
 
  　　（14歳以上対象） 
　　（ご使用の前に必ずお読みください。）

クアッドコプター
取扱説明書

・ご使用の前にマニュアルをお読みください。 
・取扱説明書に従って作業を行ってください。 
・危険を避けるために子供の手の届かない場所に小さなパーツを保管してください。 
・充電中は絶対にバッテリーを放置しないでください。バッテリーが加熱し、深刻な危険があります。 
・予期せぬ危険を避けるためにリチウムポリマーバッテリーを火の中になげないでください。 
・回転するプロペラには絶対に近づかないでください。 
・故障の原因になるような部品の分解や改造は絶対に行わないでください。

注意事項



 
 

　　1.説明　　1.説明

　　1.1 エアクラフトのコンポーネントと付属品の説明　　1.1 エアクラフトのコンポーネントと付属品の説明

ブロック 
人形

ガード 
バー

ブレードブレード

ガード 
バー

モーター 
シート

バッテリーバッテリー

モーターモーター

ケーシングケース

USB 充電ケーブルUSB 充電ケーブル

ブレード A/B

　　1.2 ブロック人形の設置

モーター 
シート

立ったブロック人形をエアクラフトに取り付けます

座ったブロック人形をエアクラフトに取り付けます

立ったブロック人形をエアクラフトに取り付けます 完成

完成



 
  　　1.3 リモコンの機能説明

押し込むとリターン/リ
ターン中前進または後
退ロッドを入れるとヘッ
ドレスモードに。

押し込むとリターン/リ
ターン中前進または後
退レバーを入れるとヘッ
ドレスモードに。

インジケーター 
ライト

押し込むとフリップ/ 
ブロック人形を取り除き
レバーを2秒間押し込む
とブロック人形無しモー
ドに。

インジケーター 
ライト

左レバー左レバー 右レバー

左右微調整左右微調整スピードキー

前進後退 
微調整

パワー 
スイッチ

　　1.4 リモコンに電池を入れる 
　　1.4.1 電池カバーを外します。 
　　1.4.2 単4電池を極性を正しくあわせ3個入れます。 
　　1.4.3 電池カバーを閉じます。

電池カバー電池カバー 3×1.5V 単4電池

　　2.リチウムバッテリーの充電

押し込むとワンキーリ
ターン/リターン中前進
または後退レバーを入
れるとヘッドレスモー
ドに。

充電コネクタにバッテリーを繋ぎ、USB
充電ケーブルをコンピューターのUSBイ
ンターフェイスやその他USBに繋ぎ、電
源を接続して下さい。満充電になるとラ
イトが点灯します。USB充電ケーブルは
その他モバイルバッテリーや車載USB充
電器にも繋ぐ事が出来ます。USBインター
フェイスの電圧は5Vです。

前進後退 
微調整



 
  3.飛行のはじめかた
3.1 コードマッチング（バインド）手順
エアクラフトのジャイロ搭載受信機には不具合防止機能がついています。これは、エアクラフトがリモ
コン信号を受信していないときにモーターが始動しないこと、バッテリーの電力障害などを確実に防止
し、保護機能を果たすように設計されています。
起動順序は次のとおりです。： 
3.1.1 まず、エアクラフトのバッテリーをプラグに接続し、
平らな面に置いて下さい（この時点で、エアクラフトのLED
が点滅します）。 
3.1.2 次に、リモコンの電源スイッチをオンにすると、赤
LEDが点滅し、左レバー（スロットル）を上下させ、エア
クラフトとのスタートコードを一致させます。その時、他
のレバーや微調整ボタンには触れないでください。
正常な飛行ができなくなることがあります。 
コードマッチングの後は、リモコンとエアクラフトのLEDが点灯し続けます。

3.2 操作と操縦 
注意：制御不能を避けるために、エアクラフトを操縦する際は、常にゆっくり慎重に操縦レバーを動か
してください。エアクラフトは飛行中、徐々にパワーが失われるので少しだけ余分なスロットルを加え、
一定の高度を保てるようトレーニングしましょう。

左レバーの上下はエアクラフトの 
上昇下降をコントロールします。

左レバーはエアクラフトの 
左右旋回をコントロールします。
左レバーの左右はエアクラフトの 
左右旋回をコントロールします。

左旋回 右旋回左旋回

上昇

下降

右レバーの上下はエアクラフトの 
前進後退をコントロールします。

前進 後退

右レバーの左右はエアクラフトの 
左右移動をコントロールします。

右移動右移動左移動

3.2 操作と操縦 
注意：制御不能になるのを避けるために、エアクラフトを操縦する際は、常にゆっくり慎重に操縦レバー
を動かしてください。エアクラフトは飛行中、徐々にパワーが失われるので少しだけ余分なスロットル
を加え、一定の高度を保てるようトレーニングしましょう。



 
  3.3 微調整
航空機が飛行中違う動きをした場合（旋回/前進と後退/左右移動）、対応する微
調整キーを逆方向に押して調整します。例えば、エアクラフトが前進してしまう
のであれば図のように後退微調整キーを押して調整します。

4.感度の設定
エアクラフトには２つの飛行モードがあります。：Low（40%）ーHigh（100%） 
「スピードキー」を切り替えて設定します。： 
スピードキーを押した際「ビッ」が聞こえたら航空機はLowモード（感度40%）に設定されます。
「ビッビッ」が聞こえたら航空機はHighモード（感度100%）に設定されます。 
このスイッチにより、エアクラフトの感度を調整します。感度が高いほど、エアクラフトの応答が
早くなります。

3.3 微調整

4.1 エアリアルローリングスキル
⚠エアクラフトは次の操作を通じて360°ロールフライトが可能です。ローリング機能をより良
く発揮するためには、エアクラフトが地上から3m上を飛行していることを確認してください。
立ち上がりの過程でローリング中のモデルを操作するのが最善です。

4.1 エアリアルローリングスキル

4.2 左方向ローリング

⚠エアクラフトは次の操作を通じて360°ロールフライトが可能です。ローリング機能をより良
く発揮するためには、エアクラフトが地上から3m上を飛行していることを確認してください。
立ち上がりの過程でローリング中のモデルを操作するのが最善です。

「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を左に振ればエアクラフトは左へ回
転します。

4.2 右方向ローリング

「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を左に振ればエアクラフトは左へ回
転します。

「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を右に振ればエアクラフトは、右へ
回転します。

4.3 右方向ローリング

4.4 前方向ローリング
「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を前に振ればエアクラフトは、前へ
回転します。

4.5 後ろ方向ローリング
「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を後ろに振ればエアクラフトは、後
ろへ回転します。

「フリップ」ボタンを押し、右レバー
を後ろに振ればエアクラフトは、後
ろへ回転します。



 
  5.飛行部品の取り付け方法
ブレードの取り付けと取り外し 
４軸エアクラフトのブレードは全てが同じではありません。各ブレードには「A」または「B」の
マークがされています。ブレードを取り付ける際は以下のように対応するタグに従って正しく取り
付けてください。

前

ブレードの取り付けと取り外し 
エアクラフトのブレードは全てが同じではありません。各ブレードには「A」または「B」のマー
クがついています。ブレードを取り付ける際は以下のように対応するタグに従って正しく取り付け
てください。

取り付け：ブレードの小さな帽子
をつまみ、モーターシャフトに合
わせて押し下げます。

6.ヘッドレスモードとワンキーリターン
飛行中、ヘッドレスモードボタンを押すとエアクラフトはその位置や姿勢に関係なく、自動的に離
陸方向にロックされます。エアクラフトが遠く離れたらどの方向を向いているかわからなくなるか
も知れません。ヘッドレスモードボタンを押すか、ボタンを押して後退レバーを入れれば、エアク
ラフトは戻ってくるでしょう。 
6.1 コードマッチングの際、エアクラフトが前方を向いている必要があります（ヘッドレスモード
またはワンキーリターンを解除したときに方向が変わります。）。 
6.2 ヘッドレスモードを使用するときは、ヘッドレスモードボタンを押して下さい。エアクラフトは
自動的に離陸方向にロックされます。 
6.3 もうヘッドレスモードが必要ない場合は、ボタンをもう一度押して終了します。 
6.4 ワンキーリターン中は、後退レバーを入れればエアクラフトが戻ってきます。 
6.5 ワンキーリターン中は左右方向を手動で制御できます。前進レバーを入れると、ワンキーリター
ンが解除されヘッドレスモードになります。 
警告：エアクラフトで遊ぶ時は、広い場所を選び、群衆を避けてください。



 
  7.エアクラフトのキャリブレーション
離陸前は周波数補正が行われ、補正後はLEDが点灯します。操縦レバーをゆっくりと操作して、エ
アクラフトを操縦できるようにします。エアクラフトは飛行中徐々に電力を失います。一定高さを
維持するためにスロットルを少し余分にあげるようにします。

離陸前は周波数補正が行われ、補正後はLEDが点灯します。エアクラフトの挙動がおかしくなった
際は、一旦エアクラフトを着陸させ、水平な地面に置き、以下の操作手順に従ってジャイロセンサー
の補正とコースリセットを行ってみてください。

補正（成功するとLEDがゆっくり
点滅）

コースリセット（コースがリセットされ
るとLEDが点滅し、設定が完了すると
LEDが点灯）

8.トラブルシューティング
1.リモコンがエアクラフトと繋がらない。 
A:リモコンのスロットルが最下位置にあることを確認してください。 
2.プロペラが回転しない。または非常に遅い反応をする。 
A:(1)リチウムバッテリー残量がわずかです。;(2)再度マッチングさせてください。;(3)スロットルを
最下位置に下げ、エアクラフトを着陸させ、３秒待ってから再度離陸させてください。 
3.ロールしない。 
A:リチウムバッテリー残量が少ないので充電が必要です。 
4.エアクラフトが異音を出しながら揺れたりブレたりする。 
A:モーター、ケース、ブレードが正しく取り付けられているかチェックしてください。

5.ブレードが回らず離陸しない。 
A:ブレードA/Bが正しく取り付けられているか、しっ
かり取り付けられているか、右図にそって確認して下
さい。 
6.モーターが１つ、若しくは複数回らない。 
A: 
（１）モーターが故障しました。
　　　新しいものと交換してください。 
（２）モーター線が切れました。線の再溶接が必要です。 
（３）リモコンの放射版が故障しました。新しいリモコンをお使いください。 
7.キャリブレーション後、エアクラフトがあらぬ方向へ飛ぶ。 
A:エアクラフトを水平な場所に置き、流れる方向に紙を重ね（紙の厚さは流れる
程度に依存します）、補正する事で加速度センサーが水平面で流れてしまう問題
を修正することが出来ます。



 
9.アクセサリーリスト

USB充電ケーブル × 1 ドライバー × 1ドライバー × 1 バッテリー × 1USB充電ケーブル × 1

ブレードA/B × 4ブレードA/B × 4 リモコン × 1リモコン × 1 ブロック人形 × 1

エアクラフト × 1エアクラフト × 1 取扱説明書 × 1


