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��スケールボディ 
60 scale body

��� ��	
�� イーグルフレイヤ用 
For eagle FREYA

この度は60スケールボディ ジェットレンジャーをお買い上げ頂き誠に
ありがとうございます。取扱説明書に従い、組立を行って下さい。 

Thank you for purchasing the 60 Scale Body Jet Ranger.  Please follow 
the instruction manual for assembly.

このボディは競技用ではありません。高回転（1800rpm以上）
での無理なフライトは危険ですので行わないで下さい。

注意

SST-イーグルフレイヤKit純正のφ5ラダーロッドは使用できま
せん。2523-015テールコントロールロッドL=1200（カーボン）
を使用して下さい。 

This body is not designed for competition.  Flights must never be 
performed at excessively high revolutions (1800rpm or more) 
because that would be dangerous.

You cannot use the φ5 rudder rod provided in the original SST-
eagle FREYA kit. Please use the 2523-015 tail control rod L = 
1200 (carbon) instead.

注意

�����	

�����	

注意 �����	

目次
□ボディの組立
-①水平・垂直尾翼、排気管の取付 
-②キャノピーの取付 
-③機体の分解 
-④マフラーの穴加工

□機体の搭載
-①テールパイプの取付 
-②メインフレーム、スキッドの取付 
-③ボディステーの取付 
-④ローターヘッドの取付 
-⑤キャビン、テールコーンの取付 

��	��	��

□Assembling the body
-① Installing the horizontal stabilizer, vertical fin and exhaust pipe 
-② Installing the canopy 
-③ Disassembling the machine 
-④ Opening a hole for the muffler 

□Installing the machine
-① Installing the tail pipe 
-② Installing the main frame and skid 
-③ Installing the body stay 
-④ Installing the rotor head 
-⑤ Installing the cabin and tail cone

ボディ重量：約710g 
Body weight: approx. 710g

256mm
198mm

285mm

1466mm

ボディに搭載する前に機体のみでフライト調整して下さい。そ
の際、垂直尾翼を取り付けてフライトして下さい。垂直尾翼が
ないとテールがハンチング（左右に振れる現象）します。 
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〈組立をはじめる前に〉 
〈Before assembly〉 

組立に必要なもの 

＋ドライバー
大・小
����� ��� 	
���
������	 	����������	

ハサミ
���		��	

ロッドエンド ピンバイス 
（φ�ドリル） 
Pin vise  
(φ3mm drill)

ペンチ
��� ����
����� ����� �����	

ハードタイプ
ネジロック剤
���� ����� ��
�������������
�����

カッターナイフ
!"���� ���#�

ラジオペンチ
�������	� �����	

�$%��&�% '�($&&�$%$�&%) '$&&

�$%$�&�% '*&&

$分
$ 
��"��
�$%$�&%+
'%(�&&

高粘度 �� ��	��	�� 
�$%$�&%% '%(&&&

�&分
�& 
��"��
�$%$�&�&
'%(+&&

エポキシ樹脂
,��- ���	��
����./0�

ニッパー

マスキングテープ
1�	���� ����

キャノピーボンド
!���� ��"�

ヤスリ各種 
2���	
（平・丸など） 
(Flat, round, etc)

サンドペーパー荒目 
��"� 	��������
（�&&番程度） 
(about #300)

電動リューター 
Electric router

定規 
Ruler

3�����

低粘度 ��� ��	��	�� 
�$%$�&%& '%(&&&

六角レンチ
4���� �- 	�����������
%5$

 �$%��&$� '+&&
�

 �$%��&$$ '+&&
�5$

 �$%��&$) '+&&
�

 �$%��&$6 '+&&

瞬間接着剤
7�	���� ���	���
��4� 4 84� !4 9�

�$%��&�$ '*&&
�曲面 : !"����
�$%��&�) ')&&
�ミニ : 1����

十字レンチ
!��		 �����

�$%��&�� '�&&

;	�#"� ��������� ����	

<���	 ����		�� #�� �		�
�� 

あると便利な周辺用具 

プラグレンチ
��"� �����

グロープラグコード
=��	��� �����	

�$%��&�$
'�($&&

ブレードサポート
=���� 	"�����

�$%��&�+ '$&&

�!メカクッションパッド
�! 
�������� �"	��� ���

�$%��&$� �ピンク :����� '$&&
�$%��&)� �キイロ :0������ '$&&

�$%��&�)
'%(&&&

�$%��&)) '%(&&&

コード 価格（円） 備　　考
!��� ;��� ����� ��  ��

品　　名
3�
� ��
���	

�$%$�%%*
ＲＣグラスター
�:! 8��	���

%(&&&
汚れの除去とつや出しが一度にできるワックス入りクリーナー
4 ������� ��� ����"��	 ��- ��� ���	  �" ��	 �## �� ���� ��� ����	 ��� �� ����5

�$%$�%%+
ＲＣ脱脂クリーナー
�:! >�����	��� !������

%(&&&
グローエンジン内部及びシリコン部品の洗浄には使用出来ません
!����� �� "	�� ��	��� �� ���� ������ �� �� 	������ ��
������	5

�$%$�%�&
ＲＣアルコールスプレー
�:! 4����� ���� 

%(�&&
グローエンジン内部及びシリコン部品にも使用出来ます（飲用不可）
!�� �� "	�� ��	��� �� ���� ������ ��� �� 	������ ��
������	5 �3�� #�� #�� ��������5�

�$%$�%�%
ＲＣほこりとばしスプレー
�:! >"	� =����� ���� 

%(*&&
強力エアーでほこりを一発除去
4 	����� ?�� �# ��� ��� ����	 ��� �"	� �� � 	����� 	��5

�$%$�%��
ＲＣ冷却スプレー
�:! !������ ���� 

%(*&&
瞬間的にマイナス温度に冷却、エンジンのオーバーヒート、ニッカドバッテリーの急速冷却に有効
!���	 ���� �� ����� @��� �� ?"	� � #�� 	�����	5 ���#��� #�� �� A"��� ������� �# ��������� ������	 ��
����������
�"
 ��������	5

�$%$�%��
ＲＣグリススプレー
�:! 8���	� ���� 

*&&
たれ落ちないグリス、垂直面にも.B！
8���	� ��� ���	�C� ����5 8���� #�� �������� 	"�#���	 ���D

�$%$�%��
ＲＣ防錆潤滑スプレー
�:! 4�����"	� �"��������� ���� 

*&& さらっとした防錆潤滑剤
4�����"	� �"������� ��� �����	 �� 	"�#��� 	
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キャノピーボンド��������又はエポキシ接着剤でキャノピーを取付
けます。 
Bond the canopy using either the canopy bond 2515-021 or an epoxy 
adhesive.

-② キャノピーの取付 
 Installing the canopy

-③ 機体の分解
 Disassembling the machine

組立済のメインフレームとテールパイプ、テールケース、スキッド、
ローターヘッドを分解します。
・水平・垂直尾翼、テールブームブレースは使用しません。 
・テールケースLの尾翼バンド部分は、ボディのテール部分にあたる
ので図のようにカットします。 
・キャビンクロスメンバーは不要となりますが、ボディと干渉しませ
んので外しても外さなくてもどちらでもOKです。 

Disassemble the preassembled mainframe, tail pipe, tail case, skid, and rotor 
head.
・Do not use the horizontal stabilizer, vertical fin, and tail boom brace. 
・Because the fin band portion of the tail case L will make contact with the 
tail portion of the body, you need to cut it off beforehand as shown in the 
drawing. 
・The cabin cross member is an unnecessary part and can be removed as it 
does not interfere with the body.

カットします 
Cut off.

キャビン 
クロスメンバー 
Cabin cross  
member

ジェットレンジャーには使用しません。 
Not used for the Jet Ranger.

・水平尾翼、排気管はエポキシ接着剤で
接着します。接着が完全に出来る様、
接着面はサンドペーパーでサンディン
グしておきます。 

・Use epoxy adhesive to bond the 
horizontal stabilizer and exhaust pipe 
together. To achieve a secure bond, 
prepare the bonding surface by filing it 
with sandpaper.

水平になる様、接着剤が乾くまでマスキングテ
ープなどで固定します。 
The body must be kept level until the adhesive dries. 
Do this by fixing it in place with masking tape.

��ナイロンナット …………�
�� 
��
 
��

��×���� ………………�

φ�×�×����� ……………�

排気管 
Exhaust pipe

水平尾翼 
Horizontal stabilizer

垂直尾翼 
Vertical fin

胴枠 
Fuselage frame

��ナイロンナット 
M3 nylon nut φ�×�×�����

φ�×�×�����

��×����

上 
�����
↑

前 
Nose← 

クロスします 
Overlapped.

エポキシ 
Epoxy

□ボディの組立 
　Assembling the body
-① 水平・垂直尾翼、排気管の取付 
 Installing the horizontal stabilizer,  
 vertical fin and exhaust pipe

水平尾翼 
Horizontal stabilizer

エポキシ 
Epoxy

1
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フレームとボディを仮組みし、マフラー
の排気口の穴位置を決めたら再びフレー
ムを外し、リューター又はヤスリで排気
用の穴をあけます。 
Temporarily assemble the frame and body 
and determine the hole position for the 
muffler exhaust port. Remove the frame again 
and use a router or file to open a hole for the 
exhaust.

��×���� ………………�

-④ マフラーの穴加工
 Opening a hole for the muffler

□機体の搭載 
　Installing the machine
-① テールパイプの取付
 Installing the tail pipe

・ラダーサーボマウントを図の位置に取付けます。
・ラダーコントロールロッドは2523-015 テールコント
ロールロッドL=1200（カーボン）を使用します。ラ
ダーガイドは3つのうち2つはφ5ロッド用のガイド穴
をカットし、ラダーロッドをφ2穴に通します。テー
ルケースに一番近いラダーガイドはφ5ロッド用の穴
にラダーロッドを通します。

・テールホルダースポンジ�をラダーガイドに両面テ
ープで取付けます。

・Attach the rudder servo mount at the position shown in the drawing 
・Use the 2523-015 tail control rod L = 1200 (carbon) for the rudder control rod. Cut off 
the φ5 rod guide holes of two of the three rudder guides, and pass the rudder rod through 
the φ2 rod guide holes. Then pass the rudder rod through the uncut φ5 hole of the 
rudder guide, which is closest to the tail case. 

・Adhere the tail holder sponge A to the rudder guide using double-sided tape.

・ベルトをパイプへ通し、テールパイプをボディへ入れます。
・テールケースネジが締められる位置までテールパイプを押し込みます。
・テールケースをネジ止めしたら、ラダーガイドをテールケースの付け
根でネジ止めします。その上にスポンジBを両面テープで貼り付けます。 
・Pass the belt through the tail pipe before installing the tail pipe into the body. 
・Insert the tail pipe until it touches the position where the tail case screw is to 
be tightened. 
・After tightening the tail case screw, tighten the rudder guide screw at the 
opening of the tail case. Adhere sponge B so that it wraps around that part by 
using double-sided tape.

スポンジ�
�	
�� �

スポンジ�
�	
�� �

スポンジ�
�	
�� �

M3×15PH

M3ナット 
M3 nut

M3×18CS

����� �����

����

スポンジ�
�	
�� � テールケース 

Tail case

ラダーガイド 
Rudder guide

ラダーガイド 
Rudder guide

ネジはゆるめておきます。 
Loosen the screw beforehand.

両面テープ 
Double sided tape

排気用の穴をあけます。 
Cut a hole for the exhaust.

φ5用穴を 
使います。 
Use a φ5 hole.

φ2用穴を 
使います。 
Use a φ2 hole.

この部分を2個カットします。 
もう1個はカットせずにφ5の穴を使います。 
Cut off this φ5 hole part for the two rudder guides.   
The remaining φ5 hole is for use.

φ5用穴 
φ5 hole

φ2用穴 
φ2 hole

2
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��ナイロンナットを瞬間接着剤で固定します。 
（フレームとボディの取付けが楽になります。） 
Fix the M3 nylon nut using instant adhesive. 
(This facilitates attachment of the frame and body.)

テールパイプ取付用のネジはM3
×32��からM3×35��に変更し
ます。 
For the tail pipe attachment screws, 
use the M3×35CS screws instead 
of M3×32PH.

ボディの中でメインフレームとテールパイプを組立てます。
ベルトの回転方向に注意して下さい。ベルトの張りを調整したら
�レンチを使い、��×����を締め付けます。 
Assemble the main frame and tail pipe inside the body. 
Pay attention to the belt rotating direction. After the belt tension is 
adjusted, tighten the M3×35CS screws using an Allen wrench.

��×���� ………………


��×����

テールブレード 
Tail rotor blade

2.5 Lレンチ 
Allen wrench (2.5)

仮止め 
Fix it temporarily

-② メインフレーム、スキッドの取付
 Installing the main frame and skid



�

・��×����でスキッドを取付けます。
・スポンジがきつくしっかりとテールパイプを保持している
かボディのテール部分を持ち、テールパイプを動かして確
認します。 
・�	
 �� ��	� ��	�� ��×18CS screws. 
・Check to see if the sponge securely retains the tail pipe by holding 
the tail portion of the body and joggling the tail pipe.

スポンジの保持がゆるいと振動の原因となります。どう
してもゆるい場合は、スポンジの取付位置をもう一度確
認し、場合によってはテープ等をスポンジの周りに巻い
てしっかり保持するよう調整します。 
If the tail pipe is only loosely retained by the sponge, it 
will cause vibration. If it is loose, recheck the 
attachment of the sponge. In some cases, you may 
need to make adjustments by wrapping adhesive tape 
around the sponge to ensure the sponge securely 
retains the tail pipe.

注意 �������

��×���� ………………�

��ナイロンナット …………�
�� ����� ���

カラーφ�×�×�� …………�
������φ�×�×��

��×���� ………………�

φ�×�×���� ……………�

��×����

・メインフレームにカラーφ�×�×��、ボディステーを図の
様に取り付け（仮組）ます。
・ボディステーの取付位置が決まったら、ボディの図の箇所
と10mm×40mm×3mmベニヤ板にドリルでφ�の穴をあけ、
ボディに10mm×40mm×3mmベニヤ板をエポキシ接着剤で
貼り付けます。その後��×����で締め付けます。 
※左右同じ様に取り付けます。 

・Attach (temporarily assemble) the collar φ3×6×12 and the body stay to 
the main frame as shown in the drawing. 
・After the body stay attachment position is determined, drill two φ3 holes 
into the body and 10mm×40mm×3mm plywood plate as shown in the 
drawing, and adhere the body and the plate together using the necessary 
amount of epoxy adhesive. Then fix the body stay using M3×12CSs screws.  

Note: The same attachment procedure is carried out for both left and right sides.

��ナイロンナット 
M3 nylon nut

カラーφ�×�×��
������φ�×�×��

ボディステー 
Body stay

ボディステー 
Body stay

前から見た図 
Nose view

ボディ 
Body

10mm×40mm×3mm 
ベニヤ板 
Plywood

10mm×40mm×3mm 
ベニヤ板 
Plywood

φ�×�×���� 

φ�穴あけ 
Drillφ3 holes

φ�×�×���� 

��×����

��×������×����

-③ ボディステーの取付
 Installing the body stay

��ナイロンナット 
M3 nylon nut

※左右取付けます。 
※Install the stays at both sides.

エポキシ 
Epoxy
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スタビライザーバーがボディに当たらない様にシーソーにシー
ソーリミッターを取付けます。 
・ミキシングアームを取付けているM2.6×15CSとシーソーを
取り付けているM2.6×8CSを外します。 
・シーソーリミッターをセンターハブとシーソーの間に入れ、
再びM2.6×8CSでシーソーを取付けます。 
・ミキシングアームのM2.6×15CSでシーソーリミッターを共
締めします。 
・メインマストにセンターハブをM4×10CSで取付け、リンケ
ージロッドを取付けます。 
Attach the seesaw limiter to the seesaw to prevent the stabilizer from 
contacting the body. 
・Remove the M2.6×15CS screws that fix the mixing arm and the 
M2.6×8CS screws that fix the seesaw. 
・Insert the seesaw limiter between the center hub and the seesaw, 
and use the M2.6×8CS screws to refix the seesaw. 
・Then use the M2.6×15CS screws to refix the mixing arm again to 
fasten the seesaw limiter. 
・Attach the center hub to the main mast using the M4×10CS 
screws, and attach the linkage rod to the predetermined position.

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 interference, trim the 
offending portions using a file or suitable tool.

-④ ローターヘッドの取付
 Installing the rotor head

����×���……………… 	


����×���

キャビン 
Cabin

テールコーン 
Tail cone

M2.6×15CS

M4×10CSM4×10CS

M2.6×8CS
シーソーリミッター 
Seesaw limiter
センターハブとシーソーの間に入れます。 
Insert it between the center hub and the seesaw.

����×���（青）………… �
����×��� �����

����×���（青） 
����×��� �����-⑤ キャビン、テールコーンの取付 

 Installing the cabin and tail cone
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First printing
Second printing

July 2002
July 2006

初版発行
第2版発行

平成14年7月
平成18年7月

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.

注意　Note


