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組⽴て取扱い説明書
ご使⽤前にこの説明書を良くお読みになり⼗分に理解してください。
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RTR RTRの組⽴てはP.7からの組⽴てでこのマークの箇所の組⽴てを⾏ってください。
それ以外の項⽬もメインテンスなどで必要な知識です。必ず⽬を通しておいてください。

＊禁無断転載複製

製品の特徴
●３Dプリンター製、⾼強度モノコックポッド。（ナイロン製）
●ケーブルコントロールステアリングシステム。
●ケブラー製コントロールケーブル。（ステアリング＆セイル）
●⼤径Φ107mm 軽量34ｇ ローフリクションホイール。
●フルステンレスボールベアリング。（8pcs.）
●フルステンレススクリュー。
●軽量アルミ製シャフト。（カニゼンメッキ仕様）
●⾼強度マイラーフィルム製セイル。
●A6063アルミ製マスト。
●リグは⼯具を使⽤しないで簡単に交換可能。
●持ち運びに便利な3分割構造。
●軽量 ⾼靭性 プラスチックフィルムでカバーされたサイプレス製ストリンガーフ
レーム＆リアアクスルビーム。
●塗装済みキャノピー。

スペック
全  ⻑ ：   749 mm
全  幅 ：   495 mm
全  ⾼ ： 1000 mm
セイル⾯積：  0.16  m²
重  量 ：  約465  g 
(サーボ、受信機、バッテリーを除く)

全備重量 ：  約665  g  
(SANWA RX-391x1 SRM-102Z x2

AA Battery x4 )

＊製品改良ため、予告なく仕様を
変更する場合があります。
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安全のための注意事項

組⽴て・⾛⾏の前に必ずお読みください。

●本製品は玩具ではありません。
 ⾼い性能を実現するために構造的に危険な部分があります。

●構造を理解し危険性について留意できる成⼈を対象とした製品です。

●本製品は性能を維持するために⾛⾏後のメインテンス、修理などをお客様
 ご⾃⾝が⾏うことも含めて楽しむための製品です。

この製品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。

警告マーク：⽣命や⾝体に重⼤な被害が発⽣する可能性がある危険を⽰します。

禁⽌マーク：事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを⽰します。

下図で⽰す部分は構造上、⾮常に危険なので絶対に⼿を⼊れないよう
にしてください。
特にハイトルクサーボを使⽤している場合は指の⾻折、切断など回復
不可能な怪我を負う可能性があります。
メインテナンスの際は必ず受信機スイッチをOFFにしてください。

絶対に⼿を⼊れない！
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本製品でコントロールケーブルに使⽤しているケブラーコードは⾮常
に強靭で⼤⼈でも引きちぎる事は出来ません。指などに巻きつけたり
しないようにしてください。

危険な部分があることを理解している所有者のみが⼿を触れるように
してください。
横転した⾞体を起こすために第三者が⼿を触れることはさせないでく
ださい。
特に⼦供と⼀緒に⾛⾏させる時などは絶対に触らせないでください。

⼩さな部品があります。誤飲した場合、窒息する可能性があります。
尖った部品があります。怪我の可能性があります。
⼦供がいる場所での作業、保管はさけてください。

梱包⽤のビニール袋は⼦供がかぶると窒息の可能性があります。
廃棄するか、⼦供の⼿の届かない場所で保管してください。

警告マーク：⽣命や⾝体に重⼤な被害が発⽣する可能性がある危険を⽰します。

⾞道、⼈ごみ、⼦供の近くでは⾛⾏させないでください。
事故の原因になります。

禁⽌マーク：事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを⽰します。

⼦供の⼿の届く場所に保管しないでください。

 プロポ、充電式の受信機バッテリーを使⽤する場合は、バッテリーと充電器
など、周辺機器の取扱説明書もよくお読みになり⼗分に理解してください。

 ⾛⾏させる場所は、万⼀の事故を考えて安全を確認してから、責任を持って
楽しんでください。

 ラジコン保険など損害賠償保険への加⼊をお勧めします。

 製品の特性上、本製品にはブレーキがありません。セイルカートを停⽌させ
る⽅法を理解、マスターしてから⾛⾏させてください。
（停⽌のさせ⽅はP.18参照）

 本製品を転売等、他者に譲る場合はこれらの警告・禁⽌事項が伝わるように
本説明書を必ず添付してください。
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セット内容

   

φ4Rピン φ14Rピン

サーボスペーサー
２mm

サーボマウントA サーボマウントB

M2ナット
x2

M2x4
バインドビスx1

M2x６
バインドビスx2

M3x8
ボタンヘックスビスx12

M3x25
トラスビスx1

 本体ポッドAssy

セイルサーボアーム

ポッドエンド

サーボスペーサー
1mm

●M3xφ7ワッシャーx8 ●M2xφ6ワッシャーx4 （セイルサーボアーム⾼さ調整⽤）
●キャノピー ●アンテナパイプ ●アンテナキャップ

これらのパーツはポッド内に仮⽌め、収納さ
れています。（RTRは組み⽴て済み）

 リアアクスルAssy

   

   

 リグセット（紙筒に付属しています。）

φ8xφ12x5
スペーサー

ブームエンド マストキャップ

φ6Rピン φ8Rピン φ14Rピン

ブーム

セイル／マスト
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組⽴てに必要な⼯具

本製品の組⽴、メインテナンスには下記の⼯具類が必要です。
 +ドライバー No.1 No.2(RTR)
 六⾓レンチ 1.5mm 2.0mm （ドライバータイプがお勧めです。）

(使⽤するサーボによっては2.5mmが必要です。）
 ナット回し 4.0mm 5.5mm （ボックスドライバー、スパナなど。）
     （サーボホーンのカットに必要。）
     
 瞬間接着剤 （コントロールケーブルの結び⽬の固定に使⽤。）

あると便利な⼯具など。
 ラジオペンチ （Rピンの取り外しなどに便利。）
 ピンセット （コントロールケーブルの取り回しなどに便利。）
 はさみ （コントロールケーブルカットに使⽤。）
 両⾯テープ （サーボの配線の固定に使⽤。）

 取扱説明書袋詰め

   

φ8xφ12x5
スペーサー

ポッドエンド

コードアジャスター

セイルサーボアーム

φ4Rピンx1 φ6Rピンx1 φ8Rピンx1 φ14Rピンx1

M3x6トラスネジ x2 （リアホイール固定⽤）

M3x25トラスネジ x1 （リアアクスルAssy固定⽤）

M3x35トラスネジ ｘ1 （フロントホイール固定⽤）

M3ナイロンナット x2 （フロントホイール固定⽤）

●ケブラーコード 約2m

●取扱説明書（本書）
●ナイロンバンド x4
●アンテナ通し⽤パイプ （φ3xφ2x150パイプ）

●予備パーツセット

これらのパーツは組⽴てには使
⽤しません。
スペアとしてご利⽤ください。
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キットの他にそろえる物

カー⽤ 2.4GHz 2チャンネル、2サーボ 無線操縦機セット （プロポ）
ホイールコントロールタイプの物を推奨します。

プロポは何を買ったら良いか分からないと⾔う⽅は
SANWA製 MX-6 <NORMAL> セット  製品コード：101A32502A
の購⼊をお勧めします。
本製品に必要な送信機、受信機、電池ボックス、スイッチが付属します。

 搭載可能なサーボ
標準サイズサーボで下図の⼨法を満たす物。

搭載確認済みサーボ 推奨サーボホーン
FUTABA ： S3003  S9470SV FUTABA Aタイプ
SANWA ： SRM-102Z  ERS-963 SANWA Jタイプ

 搭載可能な受信機
右図の⼨法以下の物。

搭載確認済み受信機
FUTABA ： R203GF R314SB
SANWA ： RX-391

 搭載可能なスイッチ / 電池ボックス
FUTABA ： SSW-GS （スイッチ）

SSW-BSSA （スイッチ付電池ホルダー）
SANWA ： 107A20064A （スイッチハーネス）

901A00808A （RX電池ケース（Zコネ））
107A20013A （ミニ電池ケース Zハーネス 中間スイッチ付）

 搭載可能な受信機⽤Ni-MHバッテリー
イーグル模型 ： EB-3016

（Intellect1600 6V俵型受信機⽤バッテリーパック）

ハイトルクサーボ使⽤時などニッケル⽔素バッテリーの使⽤が指定されてい
る場合はこちらのバッテリーを使⽤してください。

 使⽤するプロポセットに応じたアルカリ乾電池
上記で案内したSANWA MX-6 ＜NORMAL＞セットの場合
単3アルカリ乾電池が送信機4本、受信機4本の計8本が必要です。

38〜4118〜20

14〜１６

〜28

重要
サーボホーンを付けた状
態でサーボホーンの下⾯
から取り付けフランジの
下⾯の⼨法。

15

3926
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組⽴て

1 サーボホーンの準備

サーボホーンを下記の⼨法にニッパーでカットします。
カッターでのカットは危険です。

推奨サーボホーン
FUTABA Aタイプ
SANWA Jタイプ

2 キャノピーの取り外し RTR

3 仮⽌め部品の取り外し（１）

①φ4Rピンを抜く。

②キャノピーを外す
。

外した部品は無くさないように保管してください。

①→②→③→順に作業する。

①→②→③→順に作業する。

ステアリングサーボホーン

M3x8ボタンヘックスビス

スナップ

M3xφ7ワッシャー

①M3x8ボタンヘックスビス、M3xφ7ワッシャーと
スナップを外す。
②外したスナップをステアリングサーボホーンに        
取り付ける。

外した部品はなくさないように保管してください。

25 25

25

ステアリング⽤ セイル⽤

SANWAのJタイプ場合
Lの刻印側をカット
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4 仮⽌め部品の取り外し（2）

5 仮⽌め部品の取り外し（3）

M2x6バインドビス

M2ナット
セイルサーボホーン

外さない

15

16
FUTABA

SANWA

セイルサーボアーム

①セイルサーボアームからM2x6バインドビスとM2ナットを外す。
②外したビス・ナットでセイルサーボホーンを取り付ける。
（使⽤するサーボホーンに応じて15mm⼜は16mmの位置を使⽤する。）

①M3x8ボタンヘックスビスを外してサーボマウントA、Bを外す。
②サーボマウントA、BからM3x8ボタンヘックスビスとM3xφ7ワッシャー
を外す。
③φ14Rピンを外す。
④アンテナパイプ、アンテナキャップを外す。

外した部品は無くさないように保管してください。

①→②→③→順に作業する。

①→②→③→順に作業する。

サーボマウントA

サーボマウントB

φ14Rピン

アンテナパイプ

アンテナキャップ

取り外すネジは全てM3x8ボタンヘックスビス。

①

①

②

③

④

M3xφ7ワッシャー
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6 仮⽌め部品の取り外し（４） RTR

7 サーボの搭載（１）

搭載の前に受信機、バッテリーを接続して動作確認をしてください。

FUTABA ： S3003 スペーサー無し
S9470SV 2mm

SANWA ： SRM-102Z スペーサー無し
ERS-963 2mm

サーボに付属のゴムブッシュは使⽤しません。

ポッドエンド

M3x25トラスビス

①M3x25トラスビスを外しポッドエンドを外す。

外した部品は無くさないように保管してください。

スペーサーは1mmと2mmがそれぞれ4枚付属します。
使⽤するサーボによって⾼さを調整します。

ここからの組み⽴てには前項で外したビスを使⽤し
ます。

重要
ネジの締めすぎに注意
相⼿の部品が変形するまで
締めないでください。
ネジが効かなくなります。

ステアリングサーボ セイルサーボ

M3x8ボタンヘックスビス M3x8ボタンヘックスビス

サーボマウントA
（向きに注意 Aの刻印が上側）

サーボマウントB
(向きに注意 Bの刻印が上側）

接近させた状態

スペーサー スペーサー

ステアリングサーボ
（向きに注意）

セイルサーボ
（向きに注意）

接近させた状態

M3xφ7ワッシャー M3xφ7ワッシャー
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8 サーボの搭載（2）

9 サーボの搭載（3）

ステアリングサーボホーン、セイルサーボアームはポッドの外に出して作業します。

①写真のようにコードをまとめる。 ②ポッドに収める。

③サーボマウントAをM3x8ボタンヘックスビスで固定。
④サーボマウントBの位置を調節してM3x8ボタンヘックスビスで固定。
⑤セイルサーボの後ろ側をM3x8ボタンヘックスビスとM3xφ7ワッシャーで固定。
⑥  で仮⽌めしたM3x8ボタンヘックスビス2本を固定。

ステアリングサーボ

ステアリングサーボとセイルサーボを
接近させた状態で仮⽌め。
（後で距離の調整をします。）

スペーサー

仮⽌めM3x8ボタンヘックスビス
（仮⽌め）

スペーサー

セイルサーボ

M3xφ7ワッシャー

①→②→③→順に作業する。

M3x8ボタンヘックスビス

M3x8ボタンヘックスビス

③

③
④

④

⑤⑥仮⽌めの
  M3x8ボタンヘックスビス
  2本を固定

M3xφ7ワッシャー

M3x8ボタンヘックスビス

（両⾯テープでサーボの側⾯にコード
を固定すると作業しやすいです。）
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