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��スケールボディ
�� ����� 	
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������� ��	
��用
�� ������� ��	
��

ボディ重量：約�����
フライト参考重量：約4000��
����	
�� ������ 
������ �����

Total weight (completed model): approx. 4000g

�����

このボディは競技用ではありません。高回転（ 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

�����

注意

注意

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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別売品 

マフラー許容サイズ

搭載可能機種
3����	� 34"+!5

3����	� 34"+!5 "*�	����

62 730 7��7��

8����以下

9���以下

�:���以下 ;;���以下
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この度は��スケールボディ  !���"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。

���� ����������
このキットはボディと引込脚セットのみです。 ��� �� ��	�$�� ��	� ��� ����	
�� 
�$ ����
��
%	� ��
���

������ ���

機体に振動がある場合。ボディに搭載しても充分なフライト性能
が発揮できない上、破損や墜落の原因になる可能性があります。
搭載前に充分なメンテナンスを行って下さい。
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〈組立をはじめる前に〉
〈������ ����	
���〉

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

ピンバイス
（��ドリル）

�� ����
���		 ������

マスキングテープ
������ ����

ヤスリ各種
�����
（平・丸など）

����� ��!� ����

サンドペーパー荒目
"�!�� ��������
（�##番程度）

��
�!� $�##�

%������� ��!���

電動リューター

定規
"!���

￥税込価格（税抜価格） & ����� ���!��� '�( ������ �(��!��� '�(�

����� �)��

プラグレンチ グロープラグコード 防音シート
*�!� �������� �����

メカクッションパッド

ピンク
キイロ

コード
税込価格

（税抜価格）円 備　　考品　　名

ＲＣグラスター 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
+�( ������ �� ��	��� ���� �� ������ �!������,

ＲＣアルコールスプレー 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）

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

ＲＣグリススプレー たれ落ちないグリス、垂直面にも ！

両面テープ
厚さ-		・.		
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&- #0#�- ###�

120
�1##�

- .3#
�- .##�

- 41#
�- 4##�

42#
�4##�

&- �30�- �##�

&. 3.0�. 0##�

&- #0#�- ###�

&0.0�0##�
&0.0�0##�

�5�� �� 
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������ ��� ���	 ��� �66�� ��	���� �!��,

5�/���� ������, 7�� � �������� �!������,

8 '�� ������ � ���������� ��� ��� ������ �(��!��� ���!	���� ��(,

組立に必要なもの（別売） 

あると便利な周辺用具（別売） 9���� :����!� '���� ����� ���������;�

"�<!���� '���� ����� ���������;�

ハサミ
*�������

ロッドエンドペンチ
"��/�� �
��� ����
������

ネジロック剤
'����� ������
����

.0-�/#2-
&� 3=0 �� 0##�

六角レンチ
���� ��( ������ ������

瞬間接着剤
>���� ��������

.0-�/#20 &42# �4##�
（曲面?@!���）
.0-�/#23 &3�# �3##�
（ミニ?���） 

エポキシ接着剤
%��(; ��������

耐熱シリコン系 
接着剤 
セメダイン工業  
スーパーXなど 

-,0		.0-�/#02&120 �1##�
.		 .0-�/#00&120 �1##�
.,0		.0-�/#03&120 �1##�
�		 .0-�/#0=&120 �1##�

十字レンチ
@���� �����

.0-�/#22 &�-0 ��##�

ラジオペンチ
���/��� ������

カッターナイフ
@!���� ����

ニッパー
5�����

:���/��������
������ ��������
*!��� B
�	�!����!��� 
;
@%�%C>5% @�, 
���,�,
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　スキッド・排気管の取付 
���������� �
� ��� �� �
� ��
���� ����

�

胴枠との間にあそび（ガタ）がある場合は、
スキッドフットにテープ等を巻いて調整して
下さい。
�� ����� 	
 � �� ���� ��� ��
����� ������ �	�� ���

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

�� 
�����	�� 
	�	����

排気管
�����
� 	�

排気管
�����
� 	�

���の生地が隠れる
まで入れます。
��
��� ���	� ��� ����	�
	
 ���  	
	����

耐熱シリコン系接着剤で
内部から接着します。
!��� �	�� ����"��
	
���� 
	�	���
����
	 � ���� ��� 	�
	���

排気ホース
�����
� ��
�

排気ホース
�����
� ��
�

結束バンド
#	����� ����

結束バンドで
しっかりしばる。
!	�� �	����� �	�� �
�	����� �����

（後でマフラーに合わせて
カットします）
$%�� �����
� �	�� �� ��� ����� �� �����
��� ������ �� ��� ��������&

スキッドパイプ
'�	� 	�

スキッドキャップ（前）
'�	� �� $�����&

瞬間接着剤
��
���� ����
	 �

瞬間接着剤
��
���� ����
	 �

瞬間接着剤
��
���� ����
	 �

スキッドフット
'�	� ����

スキッドキャップ（後）
'�	� �� $����&

(�)*+,'"%'"* �������������������� .

(�)/'' ������������������������������ .

(�)*+,'"%'"*

(�)*+,'"%'"*

(�)/''

(�)/''



�

���������� �
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　ウインドウの取付�

エポキシ接着剤等でウインドウを取付けます。
接着が完全に出来る様、接着面はアルコール等で脱脂後、サンド
ペーパーでサンディングしておきます。

ウインドウは一度キャビンと組み合わせてみて、貼り付ける位置
を確認しましょう。位置を確認したら、キャビン側の接着部分を
脱脂し、サンディングします。そして、接着剤がなるべくはみ出
さないように適量を塗布し、ウインドウを貼り付けます。 
接着剤が乾くまでの間、隙間ができないようにマスキングテープ
やクリップなどを使用して固定するとよいでしょう。 
はみ出した接着剤は硬化する前に拭き取ります。拭き取る際にア
ルコール類を使用する場合、ウインドウの材質を侵す事がありま
すので、貼ると見えなくなる端の部分に塗って確認しておくと良
いでしょう。
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���	 ������
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����
�
����� ��	 ���	���	 ���	�� ���� ��	 
����
 �� ���	 �� �����
������� ���	 �� � ��� �� �� ��� �� �	��	 ��� ����
�	���	 ��� ���	���	 ���� ��� ��� ��� ��	 	��	 �	���	 ��
����	��� �� �� ������ ���	� �	��	� �� ��	� ��� �	������ ��	
���	���	� �� ��� ����� ��	 
����
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��	 
����
� ���	 ���	 ���� 
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エポキシ
�����

ダミーレンズ
����� �
��

エポキシ
�����

ワンポイント 
��	 �����
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���������� �
� ���� ����� ��� �
� ������ �����
　テールスポンジ・ラダーガイドの取付�

�����

�����にカットします。 
��� �
�� � ��� ���

�����

����

����

����

テールスポンジ
���� �����

へこみのある方が下。
テールスポンジのへこみを
���パイプが通るように
なります。
����� �
� ��� ���� ����
�
� ��� ���� ������ �
���

�
� ���� ������

��ロッドエンド
�� �� ���

この穴を使います。
��� �
�� 
���

いったんラダーロッドを外し、
大きな穴へ通します。
 ��!� �
� ������ �� "���� "��
�
� ����� 
�� ��� ���� �� �
���

�
� ������ 
���

ラダーロッドを付属の#��� $ #��� ���パイプに通します。
���� �
� ������ �� �
���
 �
� �������� #��� $ #��� ��� �����

ラダーロッドが干渉しない
様にヤスリ・リューター等
でカットして下さい。
%��� �
�� ���� ��� ���
 � "���
� ����� � ���!��� �� "��
&���� 
�� &' �
� ������ ���

�つ目のラダーガイドに寄せておく。
������ �
�� ������ ����� ���
� ��(� � �
� ��� ������ ������

ラダーサーボマウントを
傾けて下さい。
���� �
� ������ ���! �����

�������� �	 
�カーボンラダーコントロールロッドは使用できません。
�������� �	 
� ����� ������ ������� ��� ����� �� �����

ヒューズには使用しません。
)� ���� "� �
� *��
���

������������� �
� �
�����
　機体の分解�

組立済の機体から、スキッド、テールケース、尾翼、テールブームブレース、
キャビンクロスメンバーを取り外します。
・水平・垂直尾翼、テールブームブレース、スキッド、キャビンクロスメ
ンバーは使用しません。

 ��!� �
� �+��, ���� ����, ���� "��, ���� &� &���� ��� ��&�� ���� ���&�� "��
�
� �����&��� �
������
・- �� ��� �
� 
��.���� ���&���.��, !������� "��, ���� &� &����, �+��, ���
��&�� ���� ���&���

#�/0 1ホルダー
#�/ &������ 
����

キャビン
クロスメンバー
��&�� ����
���&��

外します。
 ��!�

メインフレームには振動防止のため
�����ホルダー����（金属製
または樹脂製）を必ず使用して下さい。
���   ��� �� !���"� 
�� ���"�# $����� %����& '�� �$�  "�
'� � �� !��(��� ("���"���

注意 )��"��

注意 )��"��

#�/0 1ホルダー
#�/ &������ 
����

瞬間接着剤
2������ ��
���!�

ラダーガイドを外す時は、
印を付けてからロッド
エンドを外す。
0�"�� ���!��� �
� ������
������, ���+ �
� ������
����� ������� �
��� �
�'
���� ��� �
�� ���!� �
�
�� ����

下から見た図
3��� "�� &���
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���������	 ��� ������
　機体の搭載�

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

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

�� ������������������������������ �

��ナイロンナット ������������� �
�� ����� � �

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。
�� ��� ���	 
�
� �� �	� 	����	� ������� �� ���
�
���� �� ��		 ����� ��������� �� �� �� 	�����
������� ��� ��������� �� ��� �
���� �
���� ������ ��� ��� ��� �� ����
���������� �� ���

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

注意 ������

・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。
・���! �� ��� �" ��� �#��	� �� $��� $������ ��� ����

#�#� %� ���&��	 ��� ���� #�$���� �" ��� " ����	� ��&

'�		���	 ��� ���� #�#��

ボディステーはボディとぴったり合うように固
定して下さい。ねじれて取り付けた場合、機体
の振動等でボディの取付箇所に割れが生じる事
があります。
��� ��� ����	��� ���� ����� �� 
������	� ����
��� ����	���� �� �� �� ����� �� � ��	��
����	��� �������� ��� ����� �������
����� ��� ����	��� �� ���������

注意 ������

オプション
�
���

オプションの !"#$%&'防音シートをボディの内側（フレームの下など）に
貼ると音が静かになります。
�� ��� �
����	 ����$���	���� ����� ( !"#$%&') �� ������� �� ���
����� �� ��� ����	��� (������ �� ��� ������ ���)� ��� ���� �� ��������

機体にステーを仮止めします。
��(#�$�$��� ����� ��� ����� �� ��� �������

テールユニットケース
����  ��� ���

スワッシュプレートやラジアスステー（���）
が当たる場合はヤスリで削ります。
�" ��� �)��� #���� �$ ��� $�&� � ����� *���+ �� �

��� " ����	�, "��� ���( �""�

機体をボディに入れます。
������� ��� ������ �� ��� " ����	��

ボディにステーを取付けます。
��- ��� ����� �� ��� " ����	��

ステー
����

右用
��$ $�	��

左用
��$ ��"�

ステー
����

��ナイロンナット
�� ����� � �

��ナイロンナット
�� ����� � �

�������

�������

�������

�������

�� ��������



�

���������� �
� ��
��� 
���
　排気ホースの取付 �

キット標準マフラーの場合
�� �
� ���� �� ���� �
� ������ ������� �� �
� ���

社外品マフラーの場合
�� �
� ���� �� ���� � ������������ ������

シリコンホース��������はマフラー排気口の
大きさに合わせてかぶせて使用して下さい。
��	 � ������ ���	 ������� ���� �����	� ��	 ���	 ��
��	 ����	� 	������ ��	�����

結束バンドでしっかり縛ります。
���� ������ ���� � �� ��	 !����

シリコンホースは距離に合わせてカットします。
"�� ��	 ������ ���	 �� ����� ��	 �������	 �� ��	 	������ ���	�

シリコンホース��������
#����� ���	 �������

サイレンサー
#�	��	�

$%ナット
$% ���

$%��%�&'

胴枠に印をつけてからサイレンサーを外し、
穴をあけます。（(��～(��程度）
)	��*	 ��	 ��	��	� ���	� ��� ��� ��	 !��� ����	+
��� ��	� ��� � ��	 �� ������� (�� �� ���

結束バンド
,�� ��	 !���

シリコンホースは距離に合わせてカットします。
"�� ��	 ������ ���	 �� ����� ��	 �������	 �� ��	 	������ ���	�

$%��%�&'、$%ナットを緩めて、
サイレンサー部分を�-�.回します。
,���	� ��	 $%��%� &'+ $% ���+
��� ���� ��	 ��	��	� �-� �	��		��
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���������� �
� ���� ��� ���� ����
　キャビン・尾翼の取付 �

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。
���� ��� �		�
�� �	 ��
������ �� � �������� ����� ��� ��

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

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


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

ウェイト
������

注意 �������

ウェイトが飛行中に外れない様に、ボディ
または胴枠にエポキシ接着剤か	
�樹脂で
しっかりと接着・拘束して下さい。
��� ��� ������ �� ���� �� ��� �������
�� ������� ���� ����� ��� �� 	
� �����
�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ������

ノーズ側にウェイトを入れて重心位置を調整して下さい。
����	� ��� ������ �� ������ � ������� � ������ �� ��� ��	� 	����

� ! "#$

%� & !&'(!'�")

� ナイロンナット
� ���� ���

カラー !*!'(%
#�����  !*!'(%

テールユニットケース
)��� ���� ��	�

垂直尾翼
+������� ���

水平尾翼
,���-����� ���

エポキシ
.��/

エポキシ
.��/

� ! "#$ ����������������������������� 1

� !'()$2' �������������������������� *

%� & !&'(!'�")����������������� 1

� ナイロンナット ������������� 1
� ���� ���

カラー !*!'(% ������������������� 1
#�����  !*!'(%

� !'()$2'

� !'()$2'
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パーツリスト
����� ����

機体及びボディが振動する場合の対処法
○まずはじめに、ボディに搭載する前に機体のみでフライトし、振動がないことを
確認してください。
このとき、テールブームブレースは外して確認してください。
⇒振動がある場合、そのまま機体に搭載すると、ボディで振動が増幅し、安全に
フライトが行えません。
振動が出る場合の確認箇所 
��メインブレード・スタビライザーブレードのバランスは合っているか、トラッキングは
ずれていないか確認してください。

��メインマスト・スピンドル・センターハブ・テール軸・スタビライザーバーなど、回転
軸が曲がっていないか確認してください。

��ブレードホルダーのベアリングが破損していないか、またスラストベアリングは向
きがあっているか、十分にグリス��しているか確認してください。

��ダンバーゴム及びスピンドルに十分にグリスを塗布してください。
	�フライホイル・クラッチシューが芯ぶれしていないか確認します。
目視の場合、クラッチ軸の先端中心に印をつけ、クーリングファンを手で回して
みて振れていなければ
�です。
ダイヤルゲージ等使用される場合はクラッチ軸先端部で���	程度であれ
ば
�です。

��エンジンがエンジンマウントやメインフレームに対してななめにネジ止めされて
いないか、各ネジを緩めて再度確認してください。

��フレームの組立がねじれてないか、スキッドを外し平らな台の上に置いて確認
してください。
フレームがねじれているとカタカタと動きますのでネジを緩めて締めなおします。

��メインギヤとピニオンギヤ・セカンドギヤとカウンタギヤのバックラッシュが適切で
軽く回転するか確認します。
もしきついようであれば、メインフレームのクラッチベアリング部またはカウンタギ
ヤベアリングホルダ部のネジを緩め、ギヤの噛み合わせの部分にビニール等を
はさみこみ強制的に広げた後、緩めたネジを締め直します。
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� ���

	�67	��8水平尾翼
	�67	��8 ; ��, "��� ��" ���
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���� ����	 
��� ��� ����� ��������� ��
スカディエボリューション��を搭載する場合

搭載方法は樹脂フレームのスカディと同じです。
本編の説明を参考に組立を行って下さい。
��� ��	
��
 ������ �� ���� �� ���� ��� ��� ����
������� �����	�

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

使用しません。
��� 	����

�������� � !"フローティングマウントは、
前側のみ前後の取り付け方向を変えます。
��� ��� �������� � !" ������
 ��	
�# ���
�
��� ���
�����$ ��������
 �� ��� ���
� ���� �
�%�

メカマウント
&����
���� ��	
�

ジャイロは前へ
移動します。
&�'� ��� %��
��������

使用しません。
��� 	����

�( )*")��"����

&*"��+�カラー*"�"���
+����� *"�"���

テールユニットケース
���� 	
�� ����

垂直尾翼
,������� ��


テールブームブレースの
取付ネジを使用します。
-�� ��� ��	
��
 ������
��� ��� ���� ���� ������

ステーに合わせて)*
穴をあけて下さい。
+	� � )* ���� ����
������� ��� ���%�

水平尾翼
.���/�
��� ��


尾翼バンド
���� ��
 ��
�

エポキシ
!0�1%

エポキシ
!0�1%

ステー
���%

ステー
���%

&*ナイロンナット
&* 
%��
 
	�

&*"��+�

&*"��+�
)*穴
)* ����

フレームに干渉する場合
カットして下さい。
2� ���� 0��� ��
����� ��� �����#
�	� �� ����
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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




