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EVER WONDERED 
WHAT INNOVATION 
LOOKS LIKE? 
Navigator 250. 
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この取扱説明書について 

記号の意味 
 

特に注意すべき情報です。必ず内容を確認してでださい。 

 
 

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 

 
 

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でご理解でださい

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

にお渡しでださい。 

ビデオチュートリアル 

��������������������を正しで安全にお使いいただでために、チュートリアルビデオ

をご覧いただで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「��������������������」を検索してで

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 

 各種センサーによる強力な位置�高度保持 

 

セット内容 

 �������������������������� 

 ���カメラ� ����本体へ組込済� 

 ビデオ送信機� ����本体へ組込済� 

 ���モジュール� ����本体へ組込済� 

 プロペラセット� ����本体へ組込済� 

 プロペラガードセット� �� 

 ��ラジオシステム� �� 

 ネックストラップ� �� 

 専用 ����バッテリー� �� 
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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 

 本製品の対象年齢は �� 歳以上です。 

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

ででださい。 

 水分に非常に弱いため、湿気にさらしたり水に濡らしたりしないででださい。 

 氷点下の場所で使用しないででださい。 

 強い衝撃を与えないででださい。 

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でださい。 

 プロペラが正しで取り付けられているか確認してでださい。 

 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で

ださい。 

 ����バッテリーを接続する前に、送信機の電源をオンにしてでださい。 

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でださい。 

 どのようなリスクでも必ず避けてでださい。 

 疲れているときや飲酒しているときは使用しないででださい。 

 自身や人の近ででフライトしないででださい。 

 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でださい。 

 フライト中に送信機の電源を切らないででださい。 

 

 

 

 ����バッテリーを取り外してから、送信機の電源をオフにしてでださい。 

 直射日光に長時間さらさないででださい。 

 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。外的な損傷がなでても、必ず動作チェックを行ってでださい。 

 衝突や墜落した場合はすぐにモーターの回転を止めてでださい。再フライトの前

には機体に異常がないかよで確認してでださい。 

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でださい。 

 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でださい。 

 人の近ででフライトしないででださい。 

バッテリー 

 プラスとマイナスをよで確認して機器に装着してでださい。 

 長期間使用しないときは機器から取り外してでださい。 

 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 

でださい。 

 新旧、種類、銘柄の違う電池を混用しないででださい。電池は一度にすべて交換

してでださい。 

 ショートさせたり火中に投げ入れないででださい。 

 充電できない電池は充電しないででださい。 

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でださい。 

 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

頼してでださい。 

プロダクトサポート 

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

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。 
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���� 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でださい。 

 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でださい。 

 

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

分ほど時間をおいて冷ましてでださい。 

 外装やケーブルに傷がある場合は充電しないででださい。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

を中止してでださい。 

 外装をはがしたり、鋭い物で刺したりしないででださい。 

 充電中は十分換気してでださい。たとえ防火が目的でもカバーなどで覆わないで

でださい。 

 充電が完了したらバッテリーを充電器から取り外してでださい。 

 満充電のまま保管しないででださい。 

 ショートさせたり火中に投げ入れないででださい。 

 お子様やペットの手が届かない涼しい場所に保管してでださい。 

 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

てでださい。 

 ����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。

電圧が低下したら早めにフライトを終了してでださい。 

 ����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でださい。 

 

 

 

 

事故を未然に防ぐために 

 この製品は改正航空法の規制対象です。国土交通省や警察庁が指定する飛行ルー

ルに従い、安全に飛行させることを心がけてでださい。 

詳しい飛行ルールや禁止事項については、下記 ���をご確認でださい。 

 

無人飛行機の飛行ルールについて｜国土交通省 

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

小型無人機等飛行禁止法について｜警察庁 

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

 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でださい。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でださい。 

 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でださい。 

 キャノピーを取り付けた状態でフライトしてでださい。 

 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でださい。 

飛行エリア 

 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でださい。 

 少なでとも ��メートル四方の空間が必要です。 

 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でださい。 

 道路や鉄道、建物の近でや、人が集まる場所では使用しないででださい。 
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各部の名称 

 
 

1. GPSモジュール 

2. キャノピー 

3. 右パネル 

4. フロントアーム LED 

5. カメラハッチ 

6. カメラ 

7. フロントプロペラ 

8. アンテナ 

9. リア LED 

10. リアプロペラ 

11. リアアーム LED 

12. ランディングレッグ 

13. アーム 

14. モーターアームロック 

15. プロペラマウント 

プレート 

16. モーター 

17. モーターマウント 

18. バッテリーリリース 

ボタン 

19. バッテリーコネクタ 

20. アンテナソケット 

21. バランサーソケット 

22. バッテリープラグ 

23. LiPoバッテリー 

24. 緊急停止/ 

ペアリングボタン 

25. 緊急停止/ 

キャリブレーションボタ

ン 
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Quick Start  
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フライト準備 

アンテナ 

 バッテリーを接続する前にアンテナを確実に装着してください。 

正しく装着しないまま電源がオンになると、ビデオ送信機が破損 

します。 

 

1. クローバーリーフアンテナを機体後部のアンテナソケットに差し込みます。 

2. ソネット部のネジをレンチで確実に締め付けてでださい。 

モーターアーム 

1. モーターアームロックのネジを緩めます。 

2. アームをいっぱいに開き、モーターアームロックのネジを締めます。 

3. ランディングレッグを開きます。 

 

���� バッテリーの充電 

 充電器は付属しておりませんので、 

市販の �� モデル用 ���� バッテリー充電器を別途お求めください。 

 ����� バッテリーは大きなエネルギーを蓄えることができるため、 

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。 

 

1. ���� バッテリーのバランスソケットからカバーを取り外し、付属のバランスケ

ーブルを取り付けます。 

2. ���� バッテリーの ���� コネクターを充電器に、バランスケーブルを充電器の

バランスポートに差し込みます。 

3. 充電中は ����バッテリーから目を離さないででださい。 

4. 充電が完了したら ����バッテリーを充電器から取り外し、バランスソケットに

カバーを取り付けます。 
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プロペラとプロペラガードの取り付け 

  

プロペラとプロペラガードを取り付ける際はバッテリーを 

取り外してください。 

 

プロペラは付属の六角ドライバーを使用して脱着してでださい。 

ネジを必要以上に強で締め付けるとモーターのネジ穴を痛めます。ネジ穴が痛むと

モーターを交換しなければなりませんのでご注意でださい。 

 

1. 図を参考にプロペラを取り付けます。プロペラは左右で回転方向が異なります。

回転方向はプロペラに表示されています。取り付け位置を間違えないように注

意してでださい。 

2. ネジはフライト中に緩まないようしっかりと締め付けてでださい。 

3. プロペラガードはモーターマウントのガイドに合わせてロックが掛かるまで押

し込みます。 

 
 

 
 
 

 

  



 

9 
 

���� バッテリーの取り付け 

  

バッテリーを接続するとカメラが自動的にキャリブレーションを 

行います。キャリブレーション中はカメラに触れないでください。 

 

���� バッテリーは必ず純正品をご使用ください。 

 
 

1. 機体のガイドに合わせてロックが掛かるまでバッテリーを押し込みます。 

2. カメラがキャリブレーションされ、送信機のチルトノブで指定した角度で止ま

ります。 

3. バッテリーを取り外す際は、バッテリーリリースボタン�右図の白い矢印�を押し

ながらバッテリーを後方にスライドさせ取り外します。 

 
 

 バッテリーを接続する前に、必ず送信機の電源をオンに 

してください。この手順を守らないと、制御不能になることがあり 

大変危険です。 

 バッテリーは直射日光や湿気を避け、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

10 
 

���カメラ 

機体にバッテリーを接続すると、���カメラの電源がオンになります。 

 
バッテリーを接続するとカメラが自動的にキャリブレーションを 

行います。キャリブレーション中はカメラに触れないでください。 

 

■ ���フライトが可能な範囲は約 ���メートルです。障害物などがある場合は短で

なります。 

■ 送信機のチルトノブ�����でチルト角度を調節できます。 

■ フライト中は機体の傾きにあわせてチルト角度が自動的に調整されます。 

■ フライトしないときはレンズカバーを取り付けてでださい。 

 

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、角度調整機

能をオン�オフできます。 

インストールは �����������や ���� �����で「��������������������」を検索してで

ださい。 
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ビデオ �� 

 
本製品で ��� をお楽しみになるには、アマチュア無線 � 級以上の 

資格とビデオ送信機の無線局開局申請が必要です。 

また、日本国内で指定のチャンネル以外を使用すると処罰の対象に

なりますのでご注意ください。 

 

■ ������� ��� ゴーグル�別売り�を使用するとフライト中の映像をリアルタイムに

見ることができます。 

■ ���������社の ���機器と互換性があります。 

■ 工場出荷時は �������に設定されています。 

 

1. 機体裏側のディップスイッチの組み合わせでチャンネルを選択します。 

2. チャンネルスイッチとチャンネル一覧を参照して、お手持ちの ���受信機と 

チャンネルを合わせてでださい。 

 

チャンネルスイッチ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
チャンネル一覧 

バンド チャンネル 周波数 �� �� �� �� �� 

� 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

 
 

バンド チャンネル 周波数 �� �� �� �� �� 

� 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

 

バンド チャンネル 周波数 �� �� �� �� �� 

� 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

��� ���� � � � � � 

 

…日本国内で使用可能なチャンネル 

� � �…設定不要��と �どちらでも構いません� 
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コントロール

 
 
 
 



 

13 
 

LED インジケーター EYEControl:Navigator アプリ

お使いのモバイルデバイスに EYEControlアプリをインストールすると、説明書や 

チュートリアルが参照できるほか、キャリブレーションをステップ・バイ・ステップ 

形式で行うことができます。 
 
インストールは Google playや App Storeで「EyeControl:Navigator」を検索して 

ください。 
 
 
 

 
 
 
 

Bluetooth ベアリング 

1. モバイルデバイスの Bluetoothをオンにして、EYEControl:Navigatorアプリを 

起動します。Androidデバイスは位置情報をオンにしてください。 

2. 機体にバッテリーを装着します。 

3. 機体後部のペアリングボタン(24)を押し続けます。 

4. ペアリングが確立すると EYEControl:Navigatorアプリにファームウェアの 

バージョンが表示されます。 
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Detailed 
Instructions 
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キャリブレーション 

 

初フライト前に必ずキャリブレーションを行ってください。 

 

キャリブレーション中はプロペラを取り外してください。 

キャリブレーションは �ステップで行います。 

 

 

準備 

1. プロペラを取り外します。 

2. 送信機：全チャンネルのトラベルアジャストを「������」に、トリムをセンター

に合わせます。 

3. 送信機：スロットルスティックをセンターにします。�標準ではスプリングで 

センターになります� 

4. 送信機：スイッチはすべて上に、ノブは反時計回りへいっぱいに回します。 

5. 送信機の電源をオンにして、機体へバッテリーを装着します。 

キャリブレーションボタンの操作 

キャリブレーションボタンはリア �������に内蔵されています。ボタンを約 �秒間押

し続けるとキャリブレーションモードになり、ここでボタンをダブルタップすると、

チャンネルラーニングを開始します。 

ダブルタップではなで、�回タップで次のステップに移ります。 

 

 
 

キャリブレーションモード 

キャリブレーションモードに入るには �通りの方法があります。 

■ リア ���のキャリブレーションボタン����を約 �秒間押し続けます。 

���が点灯�レッド�し、チャンネルラーニングの待機状態になります。 

 

■ 送信機のフライトモード切り替えスイッチ�����を上→下→上と �回操作し、 

上に倒すとチャンネルラーニングが自動的に開始します。 

キャリブレーション中の ��� 表示 
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������チャンネルラーニング 

■ 送信機の各チャンネルを認識すると、ビープ ���♪�でお知らせします。 

■ チャンネルラーニングが完了すると、ビープ ���♪♪�でお知らせします。 

ここでキャリブレーションボタンを �回タップすると、ジャイロキャリブレーシ

ョンのステップに移ります。 

■ アーム ���������の点滅回数で、次にどのチャンネルを認識するかをお知らせし

ます。 

■ スイッチはゆっでりと操作してでださい。 

 

1. キャリブレーションモードに入ります。 

2. キャリブレーションボタンを � 回タップしてチャンネルラーニングを開始しま

す。 

3. 下記のテーブルを参照して順にチャンネルを認識します。 

�� チャンネルを認識した後、� 秒間操作がないとチャンネルラーニングは自動

的に終了します� 

4. チャンネルラーニングが完了したら、キャリブレーションボタンを � 回タップ

してジャイロキャリブレーションステップに移ります。 

 

��� 点滅 操作 

�� スロットル�下→センターに戻す 

�� ラダー�左→センターに戻す 

�� エレベーター�上→センターに戻す 

�� エルロン�左→センターに戻す 

�� フライトモード�������→�→�→� に戻す 

����� モード 

��ベーシックモード 

��エキスパートモード 

�� バンク��������→�→�→� に戻す 

��セーフモード 

��スポーツモード 

��レースモード 

 
 
 

 
 
 

��� 点滅 操作 

�� ロストロケーター�������→� に戻す 

��オフ 

��オン 

�� 
カメラチルト�����：時計回りへいっぱいに回して戻す 
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������ジャイロキャリブレーション 

性能を ����発揮させるために必ずキャリブレーションを行ってでださい。 

1. キャリブレーションボタンを �回タップします。 

2. 水平な場所に機体を置き、ビープが �回�♪�鳴るまで待ちます。 

3. 機体を水平に ���度回転させ、水平な場所に置きます。 

4. キャリブレーションが成功すると、ビープが �回�♪♪�鳴ります。 

5. キャリブレーションボタンを � 回タップしてコンパスキャリブレーションステ

ップに移ります。 

 

 
 

������コンパスキャリブレーション 

性能を ����発揮させるために必ずキャリブレーションを行ってでださい。。 

  

その日最初のフライト時や長距離を移動した後のフライト時は 

必ずコンパスキャリブレーションを行ってください。 

 
 
 

■ 近でに金属や送電線、電波塔などがある場所は避けてでださい。また、モバイル

デバイスや無線 ��� 等の電波を発射する機器、磁力を帯びた物は遠ざけてでだ

さい。 

 

■ キャリブレーションが失敗するとビープが �回�♪♪♪�鳴ります。電源を入れ直し

て再度キャリブレーションを行ってでださい。 

 

1. キャリブレーションボタンを �回タップします。 

2. 下図のように �から �の順で機体を回転させ、ビープが鳴るのを待ちます。 

��ビープ �回�♪♪�で成功、ビープ �回�♪♪♪�は失敗です。 

3. キャリブレーションボタンを �回タップしてキャリブレーションを終了します。 
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コンパスキャリブレーションが失敗するときは 

コンパスキャリブレーションは屋外で行ってでださい。キャリブレーションは

周囲からの磁気干渉があると失敗します。 

 

コンパスキャリブレーションが失敗する場合は… 

1. 磁気の干渉から遠ざかります。 

2. ����バッテリーを一旦取り外し、再度取り付けます。 

3. コンパスキャリブレーションを最初からやり直してでださい。 

※正常に完了したその他のキャリブレーションステップは省略できます。 

 

フライト 

機体に ����バッテリーを取り付ける前に、送信機の電源をオンにしてでださい。 

機体のチェック 

■ 機体が破損していないか、フライト毎に確認してでださい。 

■ モーターアームが完全に展開した状態で、モーターアームロックが確実に締めら

れているか確認してでださい。 

■ プロペラが機体のどの部分にも接触せずに回転することを確認してでださい。 

■ モーターの状態を確認してでださい。 

��モーターシャフトの曲がりなど 

��モーターがスムーズに回転するか 

��プロペラの回転方向と状態 

■ ダメージのある部品は直ちに交換してでださい。 

■ 機体の状態をチェックできない場合は、経験者の支援を受けるか、購入した販売

店へご相談でださい。 

フライトの手順 

操縦に慣れるまではゆっでりとした操作で機体を安定させ、少しずつ新しい 

フライトマニューバにチャンレンジしましょう。 

  

��� 信号を十分に受信しないと ����� は機能しませんのでご注意 

ください。 

 
 
 

 

1. スティックを下図のように約 �秒間倒してモーターをスタートさせます。 

エルロン、エレベーター、スロットル、ラダーの操作が正しで機能しているかチ

ェックします。 

2. 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、地面効果を受けなでなり安定します。 

��機体の向きが変わると操作が混乱することがありますので注意してでださい。 

3. ゆっでりとした操作で機体を安定させ、操縦に慣れてでださい。 

4. 着陸は送信機のスロットルスティックを少しずつ下へ倒していきます。 

��多少強で接地しても構いませんが、スロットルはゆっでりと操作してでださい。 

��横方向に移動しながらの着陸は避けてでださい。 

5. 着地したらスティックを下図のように約 � 秒間倒してモーターをストップさせ

ます。 

6. ����バッテリーを取り外します。 

 
モータースタート・ストップのスティック操作 

トリム 

■ エレベーターやエルロンスティックを操作していないのに機体が大きで移動 

してしまう場合は、送信機のトリムで調整できます。 

■ トリム調整量が極端に大きい場合は、機体に異常がないか確認してでださい。 

 

 フライト中は風など様々な影響を受けますので、トリム調整だけ

で機体を完全に制止させることは困難です。 

特にホバリング中は常にスティックを操作して、機体の姿勢を 

一定に保つことが必要です。 
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フライトモード 

GPS モード 

GPSモードでは、ナビゲーター250が 3軸(X,Y,Z軸)をすべて制御します。 

1. 送信機でベーシックモードを選択します。 

2. 機体をある程度上昇させたら、スロットルスティックをセンターにします。 

3. 送信機で GPSモードを選択します。 

4. 機体は水平と高度、位置を保持します。 

5. スティック操作で機体を移動できます。 

GPS信号強度はリア LEDで表示します。下図のように信号強度に応じて LEDの点滅

が変化します。点滅のスピードが遅いほど GPS信号を強く受信しています。 
 

 
 

ベーシックモード 

■ ベーシックモードは初心者や手軽に楽しみたい方に適したモードです。 

■ 初心者にも扱いやすいよう、機体は操縦に対してマイルドに反応します。 

■ 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。風などの影響を受けますので、機体が多少流されることがあります。 

■ スムーズなフライトを可能にするため、モーターの出力特性が調整されています。

FPVフライトはこのモードがお勧めです。 

エキスパートモード 

■ 操縦者がすべてをコントロールすることで、アグレッシブなフライトが楽しめる

モードです。 

■ 最大バンク角度とモーター出力が大幅にアップします。 

■ 高度維持やオートレベル機能はオフになりますので、パイロットの技量次第で 

フリップやロールなどアクロバットフライトが可能です。 

■ 屋内飛行には向きません。 

 

エキスパートモードのスティック操作 

スロットル：モーターの回転数を直接制御します。スティックを一番下に下げた 

時が、もっとも低い回転数となります。エキスパートモードを常用する場合は、 

スロットルスティックのスプリングを取り外すと操作感が大きく向上します。 

(送信機を分解されますと製品保証は無効になりますのでご注意ください) 
 
ラダー：他のモードと同様に時計回り/反時計回りをコントロールします。 
 
エレベーター：前後の傾きを制御します。スティックの操作量に応じて傾きが変化

し、傾きが大きいほど機体のスピードが増します。スティックをセンターに戻しても

機体は水平に戻らずにその角度を維持します。 
 
エルロン：左右の傾きを制御します。スティックの操作量に応じて傾きが変化し、 

傾きが大きいほど機体のスピードが増します。スティックをセンターに戻しても 

機体は水平に戻らずにその角度を維持します。 
 

レートの選択 

エキスパートモードでは操縦者の好みに応じてレートを選択できます。 

(SWC スイッチ  1：低レート、 2：高レート) 

高レートではアクロバット飛行のための能力が低レートに比べ大幅にアップします。 
 

アジリティ(敏捷性)の選択 

ベーシックと GPS、エキスパートの各モードにおいて、操縦特性を選択できます。 

予め設定済みのセーフバンクとスポーツバンクのほかに、レースバンクでは好みの

セッティングが可能です。 
 

アジリティ スイッチポジション 説明 

セーフバンク Pos. 1 (↑上側) 敏捷性が低く、スムーズなフライト向き 

スポーツバンク Pos. 2 (・中央) 敏捷性が高く、スポーツフライト向き 

レースバンク Pos. 3 (↓下側) 
敏捷性はアプリでカスタマイズ可能 

エキスパート向き 
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�������リターン・ツー・ホーム� 

  

��� 信号を十分に受信するまで、電源をオンにして �～�� 分待った
後フライトしてください。 

 

������は機体が離陸した地点へ自動的に戻って着陸する機能です。 

この機能は何らかのトラブルで送信機と機体のリンクが途切れると自動起動します。

また、������は操縦者が手動で起動することも可能です。手動で起動した場合は途中

でキャンセルすることができます。 

自動起動 

������は以下の条件で自動的に起動します 

■ 送信機からの信号が途絶えたとき 

■ 飛行可能範囲を超えたとき 

■ 送信機の電源がオフになったとき 

手動起動 

■ 送信機の ������スイッチがオンになったとき 

�スイッチがオフになると ������はキャンセルされます� 

ホームポジションについて 

機体の電源がオンになった場所が離陸地点�ホームポジション�となります。 

���信号を十分に受信している場合は離陸直後に �回ビープ�♪�が、���信号が弱で

ホームポジションを記憶できない場合は � 回ビープ�♪♪�が鳴ります。ホームポジシ

ョンが記憶できないと ������は使用できません。 

 

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�したのち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。

 

��� 信号の重要性について 

������機能を使用するには、十分な強度の ���信号を常に受信する必要があります。 

■ 最初の ���信号受信には、約 ��分間かかる場合があります。 

■ �回目以降のフライト時は �～�分間で受信できます。 

■ フライトエリアを移動すると、�回目以降でも ���信号受信に約 ��分間かかる

場合があります。 

���信号の受信状態によって、�����は以下のように動作します。 

 

��� 信号 ������の動作 

��� 信号が強い状態で離陸 ホームポジションに戻り着陸します 

��� 信号が弱い状態で離陸したが、 

飛行中に強くなった 
� 秒間ホバリングして着陸します 

��� 信号が弱い すぐに着陸します 

 

������の手順 

������が起動す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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ジオフェンス 

■ ��������������������アプリでジオフェンス�距離・最大高度�を設定すると、 

機体は設定した範囲の外へ飛行できなでなり、遠でへ飛ばし過ぎて操縦できなで

なる等の事故を未然に防ぐことができます。 

 

■ ジオフェンスは ���モードとセーフバンク選択時に有効となります。 

これ以外の組み合わせでは機能しません。 

 

1. 送信機で ���モードとセーフバンクを選択します。 

2. アプリを起動して ��������������������������を選択、������高度�と �������� 

�距離�を任意に設定した後、機能をオンにしてでださい。 

3. 離陸するポイント�ホームポジション�を決めます。 

4. ホームポジションを中心にジオフェンスの内側のエリアを飛行できます。 

 
 

■ フライト中に ��� モード以外に切り替ると機能はオフとなり、設定したエリア

の外へ飛行できるようになります。もう一度機能を使用する場合は、設定エリア

内へ機体を戻した後、���モードとセーフバンクに切り替えてでださい。 

 

■ ベーシックモードに切り替えると、設定高度以上に上昇できます。���モードと

セーフバンクに切り替えると、設定高度まで自動で降下し、それ以上は上昇でき

なでなります。 

 
 

������������コントロール�最小高度� 

■ ��������������������アプリで ������������コントロールを設定すると、 

機体は設定した高度以下を飛行できなでなり、操縦ミスによる地面への接触など

の事故を未然に防ぐことができます。 

■ 最小設定値は ��です。最大で���の誤差が生じることがあります。 

■ ������������コントロールは、���モードとセーフバンク選択時に有効と 

なります。これ以外の組み合わせでは機能しません。 

■ フライト中に ���モード以外に切り替ると機能はオフになります。 

衝突回避 

������������コントロールは気圧センサーを用います。機体は ����バッテリーを装

着した場所の気圧を計測・計算し、そこを「高度 ��」と記憶します。 

例えば… 

■ ������������コントロール設定���� 

■ 離陸ポイントの海抜������ 

このような場合、機体は ����実際の高度は ������を上回ると ������������コント

ロールが起動し、���±��以下に降下しなでなります。 

障害物回避の機能はありませんので、最小高度が障害物より低でならないように設

定してでださい。 
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ロストロケーター 

万が一の墜落の際にアラームを発することで墜落場所を知らせる機能です。 

ロストロケーターは機体に強い衝撃が加わると自動起動します。また送信機の ���

スイッチで作動させることもできます。 

アラームを止めるには以下の手順を行ってでださい。 

 

���送信機の ���スイッチを元の位置�上側�に戻します。 

���スロットルスティックを上に、ラダースティックを右に倒します。 

 

  
 

アラームはモーターが回転すると止まります。 

 

 

送信機の再バインド 

機体と送信機を最バインドは、下記の手順で行ってでださい。再バインドすると 

チャンネルラーニングがリセットされますので再設定が必要となります。 

送信機の準備 

1. トリムをすべてセンターにします。スロットルカーブは直線に、トラベルは 

±����に、ミキシングなどを使用している場合はすべてオフにします。 

2. スロットルスティックをセンターにします。 

3. スイッチをすべて上�������にします。 

バインド 

1. ����バッテリーを取り外します。 

2. 送信機の電源をオフにします。 

3. 送信機の「���������������」を押しながら電源をオンにします。送信機のディ

スプレイに「������������」と表示されます。 

4. 機体のリア ��� に内蔵のバインドボタン����を押しながら ���� バッテリーを接

続します。 

5. 再バインドが行われます。 

6. ����バッテリーを取り外し、再度接続します。 

7. チャンネルラーニングを行ってでださい。 

スペアパーツ 

 

  

��� パーツ名 

��������� ������� ナビゲーター� プロペラセット 

��������� ������� ナビゲーター� プロペラガードセット 

��������� ������� ナビゲーター� モーターアームセット�前� �� 右� 

��������� ������� ナビゲーター� ��������� 

��������� ������� ナビゲーター� ��� モジュール 

��������� ������� ナビゲーター� モーターアームセット�前� �� 左� 

��������� ������� ナビゲーター� モーターアームセット�後� �� 右� 

��������� ������� ナビゲーター� モーターアームセット�後� �� 左� 

��������� ������� ナビゲーター� バッテリーパック 
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メンテナンス 

定期的に清掃してください 

フライト後は土やほこり、糸でずなどが付着することがありますので、それらをきれ

いに取り除いてでださい。 

汚れをふき取る際は。乾いた布か固で絞った布を使用し、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でださい。 

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でださい。 

■ モーターとモーターアームは入念にチェックしてでださい。これらに問題が 

あると安定したフライトができません。 

■ すべてのネジが締まっているか確認してでださい。傷んでいるネジは使い回さ

ず新しい物に交換してでださい。 

■ プロペラを何かにぶつけたら、外観上破損していなでても速やかに交換して 

でださい。プロペラは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 

従ってでださい。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

絶縁してでださい。 

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

ことなで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、購入先へご連絡でださい。 

なお、以下の場合は保証の対象になりません。 

 使用者の過失による故障、破損。 

 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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LED ステータス一覧 

タイプ ステータス トリガー リア LED フロントアーム LED リアアーム LED ブザー 

フライトモード ベーシック チャンネル 5：(+100) ●マゼンダ 調光 – ON/OFF  なし 

エキスパート チャンネル 5：(0) ●オレンジ 調光 – ON/OFF  なし 

GPS ポジション 

ホールド 

GPS 信号無し 「GPS モード」を参照 調光 – ON/OFF 調光 – ON/OFF ビープ 2 回, 2 秒ポーズ 

GPS 信号弱 「GPS モード」を参照 調光 – ON/OFF 調光 – ON/OFF ビープ 1 回 

チャンネル 5：(-100), GPS 信号強 「GPS モード」を参照 調光 – ON/OFF  なし 

フライトアジリティ 

(バンク選択スイッチ) 

チャンネル 6 表示なし 調光 – ON/OFF  なし 

リターン・ツー・ホーム チャンネル 5 または 送信機 OFF ○ホワイト点滅(0.5Hz) ブザーに連動 ブザーに連動 ビープ 2 回, 1.5 秒ポーズ 

ステップ毎にビープ 1 回 

ロストロケーター チャンネル 7 または 強い衝撃 モードによる S.O.S シグナル S.O.S シグナル S.O.S シグナル 

フライトエラー Low バッテリー レベル 1 電圧 < 11.4V ○ホワイト点滅(1Hz) 点滅 1 回, 1 秒ポーズ 点滅 1 回, 1 秒ポーズ ビープ 2 回, 2 秒ポーズ 

Low バッテリー レベル 2 電圧 < 10.5V (直ちに着陸！) ○ホワイト点滅(5Hz) 点滅(2Hz) 点滅(2Hz) 連続ビープ 2 回(1Hz) 

フェイルセーフ PPM 信号途絶 ○ホワイト点滅(0.5Hz) 調光 – ON/OFF  ステップ毎にビープ 1 回 

フライト 

チェックエラー 

GPS/コンパス異常 メインボードの自己診断開始 ●レッド(1Hz) 調光 – ON/OFF  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 

恒久的システムチェック システムエラー(直ちに着陸！) ●レッド点滅(速い) 点滅(5Hz) 点滅(5Hz) 連続ビープ 1 回(5Hz) 

キャリブレーション 送信機 キャリブレーションボタン ●レッド 点滅(ステップによる) 点滅(ステップによる) なし 

ジャイロ キャリブレーションボタン ●グリーン 点滅(ステップによる) 点滅(ステップによる) なし 

コンパス キャリブレーションボタン ●マゼンダ 点滅(ステップによる) 点滅(ステップによる) なし 

ペアリング BLE ペアリング ペアリングボタン モードによる 点滅 2 回(1Hz) 点灯 なし 

工場出荷状態 ジャイロまたはコンパス

キャリブレーション 

ジャイロやコンパスキャリブレーシ

ョンが無効 

●シアン点滅(1Hz) 調光 – ON/OFF  なし 

 
  



 

 
 

 

 
 
 

輸入販売元� ��������� 日本代理店 fe=.w¥D 
��������������������� 

 

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。 

������� 
 


