のプロペラが �重にダブ

って見える場合は、モーターシャフトが曲がっています。僅かな曲りで

も重大な事故の原因になりますので、速やかにモーターを交換してくだ

さい。 

プロペラの交換  

 

プロペラに少しでもダメージがあれば速やかに交換してく

ださい。交換の際はそれぞれに対応するプロペラを間違い

なく取り付けてください。回転方向はプロペラに表示して

います。(L：左回転 / R：右回転) 。赤いプロペラは前、黒

いプロペラは後ろに取り付けます。 

取り付けを前違えるとフライトできません。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピンナーを反時計回りに回して 

取り外します。 
 
 
 
 
 
 
 

プロペラとワッシャーを引き抜きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引き抜いたプロペラと同じ色、同じ回転方向のプ

ロペラをモーターシャフトに差し込みます。 

新しいワッシャーをセットしたら、スピンナーで

固定します。部品が破損しますので、必要以上に

きつく締め付けないでください。 

モーターの交換  

1. キャノピーを取り外します。 

2. フライトコントローラから配線を外します。モーター取り付け時に必要

になりますので、配線の色と取り付け位置を忘れないでください。 

3. ブームからネジを取り外します。 

4. ブームをフレームから取り外します。 

5. ランディングレッグからネジを取り外します。 

6. モーターをモーターホルダーごとブームから取り外します。配線をブー

ムから引き抜いてください。 

7. モータークランプネジを緩めて、モーターホルダーからモーターを取り

外します。 

8. モーターの取り付けは逆の手順で行います。 

 

モーターの配線を間違わないよう注意してください。 

配線を間違えると故障の原因となります。 

 

 

小さな部品で構成されています。過度な力でネジを締め

付けないでください。 

 

製品の破棄  

製品や電池を廃棄�リサイクルする際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分

方法に従ってください。電池をリサイクルボックスや回収箱に入れる際に

は、電池がショートして発熱・発火する恐れがありますので、電池の端子

部分にテープを貼って端子を絶縁してください。 

法的な注意事項  

この取扱説明書�以下、本書�のすべての内容は、����������������������

���������������������������以下、当社�の著作物として、著作権に関する各

種国際条約、各国の著作権法およびその他の各種法律によって保護されて

います。 

当社に事前の承諾を受けた場合を除いて、一部か全部かを問わず本書の内

容を複製�コピー、マイクロフィルム化、スキャン等の電子化を含むいかな

る方法�、翻訳、転用、転載、配布、再版することはできません。�また、本

書の内容は事前に予告することなく改訂することがあります。 

 

����������������������������������������������������������� 

�ハイボルテージ�日本語版クイックスタートガイド� 

日本国内における保証と免責事項  

この製品は優れた品質管理のもとに製造されておりますが、流通の過程に

おいて予測不可能な故障が発生する場合があります。保証書に定められた

期間内に不具合が認められた場合は、購入先へご連絡ください。 

なお、以下の場合は保証の対象になりません。 

> 誤った使用方法による故障、破損。��安全のために�を参照ください� 

> 天災などの外部要因による故障、破損。 

> 輸送時における故障、破損。 

> 購入日が証明できない場合。 

この製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、この取扱説明書

は英文取扱説明書の内容を可能な限り反映するよう努めて作成しました

が、潜在的な誤りがあることは否定できません。本製品を使用して発生し

た損害等について、メーカー・販売元は一切の責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 輸入販売元：fe=.w¥D 
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