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���の電源で受信機がうまく動作しない場合は受信機用別バッテリ
ーを使用してください。
受信機用別バッテリーを使用するときは���の小型コネクターの真
ん中の赤いコードをカットして使用してください。
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注意 �	�����

�コントローラーの搭載
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機体に���を搭載する時は、振動や衝撃が加わらないよう注意して
ください。また充分な放熱効果のある位置へ搭載して下さい。
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双葉社製の送受信機を使用する場合はスロットルチ
ャンネルを“リバース”に設定して下さい。
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受信機は各社PCMデュアルコンバージョン方式の使用
をお奨めします。 
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このたびはヒロボー製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。
この説明書は、大切にお手元に保管してください。
※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。

赤いコードをカット
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受信機、モーターの接続
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使用後は必ずバッテリーとスピードコントローラーのコネクターを
外してください。接続した状態での保管は、バッテリーが過放電し
使用不能となります。
 � ��
� �� ���������� ��� �	���
� 	�� ��� ����� ����
����
 	���


����� ����� /� ��� ���� �� ���
�� ������� ������������� ���

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

����	����

②　小型コネクターを受信機のスロットル
サーボチャンネルに接続してください。
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③　大型コネクターをバッテリー
電源のコネクターと接続して
ください。
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ノイズ対策のため、小型コネクターのコードはフェライトコア
に巻付けて、なるべく短くして使用してください。
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フェライトコア
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小型コネクター
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①　���とモーターの同じ色のコードの
コネクターを接続してください。
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*�+のコードを一番下のモーターコードに
テープ等で止めてください。
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①　送信機の電源スイッチを��にします。
②　スロットルスティックを全閉�最スロー�の位置にしてください。
③　���の電源スイッチを��にします。 
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⑤　スロットルスティックを全閉�最スロー�の位置から上に上げるとモーターが回転し
ます。 
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���の電源スイッチを��にしたときスロットルスティックが上に上がっていると
安全装置が働き動き出さないようになっています。
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 使用方法
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注意

モード� #�� ��

スロットルスティック
は最スローの位置
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モード� #�� ��

ゆっくりとスロットル
スティックをハイ側に
上げて下さい。
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飛行後は���が高温になっており、やけどのおそれがありますの
で触れないよう注意してください。
本���には本体温度が%%&℃を超えると自動的にモーターの回転
を止める回路が付いています。 
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モーターが回転しないときは、送信機がアイドルアップになっ
ていないか確認してください。アイドルアップになっていると
安全装置が解除されない事があります。 
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④　スロットルスティックが全閉�最スロー�の位置にあれば、安全装置が解除され、ブ
ザー音が鳴ります。
スロットルスティックが上に上がっているときは、スロットルスティックを全閉�最
スロー�の位置に下げてください。安全装置が解除され、ブザー音が鳴ります。
このとき、&�'が点灯します。バッテリーのセル数の設定を確認してください。
点滅する場合はバッテリーの電圧が低下しています。充電してください。
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,�-表示
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&�'点滅時は、速やかに飛行を中止すること。
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通常は工場出荷時に設定してありますので変更する必要はありません。
設定が狂ったときやガバナー機能を使用するときは以下の手順で再
設定を行なってください。
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���設定時は安全のため必ずピニオンギヤを取外した状態で作業
を行って下さい。

注意

送信機のスロットルスティックの動作範囲が�����～�����の範
囲であることを確認してください。　
スロットルカーブ、舵角調整機能	�
� ��
�、������ ������、
��等�を使用しているとスロットルスティックの動作範囲が�

����～�����にならないことがありますので、これらの機能を
使用しないでください。

�� ���� �� ���� � �!� "#$#�$ %�&�� '�� (��� �&'��( )�'���

����#$% �!� ���*

�� ���� �� +!�+, �!&� �!� �"��&�#$% �&$%� �' �!� �!����-� ��#+,

'�� �!� ��&$��#���� #� )��.��$ /�0 ���� &$1 /�0 ����*

�� $�� ��� �!� '�$+�#�$� �' �!� �!����-� +�� � &$1 ��11�� &$%-�

&12�����$� 	�*%*3 �
� ��
�3 ������ ������3 ��3 ��+*�*

�' �!��� '�$+�#�$� &�� ���13 �!� �"��&�#$% �&$%� �' �!� �!����-�

��#+, �&( $�� )� )��.��$ /�0 ���� &$1 /�0 ����*

注意

�&��#�$

�&��#�$

�度に�項目しか設定できません。4項目以上設定するときは、
���の電源スイッチを�55→�
にし、再び設定を繰り返します。

�$-( �$� #��� +&$ )� ��� &� & �#��* 6!�$ ����#$% �.� �� ����

#����3 ���$ �!� ��� "�.�� �.#�+! �55 &$1 �
 &%&#$ )��.��$

�!� ����#$%�*

注意 �&��#�$

7 ���の設定について
����#$% �!� ���

設定方法
①　送信機の電源スイッチを��にして、スロットルスティックを全開�フルハイ�
の位置にします。

②　 !"にバッテリーのコネクターを接続します。

③　 !"の電源スイッチを��にすると設定モードに入ります。

④　ブザー音が鳴り各設定項目が順番に切り替わっていきます。ブザー音は現在
何の設定項目になっているかを表しています。各ブザー音が何を表している
かは次ページの一覧表をご覧ください。

⑤　設定したい項目を表すブザー音が鳴っているときにスロットルスティックを
全閉�最スロー�にすると設定が変更され、設定モードが終了します。

����#$% 8��!�1
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�
������ ��� ������ �
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注意

モード� 8�1� ��

スロットルスティックは
フルハイの位置

�&��#�$

�!� �!����-� ��#+, #� #$
#�� !#%!��� "��#�#�$*

注意
スロットルスティックを
最スローの位置にする

�&��#�$

�!� �!����-� ��#+, #� #$
#�� -�.��� "��#�#�$*

モード� 8�1� ��
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順番 
�����

���表示
��� ����	
�

���点滅時は、速やかに飛行を中止すること。
�	 ��� ��� ������ ���� ��� 	����� ������������

ブザー音 
������ �����

������ ��
標準設定 
������ ��

�������� �������

 ブー・ブー・ピ・ピ 
���!��� "�!��

起動音 
�������� �����

設定後ブザーが 回鳴る：
ブレーキ �#
������ ������ ��$� �	���
��� �������� �����% �#

設定後ブザーが&回鳴る：
ブレーキ �''
������ ������ �(�$� �	���
��� �������� �����% �''

○

) ピ *回連続 
"� �� 	�+� $��������� ������

ニッカド 
#�$���!$������ ������

, ピ・ピ *回連続 
"�!�� �� 	�+� $��������� ������

���� &セル 
������� ������� ������ &!$��� ����

* ピ・ピ・ピ *回連続 
"�!��!�� �� 	�+� $��������� ������

���� )セル 
������� ������� ������ )!$��� ����

- ピ・ピ・ピ・ピ *回連続 
"�!��!��!�� �� 	�+� $��������� ������

���� ,セル 
������� ������� ������ ,!$��� ���� ○

. ピ・ピ・ピ・ピ・ピ *回連続 
"�!��!��!��!�� �� 	�+� $��������� ������

���� *セル 
������� ������� ������ *!$��� ����

/
ピロピロピピロピロピ *回連続 
"���!����!�� "���!����!�� �� 	�+� $���������
������

回転方向の設定 
������� ��������

����$����

設定するごとに反転します 
0�+���� �������� ��� �������

112

3反時計回り4
31������$��$�(���4

112
3反時計回り4
1������$��$�(���

12
3時計回り4
1��$�(���

5 ピロピロピ・・ピロピロピ *回連続 
"���!����!����"���!����!�� �� 	�+� $��������� ������

ピロピロピ（低音） *回連続 
"���!����!�� 3��( ����4 	�+� $��������� ������

ピロピロピ（高音） *回連続 
"���!����!�� 3���� ����4 	�+� $���������
������

設定 
��� ��

 6 ピロピロピ・・・・ピロピロピ *回連続 
"���!����!������"���!����!�� �� 	�+� $��������� ������

解除 
0������ ○

ニッカドの場合 最初に認識された電圧の*67以下
になると速度減速8カットを行なう 

���� &セルの場合 *�-9以下になると速度減速8カットを行なう 

���� )セルの場合 /�,9以下になると速度減速8カットを行なう 

���� ,セルの場合   �&9以下になると速度減速8カットを行なう 

 ) ピ・ブー *回連続 
"�!�� �� 	�+� $��������� ������

カット 
1���		 +������

���� *セルの場合  ,9以下になると速度減速8カットを行なう 

 , ピ *回連続 
"� �� 	�+� $��������� ������

自動 
:�������� ○

 *
ピ・ピ *回連続 
"�!�� �� 	�+� $��������� ������

インナーローターモーター用 
'�� ����� ����� �����

 - ピ・ピ・ピ *回連続 
"�!��!�� �� 	�+� $��������� ������

アウターローターモーター用 
'�� ����� ����� �����

 . /;<� ○

 /  -;<�

ブレーキの設定 
������� �����

�''

バッテリーの設定 
������� ��������

���� ,セル 
������� ������� ������ ,!$��� ����

回転方向の設定 
������� �������� ����$����

1123時計回り4
112 31������$��$�(���4

ソフトスタートの設定 
������� ��	� �����

解除 
0������

電圧低下時の設定 
������� 	�� ��� +������ ����$����

カット 
1��

タイミングの設定 
������� =�����

自動 
:��������

周波数の設定 
������� '��>���$�

/;<�

&6 ブー・ピ・ブー *回連続 
���!��!��� �� 	�+� $��������� ������

使用しない 
#� ��� ○

―

& ブー・ピ・ピ・ブー *回連続 
���!��!��!��� �� 	�+� $��������� ������

&/66回転 
&/66 ���������

&& ブー・ピ・ピ・ピ・ブー *回連続 
���!��!��!��!�� �� 	�+� $��������� ������

. 66回転 

. 66 ���������

&) ブー・ピ・ピ・ピ・ピ・ブー *回連続 
���!��!��!��!��!�� �� 	�+� $��������� ������

 ,666回転 
 ,666 ���������

備考 
0������

設定項目 
������� �����

そのまま継続 
?������� �� �� ��

グライダー用の機能ですので使用しません。 
�� ��� ��� �$���� �	 ��� 	��$���� 	�� �������

使用するバッテリーに合わせて選択してください。 
����$� ��� 	��$���� ��@�$� �� �������� �� ����

&

  

 &

 5

無音3*秒間4
������ 3	�� 	�+� ��$����4

ブレーキの設定 
������� ����

バッテリーの
設定 

������� ��������

ソフトスタート
の設定 

������� ��	� �����

ピーー *回連続 
"���� �� 	�+� $��������� ������

減速ギヤ付きの飛行機やグライダー用の機能ですので
使用しません。 
�� ��� ��� �$���� �	 ��� 	��$���� 	�� ��������� (��� �����
����$���� ���� ��� ��������

/;<�で全てのブラシレスモーターに対応できます 
インナーローターモーターの場合は -;<�で最大の性能
を発揮する事があります 

電圧低下時の
設定 

������� 	�� ���
+������ ����$����

ブー・ピ・ピ *回連続 
���!��!�� �� 	�+� $��������� ������

ブー・ピ *回連続 
���!�� �� 	�+� $��������� ������

全ての設定をリセットし、
右表の設定にします
3��������の初期設定とは
異なりますので注意して
ください4

速度減速 
0���$� ����� ○

タイミングの
設定 

������� ������

. 66回転に設定するとメインローター回転数を
約 /66���に設定できます 
&/66���と ,666���は������ ��では使用できません 
※回転数はいずれも電気的仕様上の数値です。
　実際に測定した回転数と異なる場合があります。 

基本設定 
����$ �������

ガバナーの設定 
������� ��+�����

周波数の設定 
�������
	��>���$�

��"� )セル
������� ������� ������ )! $��� ����

��"� ,セル
������� ������� ������ ,! $��� ����

電源
"�(�� ����$�

赤点灯
��� ���

電圧�;
9������ �;

赤点滅
�������� ���

緑点灯
��� �����

緑点滅
�������� �����

電圧低下
9������ ��(

自動で全てのブラシレスモーターに対応できます。 
一部の特殊なモーターや自作のモーターなどではインナ
ーローターモーター用やアウターローターモーター用を
選択することで最大の性能を発揮する事があります。 

0���� ��� �	 ��� �������� ���
��� �� ���$���� �� ��� �����
�����
3#���% ��	���� �� ���
�������� �� ��		����� 	���
���� ��������4
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