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この取扱説明書について 

記号の意味 

 

この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、 

その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します 

 
 

特に注意すべき情報です。必ず内容を確認してください。 

 
 

安全のための配慮をお願いする事項です。 

 
 

ご使用の前に 

必ず本書をすべてお読みになり、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。 

ビデオチュートリアル 

���������������� を正しく安全にお使いいただくために、チュートリアルビデオを

ご覧いただくことをお勧めします。 

 
������������������������������� 
 

����������アプリのインストール 

お使いのモバイルデバイスに ���������� アプリをインストールすると便利です。 

インストールは ����������� や ��������� で「����������」を検索してください。 

 

 
 

������������� 以降対応 

��������以降� ������、�����および� ���������� 対応 

製品の紹介 

 � 軸ジャイロ＆加速度センサーを搭載 

 カーボン強化樹脂製の強固なフレーム 

 耐衝撃 ��� 樹脂製プロペラ 

 ファームウェアアップグレードに対応 

 モバイルアプリ・テレメトリー機能対応 

 ユーザーによるフライトモード・��� カラーのカスタマイズ 

 各種センサーによる強力な位置�高度保持 

 � 種類のランディングギヤを選択可能 

 タスクポイントやリターン �� ホーム等の自動飛行が可能 

 

セット内容 

 ��������� 本体� �� 

 �������������������� バッテリーパック� �� 

 プロペラセット�������� 

 六角レンチ� �� 

 ランディングギヤセット�ショート���� 

 ランディングギヤセット�ロング���� 

 ステッカー� �� 

 ��� ケーブル� �� ※ 

 �������������-��� コントローラー� �� ※ 

 �������������-�� 受信機� �� ※ 

 専用充電器� �� ※ 

 ����� カメラマウント� �� 

 取扱説明書 

 

※������������には含まれません。 
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安全のために 

 本書の内容を守らないと、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、お子様やペットの手が届かないようにし

てください。 

 明らかに破損している、正常に動作していないと判断できる状態では使用しない

でください。 

 水分に非常に弱いため、湿気にさらしたり水に濡らさないでください。 

 氷点下の場所で使用しないでください。 

 強い衝撃を与えないでください。 

ご使用の前に 

 機体やコントローラーに異常がないか点検してください。 

 プロペラが正しく取り付けられているか確認してください。 

 バッテリーチェッカー�別売り�を使って ����バッテリーの充電量を確認してくだ

さい。 

 ���� バッテリーを接続する前に、コントローラーの電源をオンにしてください。 

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、周囲の物がプロペラに

接触しないように注意してください。 

 どのようなリスクでも必ず避けてください。 

 疲れているときや飲酒しているときは使用しないでください。 

 自身や人の近くでフライトしないでください。 

 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、�� 分程度冷ましてから触るようにしてください。 

 フライト中にコントローラの電源を切らないでください。 

 ����バッテリーを取り外してから、コントローラーの電源をオフにしてください。 

 直射日光に長時間さらさないでください。 

 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。 

 衝突や墜落した場合はすぐにモーターの回転を止めてください。再フライトの前

には機体に異常がないかよく確認してください。 

フライトエリア 

 ラジオコントロール模型の使用が許された場所でお楽しみください。 

 送電線や携帯電話基地局などの電波障害が発生する可能性のある場所や立入禁止

区域では使用しないでください。 

 人の近くでフライトしないでください。 

バッテリー 

 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。 

 長期間使用しないときは機器から取り外してください。 

 取り外したバッテリーや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。 

 充電できない電池は充電しないでください。 

����バッテリー 

 ���� バッテリーは使い方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 ���� バッテリーを機体から取り外してください。 

 

充電は燃えやすい物がない風通しの良い場所で行ってください。

���� バッテリーは温度が ��℃以上になると爆発の危険があります

ので、充電完了まで絶対に目を離さないでください。 

 

 使用しないときは必ずコネクターを抜いて機体から取り外してください。 

 水分に非常に弱いため、湿気にさらしたり水に濡らさないでください。 

 

 使用後すぐの発熱した状態で再充電すると危険です。使用後は少なくとも �～��

分ほど時間をおいて冷ましてください。 
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 外装やケーブルに傷がある場合は充電しないでください。外装が破れたり、バッ

テリー自体が変形・膨張している場合は爆発の危険がありますので、直ちに使用

を中止してください。 

 外装をはがしたり、鋭い物で刺したりしないでください。 

 充電中は十分換気してください。たとえ防火が目的でもカバーなどで覆わないで

ください。 

 充電が完了したらバッテリーを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。 

 ショートさせたり火中に投げ入れないでください。 

 お子様やペットの手が届かない涼しい場所に保管してください。 

 廃棄はお住まいの地域のルールに従って処分するか、リサイクル協力店へ委託し

てください。 

 ���� バッテリーはセルあたりの電圧が ���� を下回ると寿命を極端に縮めます。

必ず電圧監視とカットオフ機能を使用してください。 

 ���� バッテリーが性能を発揮できる温度は ��～�� 度です。爆発の危険がありま

すので、いかなる場合も �� 度以上に上昇させないよう注意してください。 

その他 

 操作方法や安全性について疑問がある場合は専門家に相談してください。 

 メンテナンスや修理に自信がない場合は専門家や専門知識を有する販売店に依頼

してください。 

プロダクトサポート 

������������������������������� にアクセスするか、�������������� までお電話く

ださい�英語�。また ��������������������������� ではオンラインチケットシステム

によるサポートを提供しています。 

事故を未然に防ぐために 

 ���� バッテリーを完全に充電してからご使用ください。 

��������� はバッテリーの状態を監視していますので、充電量が 

不足しているとモーターは回転しません。 

 

安全性 

��������� には、事故防止や万一の場合の損害を最小限に抑えるための機能が備わっ

ています。機体の状態はブザーと機体前後の ��� で確認できます。表示の詳細は「ス

テータス表示テーブル」を参照してください。 

��� では主に以下の情報を知ることができます。 

 コントローラーのリンク状態 

 電波の強さ 

 フライトモード 

 制御信号の途絶��秒間途絶すると自動的に緊急着陸します� 

 ���� バッテリーの状態 

 ���� バッテリーの電圧低下�規定以下になると自動的に緊急着陸します� 

 モーター異常 

事故防止 

 ��������� はおもちゃではありません。使用方法を誤ると重大な事故が発生する

ことがあります。使用者はすべてに責任を持たなければなりません。 

 初めての方はマルチコプター操縦の経験者に指導を受けてください。パソコンの

フライトシミュレーターを使った練習もひとつの方法です。 

フライト条件 

 天候の良い開けた場所でフライトしてください。 

 強風、霧や雨、雪、スモッグのような厳しい天候時には使用しないでください。 

 キャノピーを取り付けた状態でフライトしてください。 

 湿気や水分がフライトコントローラーにつかないようにしてください。 

飛行エリア 

 少なくとも �� メートル四方の空間が必要です。 

 人や動物の近くでフライトしないでください。 
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機体の組み立て 

ランディングレッグ 

ランディングレッグは「ショート」と「ロング」の � パターンを選べます。 

お好みの長さで組み立ててください。 

 

プロペラ 

モーターアームに「�」と表示のあるモーターには「����」プロペラを、「�」と表示

のあるモーターには「�����」プロペラをそれぞれ取り付けます。 

 
 

 

各部の名称 

機体 

 
 

 
 

��プロペラ   ��ジョイント 

��モーターアーム   ��ランディングゴム 

��モーター   ���リア ��� 

��モーターマウント�フロント��赤� �� アームサポート 

��ランディングレッグ  �� モーターマウント�リア��黒� 

��フロント ���   �� バッテリーストラップ 

��キャノピー   �� カメラマウントプレート 
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リモートコントローラー����� 

 
��アンテナ   ���液晶ディスプレイ 

��ハンドル   ���ストラップホール 

��アナログノブ �   ���バインドキー 

����� スイッチ ��� ポジション� ���ダウンキー 

����� スイッチ ��� ポジション� ���アップキー 

��右スティック   ���左トリム 

��右トリム   ���左スティック 

����キー   ���トレーナーポート�背面� 

��キャンセルキー   ������ スイッチ ��� ポジション� 

���パワースイッチ  ������ スイッチ ��� ポジション� 

���バッテリーケース�裏面�  ���アナログノブ � 

フライトコントロールボード 

 

��ボタン   ��テレメトリーコネクター 

��ジンバル � 軸コネクター �������� コネクター�  

��ジンバル � 軸コネクター ��パワーボード 
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サイズ 

ショートレッグ 
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ロングレッグ 
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キャノピーについて 

取り外し方 

 フライトコントローラー表面の電子部品に触れないよう十分に注意

してください。 

シールド板は絶対に取り外さないでください。 

キャノピーには金属製のネジを使用しないでください。 

 

キャノピーの左右のロックを解除したら、中のケーブルを引っ張らないよう慎重に

持ち上げます。 

取り付け方 

��� とコンパスには決められた方向がありますので、キャノピーを取り付ける際は

前後をよく確認してください。また、ワイヤーをパーツの隙間に挟まないように慎

重に作業してください。 

����バッテリーについて 

 必ず純正 ���� バッテリーをお使いください。 

フライト後は必ず ���� バッテリーを取り外してください。 

バッテリーを接続する前にリモートコントローラーの電源をオンに

してください。 

モーターが想定外に回転しないよう十分に気を付けてください。 

 

機体へのセット方法 

バッテリーを ������ ��� へ接続する前に、必ずリモートコントローラーの電源をオ

ンにしてください。この手順を守らないと、��������� は制御不能になることがあり

ます。 

 ��������� の後部からバッテリーを挿入します。 

 �������のようにコネクタを通し、ストラップを固定します。 

����バッテリーの保管方法 

 ��������� からバッテリーを取り外し、リモートコントローラーの電源をオフに

します。 

 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。 

 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。 

 耐火性のある袋や容器に入れての保管をお勧めします。 
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����バッテリーの充電方法 

 ��-�� バッテリーは大変大きなエネルギーを蓄えることができる為、

取扱いを誤ると大変危険です。充電中は燃えやすいものを遠ざけ、

充電完了まで絶対に目を離さないでください。 

 

もし充電中ににおいや変形などの異常を感じたら、直ちに充電器か

らバッテリーを取り外し、少なくとも �時間安全な場所でバッテリ

ーを監視してください。 

 

 ��-�� バッテリーは ��℃以上になると爆発の危険があります。 

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。 

 

 ショート等による事故を防ぐため、必ず下記の手順を必ず守ってく

ださい。 

 

1. 充電ケーブルを充電器の赤と黒のバッテリーソケットに接続します。 

2. �� ケーブルを充電器に接続し、コンセント����～�����に差し込みます。 

3. バッテリータイプのスイッチを「����」に、電流スイッチを「��」にセットしま

す。 

4. バッテリーの ���� コネクターを充電ケーブルに接続し、バッテリーのバランス

コネクターを充電器側面の「��」ソケットに差し込みます。 

5. セル ��������������������の ����� が点灯し充電が始まります。赤く点灯している

ときは �� モード、緑と赤の点灯は �� モードで充電中です。 

6. ��� の点滅はセル間の電圧バランスを調整中です。 

7. 充電が完了したらステータス ������������������が緑に点灯します。 

8. バッテリーを充電器から取り外し、�� ケーブルをコンセントから引き抜きます。 
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受信機の接続����� 

  

�������� は ��� 方式に対応する受信機を使用します。 

従来の ��� 方式受信機は使用できません。フタバ ����� 方式の 

受信機は、�����-��� コンバーター�別売り�を使用してください。 

 

  

お使いになる受信機の使用方法やピン配置などを説明書でご確認 

ください。 

 

  

【重要！】��� 受信機のアンテナがフライトコントローラーや 

機体のカーボン�金属パーツに触れるとショートして破損します。 

右図を参考にアンテナを固定してください。 

 

  
 

【重要！】��� 受信機をキャノピー内に取り付けないでください。 

 

 内部コンポーネントを傷つけないよう、静かにキャノピーを取り外します。 

 パワーボード前部の「������」コネクターに受信機用のケーブル�または

�����-��� コンバーター�を接続します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

             ※「���������」は純正受信機専用です。 

 

1. ��������� を逆さまにします。 

2. カメラマウントプレートを取り外します。 

3. 厚めの両面テープを使用して図の位置に受信機を取り付けます。 

4. 受信機用ケーブルを挟まないように、カメラマウントプレートを取り付けます。 

5. アンテナの角度が �� 度になるようにしてください。 

6. プロペラに巻き込まれないように確実に固定します。 
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プロポの設定����� 

������の設定 

1. ������機能をオン�オフするため、プロポの � ポジションスイッチをチャンネル �

に割り当てます。 

2. ������がオンになったとき�� で設定したスイッチを操作したとき�、チャンネル �

が-���になるようにオフセットを入力してください。オフセットの使用方法はお

使いのプロポの取扱説明書でご確認ください。 

3. プロポのサーボモニター機能でチャンネル � の動作を確認します。 

������がオフの状態でフライトモードを切り替えると、�����-����������������������

ベーシック� ��������となります。 

4. ������がオンになると、フライトモードを切り替えてもチャンネル � は-���のま

まです。 

 

 

 

 
 

 

 

�チャンネルプロポを使用する場合 

� チャンネルのプロポを使用して ����� をオンにするには、プロポの電源をオフにし

ます。また、受信機のフェールセーフでチャンネル � を-���に設定してください。

フェールセーフの使用方法はお使いの受信機の取扱説明書でご確認ください。 

�ポジションスイッチのないフタバ製プロポの場合 

�ポジションスイッチの代わりに�ポジションスイッチにてチャンネル設定を行った

後、エンドポイントを設定します。 

 チャンネル � のエンドポイントを「�������」から「�����」に設定します。 

この場合は ��� モードと �������� モードの切り替えとなります。 

 チャンネル � の場合も同様に、空撮モードとスポーツモードのバンク切り替えと

なります。 

 

 

  

通 常 ������ 

オン オフ 
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各種機能について 

フライトモード 

�つのフライトモードがご利用になれます。各フライトモードの詳細は以下の通りで

す。 

ベーシックモード 

 ��� と気圧センサーを使用しません。 

 オートレベリング機能が働きますので、スティックを操作しないと機体は水平に

戻ります。 

�������� モード 

 気圧センサーを使用して高度を自動的に維持します。 

 オートレベリング機能が働きますので、スティックを操作しないと機体は水平に

戻ります。 

 ホームポジションが正しく記録されていれば、電波が途切れた時にホームポジシ

ョンへ自動的に帰還します。 

��� モード 

 気圧センサーを使用して高度を自動的に維持します。 

 ��� を使用して指定された位置������ 軸�を維持します。 

 オートレベリング機能が働きますので、スティックを操作しないと機体は水平に

戻ります。 

 ホームポジションが正しく記録されていれば、電波が途切れた時にホームポジシ

ョンへ自動的に帰還します。 

 

フライトモードと ��� 信号の強度は機体前後の ��� で確認できます。 

��� の点滅回数と ��� 信号強度の関係は「��� 受信状態と ��� ステータス表示」を

参照してください。 

 

 

�������リターン・ツー・ホーム� 

 ��� 衛星の電波は常に変化しているため、飛行する場所や時刻など

の条件によっては十分な ��� 信号を受信するまで �� 分程度かかる

場合があります。 

 

����� 機能がオンになると、機体は離陸した地点へ自動的に戻って着陸します。 

この機能は以下の場合にオンになります。 

 

自動的にオン 

 受信機からの制御信号が途絶えたとき 

 飛行可能範囲を超えたとき�約 ���ｍ� 

 リモートコントローラーの電波が途絶えたとき 

手動でオン 

 リモートコントローラーの ������スイッチがオンになったとき 

�※スイッチがオフになると ������はキャンセルとなります� 

������がオンになるとホバリング状態になり、ホームポジションの上空まで戻ると 

自動的に着陸します。 
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���信号強度と ������の動作 

��� 信号の強度によって ������は以下のように動作します。 

 

��� シグナル ������の動作 

��� 信号が良い状態で離陸 ホームポジションに戻ります 

��� 信号が弱い状態で離陸したが、

飛行中に ��� 信号が強くなった 
�秒間ホバリングして降下、着陸します。 

��� 信号が弱い すぐに着陸します 

 

 ��� モードで円を描くように飛んだり、������で回転しながら降下

するような場合は、ただちにベーシックモードへ切り替えて着陸

し、コンパスを再キャリブレーションしてください。 

 

ホームポジションの再設定 

新たにホームポジションを設定する場合、モーターを停止して ������ ��� を再起動

�電源オフ→オン�した後モーター始動させると、その場所がホームポジションとして

再設定されます。 

 

アジリティ�敏捷性� 

どのフライトモードでもアジリティ�敏捷性�レベルを選んで使うことができます。 

アジリティレベルはリモートコントローラーからバンク選択でいつでも切り替え可

能です｡ 
 

アジリティ スイッチ位置 ������の動作 

�� � 空撮モード｜アジリティ：低 

������ � 
スポーツモード｜アジリティ：高 

※宙返りやフリップはできません 

������ � 
アプリによるカスタムセッティング 

または ��������設定 

 
 

�������� 

��������������������������������������������������：インテリジェント相対位置コント

ロール）はホームポジションを基準に ������ ��� をコントロールすることができる

機能です。 

詳細と実際の動作についてはチュートリアルビデオをご覧ください。 

 
��������������������������� 
 

��������の使用方法 

���������� アプリで ��������機能をオンにすると、リモートコントローラーのバン

ク選択スイッチを �番目の位置に動かすことで起動させることができます。 

 

��������が起動すると機体の向きが固定され、例えばエレベータスティック操作だけ

でホームポジションへ近づけたり遠ざけたりできるようになります。 

 

設定は ���������� アプリの指示に従って行ってください。 

 

フライトモード毎に使用するセンサーについて 

 

  

センサー 機能 
フライトモード 

ベーシック �������� ��� 

���� センサー ��� ― ― ○ 

気圧センサー 高度維持 ― ○ ○ 

加速度センサー 水平化 ○ ○ ○ 

ジャイロ 方向 ○ ○ ○ 
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リモートコントローラーの操作����� 

電源 ������ 

  

専用コントローラーに充電式���-�� 等�の電池は使用できません。 

 

 

単 � アルカリ電池をセットしてパワースイッチをオンにすると、液晶ディスプレイ

が点灯します。もし「�������������」と表示されたら、パワースイッチを一旦オフに

し、スイッチ �～� が「�」の位置になっていることを確認し、もう一度パワースイ

ッチをオンにします。 

 

 

機体操作 

リモートコントローラーは工場出荷時に ����� で設定されています。 

���� を変更する場合は、「キャリブレーション」の「チャンネル設定」を行ってく

ださい。 

 
 

 

スティック操作と機体の動き 
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キャリブレーション 

アプリと手動による設定 

キャリブレーションは ���������� アプリ��������������が便利です。 

本書では手動のキャリブレーション手順を説明します。アプリを使用してキャリブ

レーションを行う場合は、アプリの指示に従って作業を進めてください。 

 

 
 
 
 

キャリブレーションが失敗するときは… 

キャリブレーションが何らかの原因で失敗するとビープが �回�♪♪♪�鳴ります。 

このような場合は、障害となる物�電気製品や金属、磁気を発生する物�を遠ざけた後、

電源を入れ直してもう一度キャリブレーションを行ってください。 

手動キャリブレーションの手順 

  

キャリブレーションはプロペラを取り外して行ってください。 

 

1. 内部コンポーネントを傷つけないよう、静かにキャノピーを取り外します。 

2. バッテリーを接続します。 

3. フライトコントロールボード上のボタンを約 �秒押し続けます。 

4. フロント ������� が赤く、小型 ����ステータス ����が青く点灯します。 

������：ステータス ��� は点灯で無効、点滅で有効状態を表します� 

5. ボタンをダブルタップするとステータス ��� が点滅し、キャリブレーションが

始まります。 

6. ボタンをダブルタップせずに �回タップすると、次の設定へ移ります。 
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チャンネル設定�手動� 

 ��� は工場出荷時に ����� で設定されています。 

チャンネル設定は ����� へ変更するときにのみ行ってください。 

 

設定は電源を切っても記憶していますので、一度行えば毎回行う 

必要はありません。 

 

 ビープ音でチャンネル割り当て状況を知らせます。 

 ステータス ��� の点滅回数でどのチャンネル設定か判断できます。 

 スロットルはセンター位置�中央�にします。 

 ��� スイッチはゆっくりと操作してください。� ポジションスイッチの場合は 

必ず �-�-�-�-� と操作します。 

1. 内部コンポーネントを傷つけないよう、静かにキャノピーを取り外します。 

2. ��������� にバッテリーを接続します。 

3. キャリブレーションの「チャンネル設定」に切り替えてください。 

4. フロント ������� が赤く、ステータス ��� が青く点灯します。 

�ステータス ��� は点灯で無効、点滅で有効状態を表します� 

5. ボタンをダブルタップして設定を始めます。 

6. 右の表を参考にコントローラーを操作してください。 

 

 

 
 
 
 

��� コントロール チャンネル 

 

�：スロットル �：ラダー �：エレベーター �：エルロン 

点滅 �回 スロットル：下に倒してセンターに戻す 

スティック 

����� により異なります� 

点滅 �回 ラダー：左に倒して戻す 

点滅 �回 エレベーター：上に倒して戻す 

点滅 �回 エルロン：左に倒して戻す 

点滅 �回 

フライトモード 

�ポジション ����� 

�ポジション ���������� 

�ポジション ��ベーシック 

��� スイッチ � 

��� ポジション� 

点滅 �回 

バンク選択 

�ポジション ����モード 

�ポジション ��スポーツモード 

�ポジション ��カスタムモード 

��� スイッチ � 

�� ポジション� 

点滅 �回 ランディングリトラクト ��� スイッチ � 

�� ポジション� 点滅 �回 ジンバル操作 

 

 ジンバル操作はアナログノブ ������に割り当てても構いません。 

 

バンク選択以降を設定しない場合は、ランディングリトラクトの 

設定で操作をせずに約 �秒間お待ちください。�自動終了します��  
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ジャイロキャリブレーション�手動� 

1. 内部コンポーネントを傷つけないよう、静かにキャノピーを取り外します。 

2. ��������� にバッテリーを接続します。 

3. キャリブレーションの「チャンネル設定」に切り替えてください。 

4. フロント ������� が赤く、ステータス ��� が青く点灯します。 

5. ボタンをタップしてフロント ������� を緑にします。 

6. ボタンをダブルタップするとステータス ��� が点滅し、キャリブレーションが始

まります。 

7. ケーブルが挟まれたりしないよう慎重にキャノピーを取り付けます。 

8. ①�機体を水平な場所に置いてビープ�♪�が鳴るのを待ちます。 

9. ②�機体の中心を軸として時計回りに ���°回転させます。 

10. ③�キャリブレーションが成功するとビープが �回�♪♪�鳴ります。 

 

 
 

コンパスキャリブレーション�手動� 

 このステップは慎重に行ってください。キャリブレーションが正しく

行われなければ ��������� は適切に飛行できません。 

 

近くに金属や送電線、ラジオ放送アンテナなどがある場所は避けてく

ださい。また、モバイルデバイスや無線 ��� 等の電波を発射する物、

磁力を帯びた物は必ず遠ざけてください。 

 

キャリブレーションが失敗する場合は障害となる物を遠ざけた後、 

もう一度行ってください。 

 

  

初めてフライトする時や長距離を移動した後のフライト時には 

必ずコンパスキャリブレーションを行ってください。 

 

1. 内部コンポーネントを傷つけないよう、静かにキャノピーを取り外します。 

2. ��������� にバッテリーを接続します。 

3. キャリブレーションの「チャンネル設定」に切り替えてください。 

4. フロント ������� が赤く、ステータス ��� が青く点灯します。 

5. ボタンをタップしてフロント ������� を緑にします。 

6. ボタンをダブルタップするとステータス ��� が点滅し、キャリブレーションが始

まります。 

7. ケーブルが挟まれたりしないよう慎重にキャノピーを取り付けます。 

8. 機体の後部が見えるように持ちます。 

9. ①�前方へゆっくり �回転����°�させます。 

10. ②�時計回りに ��°回転させます。 

11. ③�前方へゆっくり �回転����°�させます。 

12. ④�時計回りに �回転させます。 

13. ビープが �回�♪♪�なら成功、�回�♪♪♪�なら失敗です。失敗した場合はもう一度キ

ャリブレーションを行ってください。 
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モーターテスト 

  

テスト実施の前にプロペラを取り外してください。 

キャリブレーション後は必ずモーターテストを行ってください。 

 

フライトモード 

��� スイッチ � を操作して、フライトモードが切り替わることを確認します。 

 

モード フロント ��� リア ��� 

ベーシック ■マゼンダ ■青 

��������  ■緑 ■青 

���  ■青 ■青 

 

モーター 

1. キャノピーを取り外します。 

2. ��������� にバッテリーを接続します。 

3. モーターをスタートさせます。操作は「リモートコントローラーの操作」-「モー

タースタート�ストップ」を参照してください。 

4. スロットルを ��％にします。 

5. フライトコントロールボードを上から軽く押して�傾けて�、モーターの回転数が

変化するか確認します。 

6. リモートコントローラーのスティックを操作して、モーターの回転数が変化する

か確認します。 

7. フライトコントロールボードの端を軽く叩くと、モーターは自動停止します。 

8. キャノピーを取り付けてください。 

フライト 

フライト前に必ずチェックしてください 

 ���� バッテリーは完全に充電されていますか？ 

 リモートコントローラーの電池が消耗していませんか？ 

 モーターは通常通り動きますか？ 

 プロペラは正しい位置に取り付けられていますか？ 

 破損している箇所はありませんか？ 

コンパスキャリブレーション 

その日の最初のフライト前に必ずコンパスキャリブレーションを行ってください。

コンパスは外部からの干渉を受けやすく、コンパスがずれていると ��������� は 

適切なフライトができません。 

詳しくは「キャリブレーション」-「ジャイロキャリブレーション」を参照してくだ

さい。 

 

 近くに金属や送電線、ラジオ放送アンテナなどがある場所は避けてく

ださい。また、モバイルデバイスや無線 ��� 等の電波を発射する物、

磁力を帯びた物は必ず遠ざけてください。 

 

 ��� モードで円を描くようにフライトしたり、������で回転しながら

降下するような場合は、ただちにノーマルモードへ切り替えて着陸

し、コンパスを再キャリブレーションしてください。 
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モーター始動�停止 

モーター始動 

リモートコントローラーのスティックを図のように約 � 秒間倒します。モーターが

始動したらスティックを離して元に戻してください。 

 
 

 
 
 
 
 

モーター停止 

��������� が着陸したら、リモートコントローラーのスティックを図のように倒し続

けると、約 �秒後にモーターが停止します。 

 
 

 
 

フライトのながれ� –�離陸から着陸まで 

  

慣れるまではゆっくりした操作で機体を安定させ、なめらかな 

フライトを心がけてください。 

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。 

 

1. 開けた場所の平らな地面に、リア ��� が操縦者側を向くよう機体を置きます。 

2. リモートコントローラーの電源を入れ、機体にバッテリーを取り付けます。 

3. リア ��� が青く点灯するまで待ちます。 

4. モーターを始動してスロットルスティックをゆっくりと上げていきます。 

5. �� センチほど高度をとります。 

6. リモートコントローラーのスティックを操作して、スティックの動きと機体の動

きが連動しているか確認します。 

7. 着陸の際は、水平な地面へ向けてゆっくりとスロットルスティックを下げます。 

8. 着陸したらモーターを停止して機体からバッテリーを取り外します。 

9. リモートコントローラーの電源をオフにします。 
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重量と積載量 

  

重量制限は必ず守ってください。 

重量超過は離陸できないだけでなく、破損の原因となり得ます。 

 

  

離陸重量は気象条件に影響を受けますので、実際の積載量は最大値

より少なめになります。 

 

 
 

 
 
 
 

��������� は最大離陸重量を超えるとフライトできません。 

カーボンプロペラ�オプション� 

  

必ずネジのゆるみ止め剤を使用してください。 

 

それぞれのモーターの上にプロペラを回転方向に注意して設置してください。 

「�」は右回転、「�」は左回転です。 

 

 
 

機体重量 

�バッテリー含む� 

積載量 

�カメラ・ジンバル等� 

最大離陸重量 



22 
 

22 
 

メンテナンス 

定期的に清掃してください 

��������� は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。 

汚れをふき取る際は。乾いた布か固く絞った布を使用し、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。 

もし墜落させてしまったら 

  

壊れたパーツはすべて取り換えてください。 

交換用パーツは必ず純正品を使用してください。 

 

  

墜落したら直ちに ���� バッテリーを取り外してください。 

 

 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。

正しい角度に戻してブームのネジを正しく締め付けてください。 

 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 

 プロペラを何かにぶつけたら、外観上破損していなくても交換してください。 

 高速回転しますので、僅かな亀裂やひずみが重大な事故の原因になります。 

製品の主なスペック 

���������������� 

 使用可能湿度  最大 �����結露しないこと� 

 使用可能温度範囲 ��～� ��℃ 

 ホイールベース ������ 

 飛行時間  ��～�� 分� �環境条件により変化します� 

 最大積載量  ���� 

 最大離陸重量  ������ 

 飛行可能環境  屋外��無風～微風� �好天に限る��  

 バッテリー  ������������� セル 

 全高   ��������ショート����������ロング� 

 重量�バッテリーを除く� �������ショート���������ロング� 

専用リモートコントローラー����� 

 アンテナサイズ ����������デュアルアンテナ� 

 通信可能距離  約 ������環境条件により変化します� 

 チャンネル分解能 ���� ステップ 

 チャンネル数  � 

 電源   単 � アルカリ乾電池� ������� 

 サイズ・重量  ������������������������� 

専用充電器����� 

 対応バッテリー ����������� 

 セル数  ��～� � セル 

 出力電流  �����������±��� 

 最大出力  ��� 
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LED ステータス表示一覧 

タイプ ステータス トリガー フロント LED リア LED ブザー 

フライトモード 

ベーシック Ch5：(+100) ●マゼンダ 

「GPS受信状態と 

ステータス表示」を参照  
なし 

Altitude(高度維持) Ch5：(0) ●緑 

GPS(位置維持) 

GPS信号 - なし ●青 - 点滅(速い) 

GPS信号 - 弱 ●青 

Ch5:(-100), GPS信号 - 強 ●青 

アジリティ(敏捷性) Ch6 (バンク選択) なし なし なし 

リターン to ホーム Ch5 または コントローラーOFF ○白-点滅(0.5Hz) ○白 - 点滅(0.5Hz) ♪♪ (1.5秒) ♪♪… ；♪-(長い) 

フライトエラー 

低電圧警告 LV1 バッテリー電圧 < 11.4V ○白-点滅(1Hz) ○白 - 点滅(1Hz) ♪(1Hz) 

低電圧警告 LV2 バッテリー電圧 < 10.5V ○白-点滅(5Hz) ○白 - 点滅(5Hz) ♪(2Hz) 

フェールセーフ 電波途絶 ○白-点滅(0.5Hz) ○白 - 点滅(0.5Hz) ♪(工程により異なります) 

フライト 

チェックエラー 

GPS / コンパス異常 

システム自己診断 ●赤-点滅(1Hz) ●赤 - 点滅(1Hz) なし 
気圧センサー異常 

ジャイロ異常 

パワーシステム異常 

システムチェック 重大なシステムエラー ●赤-点滅(速い) ●赤 - 点滅(速い) ♪(5Hz) 

キャリブレーション 

チャンネル設定 キャリブレーション(選択) ●赤 / ●青(小型 LED) ●赤 

なし ジャイロ キャリブレーション(選択) ●緑 / ●青(小型 LED) ●緑 

コンパス キャリブレーション(選択) ●マゼンダ / ●青(小型 LED) ●マゼンダ  

チャンネル設定 キャリブレーション(実行) ●赤 / ●青-点滅(小型 LED) ●赤 

♪(工程により異なります) ジャイロ キャリブレーション(実行) ●緑 / ●青-点滅(小型 LED) ●緑 

コンパス キャリブレーション(実行) ●マゼンダ / ●青-点滅(小型 LED) ●マゼンダ  

ジャイロ / 

コンパスキャリブレーション 
キャリブレーション不良 ●シアン-点滅(1Hz) ●シアン-点滅(1Hz) なし 
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GPS 受信状態と LED ステータス表示 
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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。 

 

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

日本語版作成�fe=.w¥D 
 

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可能性は否定できません。保証書に定められた期間内に

万一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。 

 業務での使用中に発生した故障、破損。 

 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。 

本製品を使用することにより生じる結果や損害等について、メーカーと販売元は 

一切の責任を負いません。 
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輸入販売元 RC Logger 日本代理店 fe=.w¥D 
www.HighVoltage-RC.jp 

 

会社名、ロゴマーク、商品名は各社の商標または登録商標です。 

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止します。 


