
INSTRUCTION MANUAL

■組立前に必ずこの説明書を最後まで、よくお読みになり、
正しくお使い下さい。
■この説明書は「TOWCOBRA」専用の部分についてのも
のです。「60スケールシリーズ」共通の部分は、メカニ
カルキット説明書をお読み下さい。特に「安全のために
必ずお守り下さい」は、飛行前に必ず読んで下さい。
■この説明書は、大切にお手元に保管して下さい。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

■Please read this manual in its entirety before attempting 
to assemble the helicopter.
■This manual explains the parts exclusive to 

TOWCOBRA. For parts common to the 60 scale series, 
please read the mechanical kit manual. In particular, 
please read the section entitled ’Always follow these 
rules for safety’ before attempting to fly the helicopter.
■Keep this manual in a safe place.
※Changes in product specifications may be effected 

without notice.

60 class

SCALE HELICOPTER

BODY KIT

取扱説明書�

MADE IN JAPAN

2002

TOWCOBRA
AH-1SIII

マフラーは0414-263 S60-II後方排気マフラー
（ボックスタイプ）をご使用下さい。
その他のマフラーは使用できません。�
Use a 0414-263 S60-II rear exhaust muffler 
(box type).  Other mufflers can not be used.
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1 トップカバーの取付
Attaching the top cover

片側 8ヶ所、左右計 16本のビスで取付けます。
①　図を参考に下部胴体に取付ビス位置をマジックペン
等で記します。

② 内側に補強ベニヤ10×10mmを接着します。接着に
はエポキシ(30分以上硬化型)を使用します。接着前
に接着面をサンドペーパーでサンディングし、アル
コールで油分を拭きとります。

③ 上部下部胴体がピッタリ合う様に上部胴体外周をヤ
スリ等で修正します。

④ マスキングテープ等で上下胴体を固定します。
⑤ 図の部分にφ1.8の穴をあけ、M2.6トラスTSで取付
けます。（左右同時）（上部下部胴体の前側が、ピッ
タリ合っている事を確認してください）

⑥ 後の方へ順々に同じ作業を行います。
　　注：しっかり上下を固定してから作業しないと歪み

が出て修正出来なくなります。

Attach the 16 screws (8 on each side).
① Referring to the figure, mark the position of the screws
on the bottom of the body with a marker pen etc.

② Attach a 10×10mm piece of reinforcement plywood
to the inside with epoxy (30 minute hardening type).
Sand the contact surfaces with sanding paper and wipe
any oil away with alcohol before attaching.

③ In order to ensure that the upper and lower halves of
the body fit together perfectly, use a file to file the
outside edge of the upper half of the body.

④ Fix the upper and lower halves of the body together
with masking tape.

⑤ Open a φ 1.8 hole as show in the figure, and attach
with a M2.6 truss TS. (Left and right simultaneously)
(Check that the front part of the body fits together
perfectly.)

⑥ Repeat the same operation towards the back of the
body.
Note: If the upper and lower halves of the body

are not fitted together perfectly, it may lead

to some skewness which can not be

corrected.

85 85
10

4

トップカバーとボディがぴったりと合う様に合わせ面をヤスリ等で
修正します。
In order to ensure that the top cover and body fit together per-
fectly, use a file to file the contact edges.

注意 Caution

53.5mm
φ10

スターターシャフト式の場合はスター
ターシャフト用の穴φ 10をトップカ
バーにあけます。
In the case of a stator shaft model, open
a stator shaft φ10 hole in the top cover.

前から順に穴あけをします。
Open the holes starting at the front
and working towards the back.

M2.6×6トラスTS………… 16
M2.6×6 truss TS

補強ベニヤ …………… 16

10

10

85 85 85 85
35 266

1520
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2 スキッドの組立・アンダーカバーの加工
Skid assembly and undercover preparation

組立後瞬間接着剤
を使用します。
Use cyanoacrylate
glue after
assembling.

アンダーカバー取付ビス位置をマーカーな
どで記し、ボディ内側に10mm×10mm補
強ベニヤを貼付けます。接着にはエポキシ
（30分以上硬化型）を使用し、接着前に接着
面をサンディングしアルコールで油分を拭
きとります。
φ1.8の穴をあけM2.6×6トラスTSで取付
けます。
Mark the position of the undercover attaching
screws with a marker pen etc, and attach a
10 × 10mm piece of reinforcement plywood
to the inside of the body with epoxy (30
minute hardening type). Sand the contact
surfaces with sanding paper and wipe any oil
away with alcohol before attaching.
Open a φ1.8 hole and attach with a M2.6×
6 truss TS.

ボディとぴったり合う様にアンダーカバーを
ヤスリ等で修正します。
In order to ensure that it fits the body perfectly,
use a file to file the undercover.

エンジンクーリング用にカットします。
Cut for engine cooling.

直径 16mm
（スキッドの取付けに合わせてカットする）
Diameter 16mm
(Cut in accordance with the attachment of the skid.)

ドライバーに合わ
せ、ネジ止め用の
穴をあけます。
Al ign  w i th  the
driver and open the
hole for the screw.

カット
Cut off

M2.6× 6トラスTS
M2.6× 6 truss TS

10mm× 10mm
ベニヤ板
Reinforcement plywood

70

6015

前
Nose

195 40

64mm

90°90°

M3×5SS………………… 8

M2.6×6トラスTS ………… 8
M2.6×6 truss TS

M3×8TS ………………… 8

PACER

CA+

M3×8TS

プラパーツアクセサリー
（アンテナ）
Plastic parts accessories
(Antenna)

瞬間接着剤
Cyanoacrylate glue

8mm
カットします
Cut 8mm

防振ゴム
Shock absorbing
rubber
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3 テールスキッドの取付
Attaching the tail skid

4
エアインテークの取付
Attaching the air intake

5
水平尾翼の取付
Attaching the horizontal tail fin

テールスキッド取付用穴をあけます。
Tail skid mounting hole.

テールスキッド
Tail skid

胴枠
Fuselage frame

エポキシで固める
Cement with epoxy glue

胴枠
Fuselage frame

[エアインテーク]
[Air intake]

金網を適当な大きさにカットして、
内側から接着します。
Cut the suitable size of the wire net.

カットする
Cut off

胴体内側より取り付ける。
Mount air intake from inside.

ケガキ線にあわせカット
します。（左側のみ）
Cut along the mark-off line.
(Left side only)

φ 2穴をあけます
Open φ 2 holes.

10mm幅3～5mm

φ2×150ピアノ線
Piano wire

A

B

エポキシ
Epoxy

ボディにぴったり合うように、水平尾翼の接着面
をサンディングします。
胴体にφ2の穴をあけます。
水平尾翼にφ2の穴をあけます。
φ2×150ピアノ線を通し、エポキシ（30分硬化
型）で接着します。

Sand the contact surface of the horizontal tail fin
so that it fits perfectly with the body.
Open a φ 2 hole in the body.
Open a φ 2 hole in the horizontal tail fin.
Pass a φ2×150 piano wire thorough the hole and
fix it with epoxy (30 minute hardening type).

A

B
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6 コクピット・トップカバーの組立
Cockpit and top cover assembly

[コクピット・キャノピーの組立]
[Assembling the cockpit and canopy]

1
2

3
4

567
8

9
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11

1
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3 4 5

6

7
8
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240
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8
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8
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7

8

9
60

120 180

240

300

[コクピット]
[Cockpit] フード

Hood スティック（長）
Stick (Long)

スティック（短）
床右側へ
   Stick (Short)
   To right surface

キャノピー、コックピットを2枚重ね
てトップカバーに接着します。
Place the canopy and cockpit together
and attach to the top cover with epoxy
(30 minute hardening type).

カットします
Cut off

A

B

エポキシ
Epoxy

A

B

カットします
Cut off

エポキシ
Epoxy

A

B

エポキシ
Epoxy

窓を抜き、金網を内側から接着します。
Cut off the windows, adhere the wire nets
from inside.

計器パネルデカール
Instrument panel decal

フード以外は各部の塗装
後取付けます。
The parts other than the
hood should be mounted
after painting.

（スティックはコック
ピット下面からスク
ラップベニヤ等で補強
するとよいでしょう）
It is recommended that
stick be reinforced with
the scrap plywood and
the like from the bottom
of the cockpit.

A

B
エポキシ
Epoxy

キャノピーはケガキ線より多めに
カットし、トップカバーに合わせ
てさらにカットします。
Cut the canopy slightly more than
indicated by the mark-off line, and
then cut so that it fits the top cover.

コックピットはケガキ線より多
めにカットし、トップカバーに
合わせてさらにカットします。
Cut the cockpit slightly more than
indicated by the mark-off line, and
then cut so that it fits the top
cover.

A

BA

B

A

B

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

A

B

A

B

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

A

B
A

B
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7 アクセサリーの取付-1
Attaching the accessories -1

[レーダーサイト]
[Rader sight]

[胴体下部カバー（前部）]
[Fuselage lower cover (Front)]

[ガトリング砲]
[Gatling gun]

M3× 10PH

M2ナット
M2 nut

エポキシ（30分以上硬化型）を使用します。
Use epoxy (30 minute hardening type).

カットする
Cut off

M3ナット
M3 nut

パイプ大小を継いでハンダ付け
します
Solder the large and the small
pipes together.

金具を入れてハンダ付け
します
Solder these with the fix-
ture inserted.

カバーを接着
Adhere the cover

M3×10PH及びバルサブロック
を接着
Adhere the M3 × 10PH and balsa
block with epoxy glue.

M3 ナット
M3 nut

先に出来ている砲身を挿
入して接着
Insert the gun barrel
already made into the end
before bonding.

M2ナット ………………… 2
M2 nut

M3ナット ………………… 2
M3 nut

M3×10PH ……………… 2

A

B

エポキシ
Epoxy

A

B
エポキシ
Epoxy

A

B

A

B

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

A

B

A

B

エポキシ
Epoxy

A

B

エポキシ
Epoxy

バルサブロック20×30× 50
Balsa block 20× 30 ×50

φ1.8穴をあけます。
Open a φ 1.8 hole. φ 3穴をあけます。

Open a φ 3 hole.

φ 3穴をあけます。
Open a φ 3 hole.

プラパーツ
Plastic parts

A

B

φ1.7軸
φ1.7 shaft

4枚重ね合わせ、ボディに接着します。
Put the 4 sheets together and attach to the body.

大きさに合わせて穴をあけます。
Open a hole to match the size.

エポキシ
Epoxy
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8 テールギヤASSYの組立
Tail gear assembly

ロッドエンドピン
Rod end pin

① ユニバーサルジョイントにユニバーサルピンを固定
します。（ネジロック剤使用）

締めすぎないように注意
Do not screw too tight.

テールハウジングASSY
Tail housing assembly

テールブレード
ホルダー (A)
Tail blade holder (A)

テールブレードホルダー (B)
Tail blade holder (B)

M2×10TSスリワリ付
M2×10TS with split end

方向に注意
ボスの無い側から
Check the direction of
the screw.  The head of
the screw sits against
the side of the link
without the boss.

① Secure the universal pin to the universal joint.  (Use
the screw lock equipment.)

● テールブレードの取付
Attachment of tail rotor blade.

① テールブレードのバランスを取ります。
② テールブレードをM3×16CS、M3ナイロンナット
で固定します。この時、テールブレードが手で軽く
動く程度に締めて下さい。

M3ナイロンナット
M3 nylon nut

テールブレード
Tail rotor blade

M3× 16CS

① Balance the tail blades.
② Secure each tail blade with a M3×16 CS and M3 lock
nut.
Fasten the tail blades tight enough so they can be
moved slightly by hand.

軽い方にテープ等を巻く。
Wind tape at a lighter side.

M2×4.5 ロッドエンドピン
M2×4.5 rod end pin

ユニバーサルジョイント
Universal joint

M3× 5SS

M4×4SS

ユニバーサルピン
Universal pin

M3× 3SS ロック�

テールブレードは必ず純正品を使用して下さい。
純正品以外の物を使用しますと、破損、墜落の恐れがあります。
Always use Hirobo brand tail blades for best performance.  If
another brand is used, damage or a crash may result.

注意 Caution

ユニバーサルピン………… 1
Universal pin

M3×16CS ……………… 2

M3ナイロンナット ………… 2
M3 nylon nut

M2×4.5ロッドエンドピン … 4
M2×4.5 rod end pin

M3×5SS………………… 1

M2×10TS-2 …………… 8

M4×4SS………………… 1

M3×3SS………………… 1
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9 ドライブシャフトの組立
Drive shaft assembly

ギヤ (R)
Gear (R)

ギヤ (L)
Gear (L)

M2.6×8CS……………… 4

M3×15皿PH …………… 4
M3×15 coutersunk screw

M3×5SS………………… 2

アングルミッションASSY
Angle transmission
assembly

アングルミッションASSY
Angle transmission assembly

取付台
Mounting plate

M2.6× 8CS
（仮組）
(Temporarily)

アングルミッション ASSY
Angle transmission assembly

テールドライブASSY P=410
Tail drive assembly P=410

テールドライブASSY P=132
Tail drive assembly P=132

フレーム
Frame

M3× 15皿 PH
M3× 15 countersunk PH

ロッ
ク�

（位置決め後）
(After positioning)

ギヤ(L)
Gear (L)

ギヤ(R)
Gear (R)

ベニヤワッシャーをはめて、
エポキシ（30分以上硬化型）
で接着します。
Install a plywood washer and
adhere it  with epoxy (30
minutes hardening type).

M2.6× 8CS
仮止めしてあります。
Temporarily pre-
attached

テールギヤASSY
Tail gear assembly

テールドライブASSY P=121
Tail drive assembly P=121

M3×5SS

φ 1.2ピアノ線
φ1.2 piano wire

曲げる
Bend 5m

m

5mm

① アングルミッションASSYをM2.6×8CSで固定しま
す。（仮組）

② フレーム、テールドライブASSY P=132、テールドラ
イブASSY P=410、テールユニットASSY、テールド
ライブASSY P=121の仮組をします。
テールドライブASSY P=410を胴枠に通し、スムー
ズに回転するようにテールドライブASSY P=410と
アングルミッションASSYの位置を決めます。

③ 位置が決まりましたら、テールドライブASSY P=410
と胴体をエポキシ（30分以上硬化型）で接着します。

④ 仮組したM2.6×8CSをネジロック剤で接着します。

① Fix the angle transmission assembly with the M2.6×
8CS. (Temporary assembly)

② Temporarily assemble the frame, tail drive assembly
P=132, tail drive assembly P=410, tail unit assembly and
tail drive assembly P=121. Pass the tail drive assembly
P=410 through the fuselage frame, and decide the
positions of the tail drive assembly P=381 and angle
transmission assembly so that it rotates smoothly.

③ When the positions are decided, fix the tail drive
assembly P=410 and body with epoxy (30 minute
hardening type).

④ Fix the temporarily assembled M2.6 × 8CS with a
thread-locking agent.

グリス�

グ
リ
ス
�

テールドライブASSY P=121
Tail drive assembly P=121

A

B

A

B

外から 2つ目の
穴を使います。

⑤ φ1.2×1200ピアノ線
を図のように曲げ加
工して下さい。

⑤ Bend the φ 1.2 ×
1200 piano wire as
s h o w n  i n  t h e
illustration.

グラスパイプは約80mm カットします。
Cut about 80mm from the glass pipe.

エポキシ
Epoxy

エポキシ
Epoxy

Use the
second hole
from the
outside.

ギヤに、付属のモリブデングリスを塗布して下さい。
また、定期的にグリスを継ぎ足して下さい。
ユニバーサルハブ内にも必ずグリスを塗布して下さい。
Apply the supplied molybdenum grease to the gear.
Replenish the grease periodically.
Also apply grease to the inside of the universal hub.

ポイント Point
メインギヤを回してテールローターがスムーズに回転する様に
テールドライブASSY P=410とアングルミッションASSYの位置
を調整します。それぞれのユニバーサルハブとテールドライブ
シャフトは一直線上にならず、角度がつくようになります。
Rotate the main gear and adjust the position of the tail drive
assembly P=410 and angle transmission assembly so that the tail
rotor rotates smoothly.  Their universal hubs and tail drive shafts
are set at an angle and not in a straight line.
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② φ1.2 × 1200ピアノ線は、ニュートラルをチェッ
クして、長さを決定してからカットして下さい。

③ φ1.2×1200ピアノ線とアジャストジョイントB
をハンダ付けします。M2×6CS

M2ナット
M2 nut

EX φ5ボール
EX φ5 ball

ロッ
ク�

② Cut the 1.2×1200 piano wire after determining the
neutral position of the rudder control system.

③ Solder together the 1.2× 1200 piano wire and ad-
just joint B.

① ラダーサーボを取付けます。

10 テールとラダーリンケージの取付
Attaching the tail and rudder linkage

①Attach the rudder servo.

ラダーのリンケージ
Rudder linkage

ラダーのニュートラル位置は、ローター回転
数、ジャイロ等で変わりますからフライトテ
ストをして調整して下さい。
The rudder neutral position, gyro, etc., change
according to rotor rpm.  Therefore, perform
test flights and make adjustments.

送信機のエンコンスティックを中心にします。
そしてラダースティックとトリムがニュートラルになって
いる時にラダーコントロールシャフトとサーボホーンが
90°になる位置に取り付けます。

Set the throttle control stick of the transmitter to neutral.
Attach the linkage rod to the servo horn and position the
servo horn at 90° when rudder stick and trim are in their
respective neutral positions.

レバー中立
Lever neutral

90゜

φ1.7 FW

サーボマウント(B)
Servo mount (B)

M2.6× 16TS-2座金付

サーボの大きさに合わせて
カットします。
Cut to match the size of the
servo.

EXφ5ボール ………………1
EXφ5 ball

M2ナット……………………1
M2 nut

M2×6CS …………………1

φ1.7FW……………………1

アジャストジョイントB
Adjust joiint B

M2ロッドエンド
M2 rod end

90 ゜

13
.5
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11 メインフレームの取付
Attaching the main frame

① 胴体にメインフレームを組込みます。フレームを固
定する前にテールドライブASSY P=132をテールド
ライブASSY P=410に差し込んでおきます。

① Install the main frame into the fuselage.  Before
mounting the frame, insert the tail drive assembly
P=132 into tail drive assembly P=410.

テールドライブASSY P=410
Tail drive assembly P=410

テールドライブASSY P=132
Tail drive assembly P=132

M3×22CS

M3×15皿PH
M3×15 countersunk PH
仮止していたネジを外します。
Remove the temporarily set screws.

M5ナイロンナット
M5 nylon nut

φ 3 ×8×0.5FW

カラーφ3×6× 12.5
Collarφ 3×6× 12.5

M3×40PH

M3×40PH ……………… 2

φ3×8×0.5FW…………… 8

M3ナイロンナット ………… 2
M3 nylon nut

M3×22CS ……………… 6

カラーφ3×6×12.5 ……… 6
Collar φ3×6×12.5

φ5×10×1FW …………… 2

M5ナイロンナット（薄型）… 2
M5 nylon nut

M3ナイロンナット
M3 nylon nutφ 5×φ10× 1FW

ユニバーサルハブの中に必ずグリスを
塗布して下さい。
Apply grease to the inside of the universal
hub.

ロック�

グリ
ス
�

グリス�
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12 アクセサリーの取付-2
Attaching the accessories -2

[トウランチャー]
[Tow launcher]

[スポンソン]
[Sponson]

[トウランチャー、ロケット弾ポッドの取付]
[Mounting the tow launcher and rocket bomb pod]

[ロケット弾ポッド]
[Rocket bomb pod]

ランチャー・ホルダー・フック
各々個別に塗装後、組立、接着
します。（細かい所が塗装出来
ない為） Assemble the launcher, the holder and

the hook separately after painting, and
then bond them together. (To avoid the
difficulty in painting small portions.)M3× 35PH

フック
Hook

接着（瞬間接着剤）
Adhere (quick drying glue)
8本作ります。
Make eight sets.

ランチャーホルダー
Launcher holder

接着
Adhere

φ 6～8穴
φ 6 to 8 hole φ 8穴

φ8 hole

穴あけ
Drill holes

スポンソン下面（左）
Sponson lower surface (left)

スポンソン上面（左）
Sponson upper surface (left)

上面一直線になる様注意
The top surface should be
arranged in a straight line.

φ 2穴
φ2 holes

リブ
Rib

接着
Adhere

左右一対
Right and left in a pair.

M3×8トラスPH
M3×8 truss PH

M3×3SS

M2×8TS

M3×35PH …………… 12

M3×8トラスPH ………… 2
M8×8 truss PH

M2×8TS………………… 4

M3×3SS………………… 2

A

B

エポキシ
Epoxy

25m
m

スポンソンマウントのM3×40PHに合
わせてφ 3穴をあけます。
あける位置によってスポンソンに角度を
つける事が出来ます。
機体側面図を参考にして穴位置を決めて
下さい。
Open a φ 3 hole to match the sponson
mount M3 × 40PH.
Depending on where the hole is made, the
sponson can be put at an angle.
Decide the position of the hole by
referring to the figure of the side of the
fuselage.

PACER

CA+

セット作ります。
Make two sets.

セット作ります。
Make two sets.

瞬間
Quick drying glue

φ 3穴をあけます。
Open a φ 3 hole.

エポキシ
Epoxy

A

B
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13 各カバーの取付
Attaching the covers

組み終わったら、リンケージやスワッシュプレート、
テールピッチプレートなどがボディと当たったり、こす
れたりしていないか入念にチェックします。もし、干渉
しているところがある場合はヤスリ等で削ります。

When the assembly is complete, do a thorough check for
any contact or rubbing between the body and linkage,
swash plate, or tail pitch plate. If you discover any interfer-
ence, trim the offending portions using a file or suitable
tool.

トップカバー
Top cover

アンダーカバー
Under cover

ミッションカバー
Mission cover

ボディ
Body

ローターヘッドAssy
Rotor head assembly

M2.6× 6トラスTS
M2.6× 6 truss TS

M1.7× 5TS

M2.6 × 6トラスTS
M2.6 × 6 truss TS

φ1.8穴をあけます
Open a φ 1.8 hole.

テールミッションに合わせて
カットします。
Cut to match the tail gear.

M2.6×6トラスTS ………… 4
M2.6×6 truss TS

M1.7×5TS ……………… 4

プラパーツ
Plastic parts
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[重心位置について]
ローターヘッドを持ち上げた時、スキッドパイプが
床から水平に持ち上がるまで機首に鉛等のバラスト
を積んで下さい。

[Determining the center of gravity]

Load the ballast such as lead into the nose so that the skid
pipe can be lifted level with the floor when the rotor head
is up.

14 デカールの貼付
Affixing the decals

陸上自衛隊仕様
Ground Self-Defense Force specifications

アメリカ軍仕様
US military specifications
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15 塗装について
Painting

組上がった機体を一度分解して各部分ごとに塗装しま
す。
① FRP部品はキズ、ピンホール等の修正後石鹸水と＃
300 ～400 位の耐水ペーパーでまんべんなく磨きま
す。磨きすぎるとピンホールが出て来ますので注意
が必要です。

② 一度薄目に溶いた色塗料を軽く吹き付け、乾かしま
すとピンホール等が良く見えますので大きなものは
ポリパテ、小さなピンホール（1～2ヶ）であれば瞬
間接着剤等で押さえ、また磨いておきます。

③ もう一度軽く塗ってピンホール等のチェックをしま
す。

④ OKであれば本塗装を行います。
⑤ デカール等を貼り付けた後でツヤ消のクリヤウレタ
ンまたはエポキシ系の塗料で仕上げます。

☆ もちろん最初からウレタンまたはエポキシ系の塗料
を使ってもOKです。

First disassemble the completed fuselage and paint each
section individually.
① FRP parts should be sanded smooth with soapy water
and 300-400 grit sandpaper after pinholes and other
flaws have been fixed.
Be sure not to polish them too hard because new
pinholes may be made.

② Lightly spraying a primer coat of paint and then letting
it dry completely highlights the appearance of
pinholes and other flaws.  Along with polishing, larger
pinholes should be filled with filling putty and smaller
ones fixed with instant glue.

③ Apply another light coat of paint checking for more
pinholes or flaws.

④ If none are found and the base finish is acceptable,
finish painting the model.

⑤ After the paint is dry affix the decals as indicated in
the manual, and cover with matte clear urethane or
epoxy paint.

☆ Of course, urethane or epoxy paints can be used from
the beginning of painting process if desired.

別売の0414-261 リベットシールφ1.0、φ1.4 ￥2,500を
使うとリベットを再現することが出来、よりスケール感
がUPします。

コードNo. 品名 入数 価格
0414-261 リベットシールφ1.0, φ 1.4 1 ￥2,500

With the 0414-261 φ 1.0 and φ 1.4 rivet seals (sold
separately, 2,500 yen), the sense of scale can be improved
by recreating the appearance of rivets on the model.

Code No. Name of parts Q'ty Price
0414-261 Rivet seals φ 1.0, φ 1.4 1 ￥2,500
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Transmitter:FUTABA FF9-H

1ch(AIL) 2ch(ELE) 3ch(THR) 4ch(RUD) 5ch(GYR) 6ch(PIT)
(R/U) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(L/D) 100% 100% 80% 100% 100% 100%

D/R UP 100% 100% ----- 100% ----- -----
DN 70% 70% ----- 100% ----- -----

EXP UP 0% 0% ----- 0% ----- -----
DN 0% 0% ----- 0% ----- -----

NORM NORM 30% NORM NORM NORM
NORM NORM REV NORM NORM REV

AIL -50% ELE -50% PIT +55%

POS1 POS2 POS3 POS4 POS5
NORM 0% 35% 50% 65% 100%
NORM 0% 25% 50% 65% 80%
HOLD 0% 25% 50% 75% 100%

Transmitter: JR X-3810
THRO AIL ELEV RUDD GEAR PIT

H100% L100% D100% L100% +100% H100%
L 80% R100% U100% R100% -100% L100%

D/R UP ----- 100% 100% 100% ----- -----
DN ----- 70% 70% 100% ----- -----

NORM REV REV NORM NORM NORM

AIL -50% ELE +50% PIT -70

L 1 2 3 H
NORM 0% 35% 50% 65% 100%
NORM 0% 25% 50% 65% 80%
HOLD 0% 25% 50% 75% 100%

PI-CRV

TYPE:3S EXP:INH
SWASH GAIN

TH-CRV

REVERS
SWASH Mix

ATV

F/S
REVERS

TRAVEL ADJUST

TYPE:HELI(SR-3) ATL:ON

PI-CRV

TH-CRV

PARAMETER
SWASH AFR

Data sheet



16

補修パーツについて
※Spare parts are available for direct sales from HIROBO, but only in Japan.

●補修パーツのご購入につきましては、キットを購入された模型店へコード番号と名称を言ってお買い求め下さい。�
●上記の方法で購入が困難な場合は、直接当社へ下記要領にてお申し込み下さい。�
�

●お届け�
商品は小包にて、ご注文受付日から3日～7日後にお届けいたします。�
週末、年末年始、GW、お盆休み中のご注文は、休み明けから3日～7日後とさせていただきます。�
月初めは棚卸しのため1日～3日ほど余分にお時間をいただくこともあります。あらかじめご了承下さい。�
�

●商品の交換�
商品の不良、配送上の破損、ご注文と違う商品が届いた場合は、お手数ですが商品到着8日以内にお電話�
（0847-40-0088）パーツ係までご連絡の上、ご返送下さい。返送料は当社で負担いたします。�
お客様のご都合による返品・交換は受け付けておりませんので、コードNo、品名、数量をご確認の上、ご注文ください。�
※コードNo、品名は商品に表示してあります。商品が届いてすぐに内容をご確認ください。�
�

●お申し込み方法（現金書留または代金引換にてお受けしております）�

注文書（コピーしてお使い下さい）�

注文書同封の上、お申し込みください。�
消費税（5％）、送料が必要です。�
（お釣りの要らないようにお願いします）�
※切手でのご注文はお受け出来ません。�
�

・送料�

FAX、封書、お電話でお申し込み下さい。�
消費税（5％）、代引送料（代引手数料込）が必要です。�
�

・代引送料（代引手数料込）�

品代金�
一律�

一律�

沖縄・離島�

￥525�

￥1,260�

￥2,520

500円未満�

500円以上�

￥2,310�
￥1,575�
￥1,470�
￥1,365�
￥1,470�
￥2,310

￥2,415�
￥1,680�
￥1,575�
￥1,470�
￥1,575�
￥2,415

￥2,625�
￥1,890�
￥1,780�
￥1,680�
￥1,785�
￥2,625

北海道�
東北、関東、信越�
北陸、東海�
近畿、中四国�
九州�
沖縄�

1 現金書留� 2 代金引換�

1万円未満�
品代金�

地区� 3万円以上�1万円以上�
3万円未満�

品　名�

都・道�
府・県�

市・郡�
区�

（　　　　　）� （　　　　　）�

単 価� 数 量� 金　額�コードNo.

お名前�

お申し込み年月日� 年　　　　　月　　　　　日�

ご住所�

T E L F A X

指定時間�

ご注文回数�はじめて  ・  2回目以上�

日祝日配達�希望する  ・  希望しない�

無　・　有（　　時頃）�

フリガナ�

①パーツ代金の合計�

②消費税（5%）�
③送料／代引送料（代引手数料込）�

お支払金額（①＋②＋③）�

〒�

（パーツ係）�
広島県府中市府川町138 〒726-0004
TEL:（0847）40-0088（代） FAX:45-7670
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2500-061

0402-596

0402-578

2539-006

0404-318

2532-041

2500-057

2506-019

0404-318

0404-322

2500-065

0404-320

0404-322

0404-320
0404-321

2500-065

2524-004
2505-006

2524-003

0404-322

2531-002

2534-005

2532-005

2505-006

2505-013
0404-231

2500-068

0404-316

0404-315

2500-068

0404-231
2505-006

2532-030

0404-314

2531-003

2500-068
2531-001

0404-564

0402-597

0404-566

2506-005

2509-016

2509-016

2509-016

0404-561

2506-029

2500-085

2532-030

2506-021

0414-012

0414-013

0414-005

0414-011
0414-025

0414-247

0414-005

0414-023

2500-054

0414-024

0414-248

0414-249

0414-022

2538-010
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ドーコ .oN
.oNedoC

名品
sralucitraP

数入
yt'Q

格価 (円)
)neY(ecirP

考備
skrameR

875-2040 ES トッセグンジウハルーテ
tesgnisuohliatES

1式
tes1 005,3

695-2040 ES ーダルホドーレブルーテ
redlohedalbliatES

各2
hcaerof2 005

795-2040 ES グンジウハルーテ
gnisuohliatES

1式
tes1 008

132-4040 トッセスーケヤギルーテ
tesesacraegliaT

各1
hcaerof1 002,1

413-4040 ヤギ付軸
tfahshtiwraeG

1式
tes1 005,2 付ーラカ

rallochtiW

513-4040 第ルーテ 2軸
tfahsdnocesliaT

1式
tes1 006

613-4040 φ5 ヤギータイマ
φ raegretim5

1式
tes1 003,2

813-4040 トッセーバレチッピルーテ
tesrevelhctipliaT

各2
hcaerof2 005 )B(,)A(

023-4040 トッセトーレプチッピルーテ
tesetalphctipliaT

1式
tes1 008,2

123-4040 トーレプチッピルーテ
etalphctipliaT 1 002

223-4040 スボトーレプチッピルーテ
ssobetalphctipliaT

1式
tes1 002,1

165-4040 φブハルサーバニユ 5
tniojlasrevinU φ5 1 002,1

465-4040 φトンイョジルサーバニユ 5
tniojlasrevinU φ5 1 004,1

665-4040 ドーレブルーテ称対 29=L
29=LedalbllatlacirtemmyS 2 005

500-4140 II-06S ブハルサーバニユ
buhlasrevinuII-06S 1 002,1 付ンピルーロ

nipllorhtiW

110-4140 031II-06S ° ヤギルベベ
031II-06S ° raegleveb

各1
hcaerof1 000,6 )L(,)R(

210-4140 II-06S 軸トンイョジルグンア
tfahstniojelgnaII-06S 1 008

310-4140 II-06S スーケグンリアベトンイョジルグンア
esacgniraebtniojelgnaII-06S 1 005,1

220-4140 GT プイパドイガブイラドルーテ
epipediugevirdliatGT 1 000,3

320-4140 .grBII-06S ドイガ
ediuggniraebII-06S 2 008

420-4140 .grBII-06S スーケ
esacgniraebII-06S 2 000,1 O 付グンリ

gnir-OhtiW

520-4140 II-06S トーレプトンイョジルグンア
etalptniojelgnaII-06S 1 000,1

742-4140 CT トフャシブイラドルーテ 231=PYSSA
231=PylbmessatfahsevirdliatCT 1 005,3 　済立組 P 。すで離距の間穴ンピルーロは

.selohnipllorehtneewtebecnatsidehtsiP.delbmessayrotcaF

842-4140 CT トフャシブイラドルーテ 014=PYSSA
014=PylbmessatfahsevirdliatCT 1 008,9 　済立組 P 。すで離距の間穴ンピルーロは

.selohnipllorehtneewtebecnatsidehtsiP.delbmessayrotcaF

942-4140 CT トフャシブイラドルーテ 121=PYSSA
121=PylbmessatfahsevirdliatCT 1 005,3 　済立組 P 。すで離距の間穴ンピルーロは

.selohnipllorehtneewtebecnatsidehtsiP.delbmessayrotcaF

450-0052 .grB φ6 φ× 01 × ZZ3 2 002,1

750-0052 .grB φ3 φ× 6× ZZF5.2 2 002,1

160-0052 .grB φ4 φ× 9× ZZ4 2 002,1

560-0052 .grB φ6 φ× 01 × ZZF3 2 002,1

860-0052 .grB φ5 φ× 31 × ZZ4 2 002,1

580-0052 .grB φ5 φ× 01 × ZZF4 2 002,1

600-5052 3M トッナンロイナ tunnolyn3M 01 002

310-5052 6.2M トッナ tun6.2M 02 002

500-6052 WF φ4×6× T5.0 01 001

910-6052 φーャシッワ平 3 φ× 5.4 × 5.0
rehsawtalF φ3 φ× 5.4 × 5.0 01 002

120-6052 5WF ×7× T1.0 5 004

920-6052 6WF ×8× T3.0 4 005

610-9052 ンピルーロ 2× 2niplloR01 × 01 01 005

300-4252 ンピドンエドッロ 2M × 2MnipdnedoR5.4 × 5.4 01 003

400-4252 プイタンピクンリルブダ epytnipknilelbuoD 2 003 付ンピドンエドッロ nipdnedorhtiW

200-1352 ーュリクストッセ 3M × 3MwercsteS5 ×5 01 003

300-1352 ーュリクストッセ 4M × 4MwercsteS4 ×4 01 003

500-2352 ーュリクスプッャキ 3M × 3MwercspaC61 × 61 01 004

030-2352 ーュリクスプッャキ 6.2M × 6.2MwercspaC8 ×8 01 008

140-2352 ーュリクスプッャキ 3M × 3MwercspaC41 × 41 01 004

500-4352 2M × 2-ST01 リワリス 2M × dnetilps2-ST01 01 001

010-8352 スビラサ 2M × 2MwercsknusretnuoC5 ×5 01 002

600-9352 2M ×6 スラト付段 2M × ssurtderedluohs6 2 005
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INSTRUCTION MANUAL

■組立前に必ずこの説明書を最後まで、よくお読みになり、
正しくお使い下さい。特に、「安全のために必ずお守り
下さい」は、飛行前に必ず読んで下さい。�
■この説明書は「60スケールシリーズ」共通のメカニカル
部分についてのものです。機種によって異なる部分は、
各ボディー専用の説明書をお読みになって下さい。�
■この説明書は、大切にお手元に保管して下さい。�
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。�
�
■Please read this manual in its entirety before attempting 

to assemble the helicopter.  In particular, please read the 
section entitled Always follow these rules for safety  
before attempting to fly the helicopter.
■This manual explains the mechanical parts common to 

the 60 scale series. For parts which vary depending on 
the model, please read the manual for each body.
■Keep this manual in a safe place.
※Changes in product specifications may be effected 

without notice.

MADE IN JAPAN

�2000

60 class

SCALE HELICOPTER

MECHANICAL KIT

取扱説明書�

0414-040

0404-433 0414-041

INSTRUCTION MANUAL

■組立前に必ずこの説明書を最後まで、よくお読みになり、
正しくお使い下さい。

■この説明書は「SUPERCOBRA」専用の部分についての
ものです。「60スケールシリーズ」共通の部分は、メカ
ニカルキット説明書をお読み下さい。特に「安全のため
に必ずお守り下さい」は、飛行前に必ず読んで下さい。

■この説明書は、大切にお手元に保管して下さい。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

■Please read this manual in its entirety before attempting 
to assemble the helicopter.

■This manual explains the parts exclusive to 

SUPERCOBRA. For parts common to the 60 scale 
series, please read the mechanical kit manual. In 
particular, please read the section entitled ’Always follow 
these rules for safety’ before attempting to fly the 
helicopter.

■Keep this manual in a safe place.
※Changes in product specifications may be effected 

without notice.

60 class

SCALE HELICOPTER

BODY KIT

取扱説明書�

MADE IN JAPAN

2002

TOWCOBRA
AH-1SIII

0414-257

0414-239

0404-434

0414-250

0414-254

0414-2550414-259

0414-260

0414-251
0414-253

0414-238

0414-252

0414-258

0414-256

CATRIDGE ACTIV ATED DEVICES
WARRING THIS AIRCRAFT
CONTAINS A CARTRIDGE ACTUA TED
EMERGENCY ESCAPE SYSTEM
EQUIPPED WITH EXPLOSIVE DEVICES
SEE TN 53 4520 270 28
FOR COMPLETE INSTRUCTIONS

CATRIDGE ACTIV ATED DEVICES
WARRING THIS AIRCRAFT
CONTAINS A CARTRIDGE ACTUA TED
EMERGENCY ESCAPE SYSTEM
EQUIPPED WITH EXPLOSIVE DEVICES
SEE TN 53 4520 270 28
FOR COMPLETE INSTRUCTIONS

SERVICE THIS AIRCRAFT
WITH NIL-T-3824 GRADE
JP-4 AVIATION FUEL
IF NOT AVAILABLE REFER
TO TB33-9130-200-25 FOR
ALTERNATE FUEL

AMMUNITION COMPARTMENT

AMMUNITION COMPARTMENT

U.S.ARMY
AH-1S
U.S.ARMY SERIAL
NO.22576

CW2  STADY
PFC  HILL

C  HIROBO  2002   TOW COBRA NO.10879  

1

2

3 4 5

6

7
8

180

240

300
60

120

1

2

3
4

56

7

8

9
60

120 180

240

300

1
2

3
4

567
8

9

10
11

1

2

3 4 5

6

7
8

60

120 180

240

300

180

240

300
60

120

1

2

3
4

56

7

8

9

10

2

3
4

56

7

8

9

2524-001

0400-090

2523-002

0414-235
0404-414
0414-243
0401-057

0414-242

0414-244
2521-104

2505-016

2505-006
2532-007

2506-020

2506-004

マフラーは0414-263 S60-II後方排気マフラー
（ボックスタイプ）をご使用下さい。
その他のマフラーは使用できません。�
Use a 0414-263 S60-II rear exhaust muffler 
(box type).  Other mufflers can not be used.
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ドーコ .oN
.oNedoC

名品
sralucitraP

数入
yt'Q

格価 (円)
)neY(ecirP

考備
skrameR

090-0040 トンイョジトスャジア )B(
)B(tniojtsujdA 5 005

750-1040 トッセムゴ振防新
tesrebburgnibrosbakcohsweN 4 004,1 とムゴ振防 06-S トッセのドンバドッキス

tesdnabdiks06-SdnarebburgnibrosbakcohS

720-4040 プッャキプイパドッキス
pacepipdiks 4 003

414-4040 06-S ドンバドッキス
dnabdikS06-S 4 002,1 。んせまきで用使はにラブコーパース・ラブコウト

.arboCrepuSdnaarboCwoTrofdesuebtonnaC

334-4040 トッセナテンア
tesannetnA

1式
tes1 008

434-4040 CT ーピノャキ
yponaCCT 1 000,3

040-4140 GT ーャチンラウト
rehcnualwotGT 2 000,2 1 分機

tinuenoroF

140-4140 GT ドッポ弾トッケロ
dopbmobtekcorGT 2 000,2 1 分機

tinuenoroF

832-4140 CSCT 翼尾平水
rezilibatslatnozirohCSCT

1式
tes1 000,5 R/LPRF 各1 通共ラブコウト・ラブコーパース

arboCwoTdnaarboCrepuSrofnommoc,)hcae1(R/LPRF

932-4140 CSCT ンソンポス
nosnopsCSCT

1式
tes1 008,9 R/LPRF 各1 通共ラブコウト・ラブコーパース

arboCwoTdnaarboCrepuSrofnommoc,)hcae1(R/LPRF

242-4140 ヤギグンィデンラ YSSA
ylbmessaraeggnidnaL

1式
tes1 000,5

342-4140/414-4040 通共ラブコウト・ラブコーパース属付
dnaarboCrepuSrofnommoc,deilppus342-4140/414-4040

arboCwoT

342-4140 ドンバドッキス 5.5=H
5.5=HdnabdikS 4 000,3

属付ムゴ振防、通共ラブコウト・ラブコーパース
gnibrosbakcohs,arboCwoTdnaarboCrepuSrofnommoC

deilppusrebbur

442-4140 CSCT トッセトンウマンソンポス
testnuomnosnopsCSCT

1式
tes1 008,4

052-4140 CT ーバカプット
revocpotCT 1 000,52 PRF

152-4140 CT 管気排 1 000,4 PRF

252-4140 CT ィデボ
ydoBCT 1 000,48 PRF 済込組枠胴

emarfegalesufPRFdelbmessayrotcaF

352-4140 CT プッャキルーテ
pacliatCT 1 000,5 PRF

452-4140 CT ーバカンョシッミルグンア
revocnoissimsnartelgnaCT 1 005,1 PRF

552-4140 CT ーバカーダンア
revocrednuCT 1 000,4 PRF

652-4140 CT トッセ枠胴ーリサセクア
tesemarfegalesufyrosseccaCT

1式
tes1 000,1 トッセの枠胴用口入吸・ンソンポス・台砲

tesemarfegalesuftelni,nosnops,yrettaB

752-4140 CT トッセーリサセクア
tesyrosseccaCT

1式
tes1 008,4

砲（ムーュキバーリサセクア・網金・砲グンリトガ
トッセの）口入吸・台

dnayrettab(muucavyrossecca,gnitteneriw,nuggniltaG
tes)telni

852-4140 CT トッセトッピクッコ
testipkcoCCT

1式
tes1 008,3

952-4140 トッセ書明説ラブコウト
teslaunamnoitcurtsniARBOCWOT

1式
tes1 005,2

、書明説ィデボ II06-S トッセの書明説ルカニカメ
noitcurtsnilacinahcemII06-S,launamnoitcurtsniydoB

teslaunam

062-4140 トッセルーカデラブコウト
teslacedARBOCWOT

1式
tes1 000,3 属付ルーカデルネパ器計

deilppuslacedlenaptnemurtsnI

600-5052 3M トッナンロイナ
tunnolyn3M 01 002

610-5052 5M ）型薄（トッナンロイナ
tunnolyn5M 01 003

400-6052 3WF ×8× T5.0 02 001

020-6052 5WF × 01 × T1 02 002

401-1252 ーラカ 3×6× S5.21
3ralloC ×6× S5.21 2 005

200-3252 φトフャシルーロトンコーダラ 2.1 × 0021
tfahslortnocredduR φ 2.1 × 0021 01 005,1

100-4252 2M ドンエドッロ
dnedor2M 01 005

700-2352 ーュリクスプッャキ 3M × 22
3MwercspaC × 22 01 004







①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
②本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
③本書の内容について万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付
　きのことがありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。
④運用した結果については③項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
①Reproduction of this manual, or any part thereof is strictly prohibited.
②The contents of this manual are subject to change without prior notice.
③Every effort has been made to ensure that this manual is complete and correct.  Should there, 
　however, be any oversights, mistakes or omissions that come to your attention, please inform
　us.
④Item ③ not withstanding, we cannot be responsible for events related to the operation of your
　model.
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