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MBP JAPAN 

Ｗｅｅｋｅｎｄ Bipe Ｓｐｅｃｉａｌ 

組立マニュアル 
 

 

  

（ARTF完成機） 

 

本製品をお買上げ頂き誠に有難うございます。  

この機体は F3A 元日本チャンピオン松井勲先生が設計され、飛行機マニアの方はご存じの方

が多いと思います。 安定性スポーツ性共に良い機体で、お買上げ頂いた方は必ず満足いただ

けると自負致しております。 

尚、製品に入っているパーツや機体の構造で、強度が弱いと思われましたら、パーツの交換や

補強、等、をして下さい。 
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《（別途購入「パーツ」、「接着剤」、等、》 

 

＊「A735～A742 ＳＰシリコンチューブ（2.5φ×5φ×1000）」各色 、等、相当品 

＊「A420 ＬＨアルミバブレス フィルター」、等、相当品 

＊「A431 ＬＨカラーマフラーカッター 10ｍｍ」 

＊「低粘度の瞬間接着剤」   アストロホビー EE 低粘度瞬間接着剤（ぴちゃ～ぴちゃ）、等、相当品 

＊「A795 Ｒ／Ｃ専用エポキシ３０分間用 １００ｇ入」、等、相当品 

＊「ネジ固定剤」       アストロホビー A753 ロックタイト」、等、相当品 

＊「シリコンシーラント」 

＊「ベルクロテープ」 

 

 

平成30年11月27日   初版 

平成30年12月7日    第2版 

 

  

テクニカルデータ 

メーカー名 ： MBP JAPAN 

機体名 ： ウィークエンド・バイプ・スペシャル  価格￥36,800-（税抜） 

翼長 ： 1,105mm 

翼面積 ： 44.9d㎡ 

翼型 ： 準対称（オリジナル） 

全長 ： 1,200mm 

重量 ： 2,600 g 

エンジン ： 
２サイクル40～55クラス、４サイクル56～82クラス 

（モーター仕様も可能） 

モーター ： RCN R5714437 KV650  価格￥3,980-（税抜） 

アンプ ： R409 RCN MTE40A BEC付  価格￥2,980-（税抜） 

プロペラ ： 

エンジン仕様の場合  使用したエンジンのメーカー推奨プロペラ 

電動仕様の場合  ASTRO HOBBY製 A1254 13×6 EPプロペラ 

価格￥550-（税抜） 

ＲＣ装置 ： 4チャンネル以上の送受信機 

サーボ ： 
エンジン仕様の場合  標準サイズサーボ 5個 

電動仕様の場合    標準サイズサーボ 4個、ESC 1個 

延長コード ： エルロン用 長さ100mm×2本 

特別附属  

＊燃料の泡立ちと異物混入を防ぎ、燃料の最後の一滴まで吸い尽くす 

「A751 タンクウェイト」 

＊適度の柔軟性で燃料切れを防ぐ 

「A1302 燃料タンク用SPシリコンチューブ(S)」 
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《製作にかかる前に行う事》 

 

(1)キットを組み立てる前にまず「説明書」を良く読み、どの様に組み立てるかを理解しておくと、組立作業

をスムーズに進める事が出来ます。 

(2)キットに全てのパーツが含まれているかを、「パーツリスト」と「マニュアル」をもとに確認します。 

パーツの不足が有れば、購入したお店に相談しましょう。 

(3)パーツに余分なバリ、等、が有れば取り除きます。 

(4)フィルムの緩み、たるみ取り 

1. 機体（胴体、主尾翼）のカバーフィルムにゆるみ、たるみがあれば、フィルム専用アイロンでゆるみ、た

るみを取ります。 

2. 注意：この際、アイロンの温度を上げ過ぎると、フィルムに穴があくことがあります。 

 

 

《エンジンの搭載、カウリングの加工》 

(1)「防火壁」に「エンジンマウント」を取り付けます。 

 

1. キットより以下の部品を準備します。 

＊エンジンマウント  左右      ＊締付ボルト  M4×25ℓ  4本 

 平ワッシャ 4ｍｍ 4枚       ＊スプリングワッシャ 4ｍｍ 4枚 

 

2. M4×25ℓボルトにスプリングワッシャ

と平ワッシャを入れ、「エンジンマウント」

を防火壁に仮組付けします。 

 

3. 左図の様に、中央のタンク取付孔のセ

ンターから上下均等に移動し、使用する

エンジンのマウント幅に合わせて「エン

ジンマウント」の位置を決めます。 

 

3. 「エンジンマウント」を本締めします 

緩まぬ様に、十分締付けます。 

 

 

 

 

 

《参考》 

キットでは、「4ｍｍナベ頭ボルト」を使用して居りますが、「4ｍｍキャップボルト」に変更すると、更に確

実に締めつける事が出来ます。 

 

 

  

タンク取付穴

センター 上下均等に 

位置決め 
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(2)エンジン取付用の3.5φ穴をあけ、エンジンを組付けます。 

1. 防火壁の前面から 115

ｍｍの位置にドライブフ

ランジが来るようにエン

ジンを位置決めし、エンジ

ンの取付穴の位置を罫書

きします。その位置に3.5

φのドリルでエンジン取

付穴 4 ヶ所をエンジンマ

ウントにあけます。 

 

2. あけた穴やエンジン取

り付け部分のバリを取り

除きます。 

 

3. キャップボルト M3×

25ℓ とスプリングワッ

シャ 平ワッシャでエン

ジンを確実に取付ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)カウリングの取り付け用タッピングスクリュー穴の加工 

1. 「エンジンマウント」からエ

ンジンを外し、カウリングをか

ぶせます。 

2. 防火壁の上端に当たってい

る事を確認し、防火壁前面から

カウリング前端迄の距離を

113.5mmに合わせます。 

3. 防火壁の前面から4.5mmの

位置に、左右は片側２ヶ所、「φ

3 L15mm カウリング止めタ

ッピングスクリュー」の下孔

「φ1.5 深さ 15mm」を計 4

ヶ所開けます。 

 

《参考》左図はカウリングにエ

ンジン、等、の干渉部を避ける

ための加工を行った後、エンジ

ンを搭載した状態で撮影した画像です。 

 

  

ストライプが合うか

も確認する 

防火壁前面 

カウリング止めタ

ッピングスクリュ

ー下穴、片側２ヶ

所、全４ヶ所 

カウリング前端 

115ｍｍ 

防火壁前面 

ドライブフランジ 

前面 
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4. カウリングの下穴をφ3mm に広げ、その

穴を通して「φ3 L15mmカウリング止めタ

ッピングスクリュー」を防火壁にねじ込みま

す。 

 

5. 一端タッピングスクリューを外し、防火

壁に開けたネジ穴に「低粘度の瞬間接着剤」

を流し込み、ネジ山の強度を上げておきま

す。 

 

 

 

 

 

 

(4)使用する予定のエンジンに合わせて干渉部をカットします。 

1. カウリングは、エンコンリンケージや燃

料タンクの搭載後に取り付けます。 

 

《参考》 

左図は、例題機のもので「SAITO FA-62」

エンジンに直角マニホルドを使用し、胴体の

凹みに標準マフラーを格納した場合の切り欠

き例です。 

 

 

 

《エンジンコントロールリンケージの作製》 

(1)「防火壁」の「リンケージ用ロッドの孔」を選びます。 

1. あらかじめ使用する「エンジン」の「スロ

ットルレバー」にキットに付属する「アジャ

スター」を取り付けます。 

2. 「防火壁」にあらかじめ明けられている「リ

ンケージ用ロッド」の孔と「アジャスター」の

位置関係を比較してリンケージをやり易い方

の孔を選びます。 

 

《参考》 

「アジャスター」の取付けネジの緩みが心配

される場合は、ネジに「ネジ固定剤」 

アストロホビー A753 ロックタイト、等、

相当品」を塗布しておくと、緩みの防止にな

ります。 

  

リンケージ用ロッド孔(あらかじめ上下に明いている) 
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(2)「エンジンコントロールサーボ」に「アジャスター」を取り付ける。 

1. 左図の様に、「エンジンコントロールサーボ」に

キットに付属する「アジャスター」を、ガタが無く

軽く動くように取り付けます。 

 

《参考》 

緩みが心配される場合は、ネジに「ネジ固定剤」 

アストロホビー A753 ロックタイト、等、相当品」

を塗布しておくと、緩みの防止になります。 

 

 

 

 

 

(3)サーボ取り付け用ネジの下孔を開ける 

1. 「サーボベッド」にφ1.5mmのドリルでサ

ーボ取付け用ネジの下孔を開け、周囲に「低

粘度の瞬間接着剤」を塗布し、ベニヤ表面を

硬化させます。 

 

2. サーボを仮組した後、一端サーボを取り外

し、ネジ穴に「低粘度の瞬間接着剤」を流しネ

ジ面を硬化させます。 

 

3. サーボを組付けます。 

 

《参考》サーボベッドは 3mm のベニヤ製です。ネジ孔の強度が心配な場合にはネジ貫通部の裏側に 3ｍｍ

ベニヤ板の補強を入れます。 

以降、他のサーボの取付けも同様の方法で組み付けを行います。 

(4)「リンケージロッド」を接続し、「プラチューブ」と「触れ止め」を取り付ける。 

 

1. 左図の様に、「スロットルレバー」に付属の「リンケージロッド」

を取り付けます 

 

2. 「防火壁」に開けた穴から「リンケージロッド」を差し込み、「リ

ンケージロッド」の先端が胴体内に出てきたら、「プラチューブ」を

「リンケージロッド」に仮に通してから胴体内の「エンジンコントロ

ールサーボ」に取り付けてあるアジャスターに差し込みます。 

 

3. 次ページの図のように、「リンケージロッド」を「サーボ」の「ア

ジャスター」に差し込み、上部の「イモネジ」で固定します。 

4. 次ページの図のように、「プラチューブ」の位置を決め、「胴枠」に当たる部分の表面をサンドペーパーで

荒らし、「30分硬化型エポキシ」で「プラチューブ」を胴枠に固定します。 

 

  

エンジンコントロール

サーボ取付け孔 
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(5)「エンコンサーボ」のストローク調整を行います。 

《燃料タンクの搭載》 

(1)下図を参考に燃料タンクの組み立てを行います。特別附属品を使います。 

 

 

  

リンケージロッド 移動止めの為、 

30 分硬化型エポ

キシで固定する 

 

アジャスター プラチューブ 

パイプとシリコンチューブが抜けないように、「凧糸で縛る」、

「チューブクリップを嵌める」、等、抜け止めを行います。 

マフラープレッシャーニップル

 

燃料給油用 

チューブへ 

特別附属 

燃料の泡立ちと異物混入を

防ぎ、燃料の最後の一滴ま

で吸い尽くす 

「A751 タンクウェイト」 

 

キャブレターへ 

この部分に「給油おもり」が挟まらない

様に「パイプ」の角度を調整します 

特別附属、 

「燃料タンク用 SP シリ

コンチューブ(S)」 

15ｍｍ位 
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(2)燃料タンクの搭載 

 

1. 組立済みの「燃料タンク」を「マジックテ

ープ」（別途購入品）、シリコンシーラント（バ

スコーク、等、別途購入品）で組み付けます（左

図参照）。 

 

2. 燃料タンクを搭載する前に、燃料タンクの

下側に、現物合わせで手持ちのバルサより作

成した高さ合わせのバルサブロック（高さ 7

ｍｍ）をシリコンシーラントで接着します。 

 

3. 燃料系統の配管を「シリコンチューブ（別

途購入品）」で行います。 

 

《左右エルロンの取り付け、主翼取付けボルト用座の接着》 

(1)「上翼、と下翼」に「ヒンジ」で「エルロン」を取り付け、「ホーン」を下翼の「エルロン」に取り付ける。 

（「エレベーター」を「水平安定板」に取り付けた時と同様の要領で行います）。 

 

《参考》下翼エルロンには、エルロンホーンを取り付ける孔が加工済みです。その穴を利用して「ホーン」

を組付けます。 

 

(2)「エルロン用サーボ」を下翼の「サーボベッド」に取り付け、エルロンと接続する。 

 

1. 「エンジンコントロールサ

ーボ」を組付けた要領で、「エ

ルロン用」サーボを下翼下側

の「エルロンサーボベッド」

に取り付けます（左図参照）。 

 

2.「エルロン用サーボ」と「エ

ルロン」を中立の位置にセッ

トします。 

 

3.「ロッドアジャスター（キ

ット同梱）」の長さを「クイッ

クキーパー（キット同梱）」取

り付け部の曲げ位置で調整

し「サーボ」と「エルロン」

を連結します（左図参照）。 

 

《参考》サーボベッドを締め付ける座は 3mm 厚のベニヤです。ネジ山の強度が心配な方は 3ｍｍベニヤで

裏打ちを行うと良いでしょう。  

クイックキーパー

（キット同梱） 

ロッドアジャスター

（キット同梱） 

エルロン用サーボ 
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(3) 「主翼取付け用ボルト座」の接着。 

 

「主翼取付け用ボルト座」を、「主翼」の裏側に「主

翼取付け用ボルト」穴と同軸に「低粘度の瞬間接着

剤」で取り付けます。 

 

「低粘度の瞬間接着剤」を流す前に、座の下側のフ

ィルムを剥す、等、確実に接着できるようにします。 

 

 

 

 

《上下翼エルロンの連結》 

左図は、上下翼のエルロンを連結状態にしたものです。この図を

念頭に以下の作業を行います。 

 

(1)上下翼エルロンに連結プレートを取り付ける。 

 

1. 「連結プレート」の赤く囲った部分をサンドペーパーで荒ら

してから脱脂する。 

2. 「連結プレート」を「Ｒ／Ｃ専用エポキシ３０分間用」で、あら

かじめ加工されている取り付け穴に接着する。 

3. 上下翼の左右のエルロンに「連結プレート」を取り付ける。 

 

(2)上下翼のエルロンをロッドアジャスターで接続する。 

 

1. 上下翼を仮組する。 

2. 上下翼のエルロンをニュートラル位置に、マスキングテープ、

等、で仮に固定する。 

3. 「ロッドアジャスター」の長さを「クイックキーパー」取り付け部の曲げ位置で調整し、上翼の「連結プ

レート」と下翼の「連結プレート」を連結します（左上図参照）。 

 

  

連結プレート 

連結プレート取付け孔

（加工済み） 

連結プレート 

連結プレート 

ロッドアジ

ャスター 
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《水平尾翼の取り付け》 

(1)エレベーターを水平安定板に取付ます。 

1. 左図の様に、

「ヒンジ」の両端

と中央を安定板に

マーキングし、「低

粘度の瞬間接着剤」

が浸み込み易くし

「ヒンジ」を確実

に接着するため、

ヒンジ取付位置の

中央部に 1.5mm

ドリルで深さ 6～

8mm 位の穴を明

けます。「エレベー

ター（動翼）」にも

同様の穴を明けます 

2. 「ヒンジ」の中央に目印のラインを引きます。 

3. 「ヒンジ」を先に「エレベーター（動翼）」に目印のラインに従い差し込み、全てのヒンジで1.5mm穴よ

り「低粘度の瞬間接着剤」を流し込み確実に接着します。 

4. 「コの字金具」の「エレベーター（動翼）」に差し込む部分に「Ｒ／Ｃ専用エポキシ３０分間用」を塗布しま

す。 

5. 「ヒンジ」を固定した「エレベーター（動翼）」に、左右の「エレベーター（動翼）」を固定する「コの字

金具」を差し込みます。 

6. 水平安定板との間に隙間が出来ない様に注意しながら差し込み、「エレベーター（動翼）」を一杯に曲げ、

明けてあるドリル穴より「低粘度の瞬間接着剤」で固定します。 

7. もう一方の「エレベーター（動翼）」を同様のやり方で水平安定板に取り付けます。 

 

(2)「水平尾翼」接着前準備。 

1. 次ページの位置関係の画像に従い「胴

体」に「水平尾翼」を接着する為、「水平

尾翼」の胴体に接着する部分をマーキン

グし、その部分より少し内側のフィルム

をはがします。 

 

2. 剥した部分の周囲を接着剤がはみ出

して汚れるのを防止するためマスキン

グを行います。 

 

3. 同時に、胴体側板の接着時に接着剤が

はみ出す可能性のある部分にマスキン

グを行います 

 

 

 

  

1.5mmドリル 

ヒンジ取付位置(マスキングテープに記入) 

「エレベーター（動翼）」連結「コの字金具」 

マスキング フィルムを剥す 
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 (3)「胴体」に「水平尾翼」を接着する。 

 

胴体に主翼を仮組し、「胴体」と「水平尾翼」の位置関係を確認しながら「30 分硬化型エポキシ」で接着し

ます、なお基準にするのは胴体に直接取り付けられる「下翼」です。 

先ず、機体を上から見て 「A」＝「B」  「C」＝「D」となっていることを確認します。「C」と「D」

は、3mm以内のずれなら飛行状態に影響が少ないのでOKとします。 

次に、機体を後ろから見て、「E」＝「F」となっていることを確認します。 

 

「30分硬化型エポキシ」が硬化する前にマスキングを外します。  

B

DC

A 

E F
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《エレベーターリンケージ》 

(1)「エレベーター用サーボ」を「サーボベッド」に設置する。 

 

1. 「エンジンコントロールサーボ」を組付けた要領で、

「エレベーター用サーボ」を「サーボベッド」に取り付

けます 

 

2. 図右上のサーボ取り付けネジ（白丸付き）は、細めの

ドライバーを下翼取り付けナットの孔から差し込み締

めつけます。 

 

(2) 「エレベーター」に「ホーン」を取り付けサーボとのリンケージを行う 

 

1. 上図の様に「リンケージロッド」と「ホーン」を仮組し、ホーンの位置を決める為に「リンケージロッド」

をエレベーター用のスリットからガイドチューブに差し込みます。 

2. その状態でホーンの取付穴の位置を「エレベーター」に写し、2ｍｍのドリルで取り付け穴を明けます。 

3. ホーン付属の「ホーン固定板」と「2ｍボルト」、「2ｍｍナット」でホーンを固定します。 

4.仮組したホーンを「ロッドアジャスター」から外し、再度、「ロッドアジャスターをガイドチューブに差し

込み「ロッドアジャスター」と「ホーン」を連結します。 

5. 「サーボ」と「エレベーター」をニュートラル位置にし、サーボホーン側で「ロッドアジャスター」の長

さを「クイックキーパー」取り付け部の曲げ位置で調整し「サーボ」と「エレベーター」を連結します（上

図参照）。 

 

《参考》 

「ホ―ン」と「ホーン固定板」を締付ける際に、「ホ―ン」と「ホーン固定板」が「エレベーター」とあたる

部分のフィルムをカットし、両者を「30分硬化型エポキシ」で接着するとゆるんだりガタついたりすること

が有りません。 

 

「ホーン」の固定方法は、「エルロン」へ「ホーン」を固定する場合も同様に行います。 

  

エレベーター用 

スリット 

ホーンの中央の

孔を使う 
ホーンの取付穴の位置を「エレベーター」に

写し、2ｍｍのドリルで取り付け穴を明ける

す 



13/17 

 

《垂直尾翼、ラダーリンケージ、尾輪の取り付け》 

 

(1)垂直安定板を胴体に組み付け、「ラダー」を取り付ける。 

1. 「胴体」に「垂直安定板」を仮組し、「胴体」と「垂直安定板」の位置関係を確認します。 

「安定板」が「胴体」中央線上にあり、水平尾翼と直角になっている事を確認します 

「水平尾翼」上面フィルムの「垂直安定板」を接着する部分をはがし、接着剤のはみ出す部分をマスキング

します（「水平尾翼」を胴体に接着する際に行ったと同様に行います）。 

 

2. 上記の位置関係になっている事を確認しながら、垂直安定板を胴体に「30 分硬化型エポキシ」で接着し

ます。「30分硬化型エポキシ」が硬化する前に、マスキングテープを外します。 

 

3. 「ラダー」を「垂直安定板」に取り付けます（「エレベーター」を「水平安定板」に取り付けた時と同様の

要領で行います）。 

 

(2)「ラダー」にホーンを組み付ける 

1. 「ラダー」に「ホーン」を取り付ける。 

上図のように、ホーンの上下方向は「リンケージ用スリット」の延長線上に、前後方向は「ホーン」の「ア

ジャスター」取り付け孔をラダーのヒンジラインに合わせて位置決め（重要）します。 

2. その状態でホーンの取付穴の位置を「エレベーター」に写し、2ｍｍのドリルで取り付け穴を明けます。 

3. 「ホーン」を上図の様に「ラダー」の両側に「2ｍボルト」、「2ｍｍナット」で固定します。 

4. その際、「ホ―ン」と「ラダー」とがあたる部分のフィルムをカットし、両者を「30 分硬化型エポキシ」

で接着するとゆるんだりガタついたりすることが有りません。 

  

直角 

直角 

リンケージ用スリットの延長上に合わす ホーンの穴位置をヒンジラインに合わす
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(3)「ラダー」のリンケージ 

 

1. 「エンジンコントロールサーボ」を組付けた要領で、

「ラダー用サーボ」を「サーボベッド」に取り付けます 

 

2. 図左上のサーボ取り付けネジ（白丸付き）は、細め

のドライバーを下翼取り付けナットの孔から差し込み

締めつけます。 

 

3. 「サーボホーン」をニュートラルの位置におきます。 

 

 

 

(4)「ラダーサーボ」と「ラダーホーン」を「スティールワイヤー（キット同梱）」でつなぎます。 

 

1. 「ラダーホーン」に取り付ける側の「アジャスター」

にワイヤーを通し「ワイヤーカシメ金具」をペンチ、等、

でつぶし固定します。 

 

2. 「ラダー」をニュートラル位置にして「アジャスタ

ー」をホーンに取り付け、ワイヤーを胴体のスリットか

らガイドチューブ（胴体内でクロスしています）に通し

「サーボ」の所に引き出します。 

 

3. 「ラダーサーボ」に「アジャスター」を仮組しワイヤーの長さを決めたら、いったん「アジャスター」を

外し、「ワイヤーカシメ金具」で固定し再度取り付けます。同様の作業を、反対側の部分にも行います。 

 

4. 「ラダーサーボ」がニュートラル位置で「ラダー」がニュートラル位置になる様に「アジャスター」で調

整ししっかりロックナットで固定します。その際、ワイヤーの張り過ぎや緩みに注意して下さい。 

 

(3) 「取付ブラケットと尾輪軸の組立済み品」を胴体に組み付け、「ラダー」と接続する。 

 

1. 「取付ブラケットと尾輪軸の組立済み品」に「尾輪」

を差し込み、尾輪が軽く動く位置に「ホイールストッパ

ー」をイモネジで固定します。 

 

2. 「尾輪軸」の上下の動きを規制する為に「取付ブラケ

ット」下側の「カラー」を調整し、「尾輪軸」が軽く回る

位置に「カラー」をイモネジで固定します（左図参照）。 

 

 

 

《参考》 

「尾輪軸」の「ホイールストッパー」のイモネジがあたる部分に、「Ｄカット」を施すと「ホィールストッパ

ー」の抜け止めになります。 

 

  

ラダーサーボ 

アジャスター ワイヤーカシメ金具 

取付ブラケット 

カラー 

尾輪軸 
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3. 左図のように、「取付ブラケットと尾輪軸の組立

済み品」をヒンジラインに合わせ、胴体に「タッピ

ングスクリュー」2本と「30分硬化型エポキシ」で

接着します。 

接着する前に、接着部分のフィルムを剥し、接着剤

のはみ出しを防止する為にマスキングテープを貼

っておきます。 

4. 接着後、マスキングテープを外します。 

5. 「尾輪操舵用ブラケット」を左図の様に位置決め

し、「Ｍ2×15mmナベ頭ネジ」と「ナット」で固定

します。 

 

《メインギヤの組み付け》 

 

 

(1)車軸の組み付け 

1. 上左図の様に部品を仮組みし、「ホイールストッパー」

を車軸の端一杯に位置決めし、「イモネジ」で固定します。 

 

2. タイヤが軽く動くようにM5ネジを位置決めする。 

 

3. 組み付けしたものを、「スパッツ」に挿入します（平ワッシャもスパッツ」の内側に入れる）。 

 

《参考》外側の「ホイルストッパー」の「イモネジ」が当たる車軸部分に、Dカットを施すと「ホイルスト

ッパー」の脱落を防ぐことが出来ます。 

 

(2)「スパッツ」の取り付け 

1. 上右図の様に「スパッツ」に組み込んだ「車軸」を「主脚」の「車軸取り付け孔」に差し込みます。 

 

2. 「主脚」の前端と「スパッツ」の前側凹みを合わせ、「車軸」に「平ワッシャ」を組み込み 「M5ナット」

で締め付けます。を通し「スパッツ」に組み込まれた「3ｍｍ爪付きナット」に差し込み締め付けます。 

 

《参考》「M5ナット」にネジ固定剤を使用するとゆるみ防止になります。  

平ワッシャ 

この部分を合わす 車軸 

尾輪操舵用ブラケット 

Ｍ2×15mmネジ 

平ワッシャ－

車軸 ホイルストッパー 

M5ナット

M5ナット 
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(3)主脚の取り付け 

組み上がった「主脚」を胴体の「主脚取り付けネジ孔」に、「主脚取り付け6角穴付きボルト M4mm×20

ｍｍ」、「4mm平ワッシャ－」、「4mmスプリングワッシャ」で締め付けます。 

 

《参考》ネジの緩みが心配な場合は、ネジ固定剤を塗布しておくと良いでしょう。 

《キャノピー、パイロット人形、ヘッドレスト取り付け》

 

 (1)「キャノピー」取り付け 

上図を参考に「キャノピー」を位置決めし、「低粘度の瞬間接着剤」を内と外から流し「キャノピー」を胴体

に固定します。 

 

(2)パイロット人形の取り付け 

「30分硬化型エポキシ」、または「両面テープ」で上図を参考に取り付けます。 

 

(3)「ヘッドレスト」の取り付け 

1. 「ヘッドレスト」を切り取りガイド線に従って切り取り、端部のバリを取り除きます。 

2. 上図を参考に「胴体」上面の取り付け部に合わせ、「胴体」の「ヘッドレスト」が取り付く場所のフィル

ムを剥し、「30分硬化型エポキシ」、または「低粘度の瞬間接着剤」で取り付けます。 

《RC装置の搭載》 

胴体内には十分な広さがありますので、準備された「RC装置」を「RC装置メーカー」の取扱説明書に従い

搭載して下さい。下図は例題機のメカ積み例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前 
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《重心位置と各舵面の動き幅》 

(1)重心位置（下図参照下さい） 

1. エンジン機の場合（燃料を搭載せずに測定します） 

重心位置は、胴体に下翼を取り付けた状態で、下翼

前縁胴枠後面から5mm～10mmの範囲にします。 

 

2. 電動機の場合（バッテリーを搭載して測定します） 

重心位置は、胴体に下翼を取り付けた状態で、下翼

前縁胴枠後面から 0mm～5mm の範囲ににします。 

 

3.初飛行時は、重心位置を上記(1)、(2)の数値の小さ

い方にして行うと良いでしょう。また、重心位置は

RC 装置用電池の搭載位置で調整して、出来るだけ

錘を積まないようにします。 

 

4. 重心位置はテストフライト後、好みの位置に調整します。 

 

(2)各舵面の動き幅（デュアルレートの大の側の値です） 

エルロン        上      5mm（後縁翼端） 

            下      5mm（ 〃  ） 

エレベーター      アップ    7mm（後縁） 

            ダウン    7mm（後縁） 

ラダー         左右共    25mm（後縁ラダー上端） 

 

各舵面の動き幅は、フライト後、好みの動き幅に調整します。 

《プロペラと燃料》 

プロペラサイズは飛行性能に影響しますから、飛行内容に合わせて選択します。 

一般的に本機にはエンジンメーカーが推奨するサイズの内で、出来るだけ大きなダイヤと浅いピッチが良い

様ですが、テストフライトの結果を見て決めて下さい。 

燃料のニトロ量は20％前後で良い様です。 

《初飛行》 

初飛行を行う時は、飛行前に「ビスのゆるみ」「サーボの動き」、等、を送信機で実際に各舵を動かしてみて

確認します。また、電波の到達距離の確認や周りの人、等、への安全を十分確認してから飛行して下さい。 

最後に帰る時は周りのごみ、等、綺麗に拾って次の時も気持ち良く飛行出来るようにして帰りましょう。 

重心位置 

エンジン機 5mm～10mm 

電動機 0mm～5mm 


