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ファンタイガー
No.4517 G-2 0 0 ｛ユ説
No。4518ェクストラ

保 証 につ い て (組立 前 に必 ず お 読 み くだ さい )

サンダータイガーはこのキットに関 し、製造時における材料または加工上の不良につきましては、無料の保証

を行います。この保証は改造や使用による構成部品の損傷についての適用は致 しかねます。また、いかなる場合

においても、保証は本キッ トの購入金額を越えない範囲に限らせていただきます。

サンダータイガーでは商品輸送中に起きる部品の損傷の可能性、ユーザーの組立技術、ユーザーが組立のため

に使用 される材料などについてはあらかじめ感知することは出来ません。従って、ユーザーが一 El_糸L立てられた

ものを使用されることにより引き起こされた損傷につきましては保証を受け入れることも、保証責任を負 うこと

も出来かねます。組立てを始められ前に欠品や破損品がないかを必ずお調べ ください。

RC模型は使用法を誤つた り、決められた規貝1を軽視 した り無視 した使用をすると、器物を破損 した り、人身事

故を引き起こす可能性があります。使用に当たつては十分な注意が必要です。ユーザーが組み立てられた製品iを

使用 される行為により引き起こされる結果 (事故など)について、ユーザー自身で全ての責任を負 う義務があり

ます。 もしこの製品を購入 された方で、これ らの責任を負 うことを受け入れる考えを持たれない方は、このキッ

トを組立てを始める前の新品の状態で、購入 された所へ返品 してください。
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はじめに

このたびはフアンタイガーキットをご購入いただきありがとうございます。このキットは組み立てが容易で、

短時間で完成させることができるよう最新の技術を駆使し製造されています。この飛行機は軽量でしかも強度

があり、ファンフライ飛行を大いに楽しめるものと確信致します。このフアンタイガーでは、あらゆるタイプ

の操縦演技操作が可能です。

このキットの特性を最大限に活用するためにも、この説明書を良く読んでいただきその指示に従つてくださ

い。組立を始める前に、まず説明書を完全に通して読まれることをおすすめ致します。説明書を読まずに組立

をはじめますと、組立の途中で多<の疑間が生じ、逆に組立に手間取ることにもなります。

組立前に、まずパーツリストを見ながらキットの内容物のチェックをして<ださい。もし不足部品があれば、

このキットを購入された販売店もしくはサンダータイガー・ジャバンまでご連絡ください。

ご注意 :一旦組立をはじめられたキットに付いての返品、交換は致しかねます。

このキットを完成させ飛行させるために必要なキット以外の用品

RC装置

4チャンネル、5サーボのRC装置が必要です。

このキットにはエルロンサーボが2個必要です。より楽に、

フアンフライのセッティングを行うには、コンピューター

ラジオがおすすめです。もちろん非コンピューターラジオ

も使えますがデュアルレートにより舵角が変えられるもの

を選んで<ださい。

エンジン

この機体にはサンダータイガー製のPRO-46エ ンジンが最適

です。サンダータイガーエンジンはIS094X11規 格の承認を

受けた工場で製造され、国産エンジンと同等の性能、耐久

性を持つています。

もちろん他社製の40～46クラスの2サイクルエンジン、ま

たは52～54クラスの4サイクルエンジンも使えます。

接着剤

フアンタイガーの組立にはエポキシ接着剤と瞬間接着剤の

2種類の接着剤が必要です。

エポキシ接着剤は300硬イヒタイプのものを、瞬間接着剤は

低粘度 (金属、プラスチック用)のものと中粘度 (本材、

バルサ用)のものを用意してください。

工具類

ホビー用ナイフ (デザイン用カッターナイフ等)

サンドペーパー (1203)

直線定規、三角定規

ドリル (1.5mm、 2mm、 3mm、 5mm)

家庭用工具 (ド ライバー、ペンチなど)

紙クリップペーパータオル

拭き取り用アルコール

細書きフェルトベン、鉛筆

Zベンダー (Zベンドプライヤー)

飛行用品

受信機保護用フォームスポンジ

グロー燃料 (10～15%ニ トロメタン入り)

標準サイズシリコン燃料パイプ

燃料ポンプ

プラグレンチ

ブースターコードおよび始動用バッテリー

電動スターター又はセーフティースティック

プロペラ 3～4本 (46エンジンの場合 Dl1 5× P4位)

予備グロープラグ (1～2個)

ペーパータオル

防錆油
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パーツリスト

組立をはじめられる前に下の図を参考に各パーツがキットに入っているか確認してください。この確認作業をすることは

パーツの名前を憶えると同時に不用意にパーツをなくさないためにも大切なことです。

もし、不足のパーツがあつた場合は、このキットを購入された販売店かサンダータイガー・ジャパンまでご連絡<ださい。

サンダータイガー 。ジャパン 電話 06-6700-1073 FAX 06-670C10672

番号はパーツ販売の場合のセット番号です。( )な しはEXTRA用、 ()の 番号がG-200用 です。
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(2)   裏板 (」 )

この図はスペアパーツ販売の袋詰めの状態で示されています。したがつてキットの袋詰めの状態とは異なります。
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リンケージバッグ AS6006

時
内、外ナイロット (各 2)

プラスチックチューブ (1)

日
固定バンド (4)

`11-
ロッドアジャスター (4) 総ネジロット (2)

■

(4) セツトスクリコウ

咽
ロッドコネクター (1)

1 5mm六 角レンチ (1)

よ
(1) Z型 ロッド (2)

ピアノ線 (1)

0

2mmナ ット (1)

」

木ネジ大

エルロンプッシュロッド (2)

パーツリスト

各パーツの表示寸法や縮尺は実物と異なります。

このページのパーツはEXTRAと G‐2∞と共通です。

主脚セット AS6∞5

主脚 (2)

◎

一‖4mmキャップスクリュウ (2)

3mmナ ット(4)   4mmナット(4)

1   -D
5mm六角レンチ (1)  3mmビス (4)

コントロールホーン #3151

ホーン及び裏板
(2ペア)

―

l

2mmビス (8)

この図はスペアパーツ販売の袋詰めの状態で示されています。したがつてキットの袋詰めの状態とは異なります。

キットの場合、3mmビス、3mmナ ットが各4個づつエンジン取付用として入つています。逆に1.5mm六角レンチは1本

だけになつています。木ネジは3種類あり、太くて短いのはすイロッドプッシュロッドの固定バンド用、中<らいで長

めのものはテールギヤー取付け用、小さ<て短いのはRC室のパルサハッチ固定用です。

燃料タンク #3261

宙

ゴムキャップ (1)

―

直ニップル (1)

硼

プラスチックキャップ (1)

クラ5'lP(っ  シ奮 .)

180c燃料タンク (1)

尾輪セット

『◎
尾輸 (1) 木ネジ中 (2)

日

セットスクリュウ (1)

回
ホイルカラー (1)テールギヤー (1)



組立の準備 -1同体

1 主翼継手とダウェル (丸棒)の入る部分のカバリングフィルムを切り取ります。

2 0Fol体 後部の水平尾翼が入る溝の部分のフィルムを切 19取 ります。

3胴 体前部の型紙を胴体の上に置きテープで上め型紙に指示された穴あけ位置に錐のような先の尖ったもので印をつけます。

脚を取付ける穴は、3mmの ドリルで、燃料タンクの取付け穴は、

2mmの ドリルを使つて穴をあけます。ドリルが胴体と直角になるよう

に気をつけてください。

3mmの下穴をあける

ワイヤの前側を

胴体の後端に

合わす
4.エンジンにスピンナーを取付け、スピンナーと胴体前部の隙間が約

2mmになるようにエンジンを置きます。エンジンをしつかり保持し

エンジンマウントの取付け穴の位置を胴体に写します。ドリルが傾

かないよう気をつけながら3mmの穴を胴体にあけます。穴あけで露

出した本部には中粘度の瞬間接着剤かエポキシを塗布し燃料が中に

しみ込まないようにします。

5テ ールギヤーブラケットの取付け部に穴をあけます。図のように

テールギヤーのピアノ線が胴体後端にぴつたりくつつくようにテールギヤープラケットの位置を決めブラケットの足の位

置に3mmの穴をあけます。

組立の準備一主翼

1 2枚の主翼継手をエポキシで貼りあわせます。硬イヒしたらはみ出し

た接着剤を除去し主翼の穴に入るように修正します。

主翼上面のフイルムの下にサーボと受信機の入る穴があらかじめ設

けてあります。図のようにカッターすイフでまず穴の対角線にそつ

て切り目をいれ、次に穴の周りの内側に約5mmのフィルムが残るよ

うにして余翁な部分を切り取ります。穴の周りの露出した本部に

残つている17ィ ルム在指の爪で押えながら貼り付け、

次に低温のシーリングアイロンで永久的に貼り付け

ます。

片面にフィルムを貼つたバルサハッチの裏側に

6mmX107mmの パルサ板を図のようにハッチから半

分出るように瞬間接着剤で貼り付けハッチの爪にし

ます。

4ハ ッチの爪の部のを主翼の開□部の後部内側に入れ

ます。入りにくいようなら爪の部分を修正します。

ハッチが開□部に収まつたら図に示す位置に15mmの ドリルでハッチと主翼の取付け座の部分を買通するように穴をあけ

ます。

ハッチを取り外し15mmの穴を3mmに広げます。再びハッチを主翼にもどし木ネジで固定します。

斜線部をカット

/´′

ィルムの下にある穴

多 /t
P`ん

`
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5、 プッシュロッドおよびナイロッドの出□の穴を示した型紙を線に沿って切り取り、型紙に示された主翼の後縁と中央の線

を実際の翼と合うように、主翼の上にテープで止めます。穴あけの溝の線に沿つてカッターナイフで穴をあけます。

一度に切り込みを入れず数回に分けて切り込みを入れます。反対の主翼は型紙を裏返して張り付けて同様穴をあけます。

組立の準備一カバリングフィルムの切り取り
1 次のステップは接着をする部分のカバリングフイルムの切り取りです。フィルムの切り取りで注意することは、フィルム

を切つてしまうのでなく、よく切れるナイフでフィルムの表面に傷をいれるように切り目を入れることです。フィルムが

切れるところまで切り込んでしまうとフィルムの下側のパルサも切ることになります。そうすると機体の構造をいため飛

行中に機体が壊れる恐れがあります。切り取る位置は細いサインペンを使つてマークをしヽれます。

2胴 体の主翼接着部から始めます。主翼継手とダ

ウェルを胴体の溝に差込み両側の主翼を継手とダ

ウェルに差し込み胴体にぴつたり当たるようにし

ます。主翼の付け根の外周に沿つて胴体の両側面

にマークの線を引きます。主翼、継手、ダウェル

を取り外し、マークした線の約3mm内倶」に線に

沿つてすイフできずを入れフィルムを引き剥がし

ます。

注意 : ここではまだ主翼を接着しないで<ださ

しヽ^

3胴 体後音B上側の溝に垂直安定板を差し込みます。安定板の両

倶」に胴体と合わさる部分に沿つて線を∃|きます。垂直安定板を

取り外し綜から約0 81nm下倶」からフィルムを切り取ります。

4水 平安定板を胴体後部の溝に差し込みます。物差しでは計 1/」

ながら安定板が胴体の中央になるよう、また直角定規を使つて

胴体と直角になるようにします。水平安定板の上下面に胴体と

の合わせ目に沿つて線をヨ1き ます。安定板を取り外し線の約

08mm内但」のフィルムを泉」がし取ります。

組立の準備一ヒンジの取付け

1 次のステップはヒンジの取付けです。各ヒンジの取付け部分

にはあらかじめ溝が開けてありますから取付け作業は簡単です。

エルロンを主翼に、エレベーターを水平安定板に、ラダーを垂直安定

板に接着斉」を使わずに仮止めしうまく入るか確認してください。

ヒンジの回転音B分に接着剤が入らないようそれぞれのヒンジの支点

(中央のピンが入つている部分)に注射器などをつかつて極く少量の

油をつけます。ベーノヾ―タオルの上にヒンジを置き余分な油をタオル

が吸い取るようにします。

3 ヒンジの取付けは30分硬化のエボキシ接着斉」を使つて一度に済ませた

ほうが良いでしょう。

左右の長さが同じになるよう



組立一燃料タンク、脚、エンジン

1 燃料タンクの組立は図を参照してください。

{このキットでは90度ニップルは使用しません)

プラスチックキャップ

直ニップル

ゴムキヤップ

1却は真つ直ぐな側が前方になるように胴体の両慣」

に3mm x30mmのビスと3mmナットで取10付 けま

す。

4mm x30mmのキャップスクリュウと,2個の

4mmナットで車輪を取り付けます。

4少 量のエポキシ接着剤と木ネジでテールギヤープ

ラケットを胴体に取付け、尾輸をホイルナットと

セットスクリュウで固定します。

2

キャップ
スクリュウ

かぎ型に曲げる

エンジンはM3x30mmの ビスと3mmのナットと

ワッシャーで胴体に固定します。

U型  プラスチックシート

6.U型とL型の金具を胴体の右側面から通し左側で

先端を曲げフックにします。胴体とタンクの間に

付属のスポンジをひきゴムバンドをフックにかけ

て燃料タンクを固定します。

7 これでファンタイガーは自力で作業台の上に

3点で立つことができるようになりました。

作業台に対し胴体が直角になるようします。もし真つ直ぐに立たなかつたら脚を少し曲げて調整します。これは後で尾翼

や主翼の取付けの際、取付け状態の確認をするのに役立ちます。

組立―尾翼

1.垂直尾翼を胴体に仮組みします。ラダーにテールギヤー

の後ろに突き出たワイヤーの位置の印をつけ、2mmの ド

リルで穴をあけます。ワイヤを穴に挿し込みもう一度仮

組みしラダーの前縁にワイヤの縦の部の7Dt入 る切り込み

を入れラダーがぴつたり胴体の後ろに付くようにします。

2.エポキシ接着剤で水平尾翼と垂直尾翼を胴体に取り付け

ます。接着剤が硬イじする前に相互の取付け位置/」
R正 しい

か確認し、狂つていれば修正します。

シリコンパイプ

クランク錘り

このワイヤが入るよう

ラダーの前縁に溝をほる

ラダーに2mmの穴をあける



組立―主翼

1 主翼継手とダウェルを胴体に差込みもう一度主翼を仮組みします。正しく付<ようなら30分硬化のエポキシ接着剤で胴体

に接着します。主翼の根元がB同体にぴったり付<よう押し当てます。はみ出した余分な接着斉Jは アルコールを含ませた

ペーバータオルで拭き取ります。エポキシ接着斉」が硬イしするまで動かないように固定しておきます。

サーボの搭載

まず右の図を見て各サーボの搭載位置を頭に入

れて<ださい。右翼は、外側からエルロン、ス

ロットル (エンジンコントロール)、 ラダーの

順l‐ 2個のサーボが、左翼は外倶」がエルElン、内

側がエレベーターと2個のサーボが入りその間に

フォームラバーに包まれた受信機とバッテリー

が入ります。スイッチと充電コネクターは内部

の取付物の邪魔にならない位置のハッチに取り

付けます。

2.サーボはリンケージが先にあけた穴に無理なく

通るような位置にRC装置付属のネジで主翼の

中のサーボレールに取り付けます。スElッ トル

のリンケージは後で行いますのが、スロットル

サーボはエルロンサーボとラダーサーボのほぼ

中間に取り付けます。

リンケ下ジ
リンケージ作業に入る前に、下の図を参考に各舵のリンケージの構成を頭に入れてください。

Z型ロッド 内 tB」ナイロンロッド
ロッドアジャスター

外側ナイロンロッド

ピアノ線

ラダー・エレベーター用リンケージ

プラスチックチュープ

スロツトル用リンケージ

エルロンプッシュロッド

エルロン用リンケージ

ロッドアジャスター

エレベーターとラダーのリンケージ コントロールホーン

上の図のようlt~工 L/ベーターとラダーのリンケージは内、外2本のすイロンチューブでできたナイロッドプッシュロッド

を使います。内慣Jのすイロンロッドのサーボ倶Jに Z型のネジ付きワイヤをねt/込み、反対のコントロールホーン側に総ネ

ジのロッドをねじ込みそれにロッドアジャスターを取付けます。

ラダー      ェレベーター
プッシュロッド   プッシュロッド

エルロン
プッシュロッド

スロットルサーボ

エルロン
プッシュロッド

コントロールホーン

総ネジロッド

エンジンの
スロットルフーム

セツトスクリュ



ロッドコネクター
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1 -本のテイロッドの外倶」のチュープを左翼のエレベーター用の穴から翼の中に挿し込みます。

2 内倶」のテイロンロッドが通るよう主翼の桁材に5mmの穴をあけます。

3ぬ 側のすイロンロッドを外倶」のチューブに通じサーボホーンにとど<と ころまで差し込みます。内倶」のテイロンロッドの
先端にZ型ロッドのネジの部のを約10mnnね じ込みます。

Z部をサーボホーンに取り付けます。

4ナ イロンコントロールホーンを切り離します。

余分なバリは取り去ります。コントロールホーンは

水平尾翼の堅木の音B分 上で、テイロッドが無理な<
コントロールホーンに接続できる方向で、またホー

ンの接続穴の位置がヒンジの線と一致するように取

1寸 け位置を決めます。位置が決まったら少量の瞬間

接着斉」でェレベーターにコントロールホーンを仮上

めします。

2mmの ドリルで穴をあけたら2mm x12mmのビスを

本―ンに通しホーン裏板にねじ込んで固定します。

5 内側のロッドが前端がサーボホーンに接続されて

いる1犬態で、ナイロッドの外倶」のチューブをホーン

から35nnmの所でty」断します。中のロッドを切らな

いように気を付けます。総ネジのロッドが、内倶」の

ナイロンロッドとロッドアジャスターにそれぞれ

101mmね じこんでエレベーターがニュートラルになる長さに

なるよう、内側のテイロンロットの長さを決めカットします。

6外 側のナイロンロッドを固定ノヽンドと木ネジで胴体の2個所に固定します。
の縦の柱の部分にもう1個所は水平尾翼の直前の下側の部分に固定します。

7.同 じ方法で胴体左側のラダーのリンケージを行つて<ださい。

1個所は胴体側面にある2つのくりぬきの中間

エル回ンのリンケージ
エルロンのリンケージは片倶」にネジを切った2本のプッシュロッドとロッドアジャスターで行います。これは一般の機体
のエルロンのリンケージのやりかたとほとんど同じです。

1.ブッシュロッドがサーボにとど<よう2mmの ドリルで主翼の桁に穴をあけます。

2 プッシュロッドを主翼の穴に挿し込みエレベーターやラダー同様プッシュロッドが胴体と平行になるようにエルロンコン
トロールホーンの位置を決め取り付けます。

3 サーボホーンがニュートラルでエルロンがニュートラルになるようサーボホーンの穴の位置でプッシュロッドをZ型に曲
げます。余分なロッドは切り取ります。

4反 対倶」のサーボも同様にします。

固定バンド

f;i 38mm



スロットルリンケージ

スロットルリンケージは、サーボtB」 をZ型に曲げたピアノ線、すイロンチユーブ、それにキャブレターアームに取り付け

るロッドコネクターで行います。

エンジンのスロットルアームとサーボアームを接続するプッシユロッドができるだけ真つ直ぐになるよう主翼の前縁から

サーボに向かつて2mmの穴をあけます。簡単な方法としては柄の長いロングドリルを使用したらよいでしよう。軽<動か

すために穴は多少楕円形にしたほうが良いかもしれません。

2ナ イロンチユニプを今あけた穴に挿し込みます。

3.ロ ットコネクターをスロットルアームに取付け2mmナ ットで固定します。 ピアノ線のサーボ側をZ型に曲げサーボ

ホーンに取付け、スロツトルアーム側はピアノ線をロットコネクターにセツトスクリュウで固定します。

受信機、バッテリー、スイツチ

1 受信機とノヽッテリーはフオームラバーにくるんで2個のサーボの間に置きます。リンケージの邪魔にならないよう気をつ

けて<ださい。

2 スイッチは内装物の邪魔にならないよう左翼のハッチカバーに取り付けます。

セットアップ
1 スロットル

スロットルは次の図のようにセットしてください。

スロ

'ト

ル全開    わずかスロツトル開く  スロツトル全閉

スロットルステイツク (高)   スロツトリレステイツク (低)  スロツトリレスティック (低 )

スロットルトリム (中)     スロツトルトリム (中)     スロツトルトリム (低 )

2各 舵面の舵角は次のようにセットします。

コンピューターなしRC装置の場合の設定

デュアルレート (小 )

エルロン    上下 各2Clmm

エレベーター  上下 各25mm

ラダー      左右 各32mm

デュアルレート (大 )

上下 各38mm

上下 各50mm

左右 各75mm

コンピユター付きRC装置の場合の設定

フラッペロン・ミキシングを使用し、エルロンとエレベーターのミキシングをかけます。

1:1の比率で反対方面に動くよう (エレベーターアップのときエルロンダウン)にかけます。

デュアルレートのかわりにエクスポーネンシヤルの使用を推奨します。舵角は最大限にしてください。

-10-



重心位置

胴体に近い主翼の付根に必要に応じ錘を積んだリタヽしたりし

て重心位置を調整します。最初の設定は重心位置が主翼前縁

から105mmの 位置になるようにします。慣れるに従い一度に

5mmづつ後ろに移動して行きます。しかし最大でも前縁から

120mm以 上後ろにならないようにして<ださい。

フアンフライのヒント

フアンタイガーの機体を良<見てください。

厚い主翼翼型、大きな操舵面、大きな胴体側面、短いノーズ及びテールそれに大きなエンジンがついています。また持っ

てみれば軽<感じられるでしょう。これらのすべての特徴が、この機体の飛行特性に寄与します。適切な操縦を行えば、

むちゃ<ちゃな飛行ができ、とてつもない楽しみがあります。ここにこのカテゴリーの飛行機がファンフライと呼ばれる

理由があります。

フアンタイガーでファンフライを最大に楽しめるよう次のヒントを参考にして<ださい。

まず第一に、この飛行機は高凍で飛行させるようには作弓ね,ていないということをよ<覚えておいて<ださい。

特にPRO-46エ ンジンを搭載した場合、締対にフルスロ ッヽトルで水平直線飛行夕1フ ないでください。

ttノ、やね,ば、舵面はフラッターをま己こtノ、瞬時に機体がこわね̀て tノまう恐ね.があります。

スロットル操作は常に連続的に行う必要があります。フルスロットルは機体が垂直に上昇するときか、ループ (宙返り)

や□―ル (横転)で緊急に高出力が必要になった時以外使わないで<ださい。機体が下を向くときには直ちにアイドリン

グ (最低速)に します。残りのほとんどの飛行は中速1或 のスロットルを使用します。

極めて大きなエルロンが付いていますから、最初にフルエルロンの操作をしたとき、いかに□―ルレート (横転の速さ)

が早いか分かります。□―ルの間で機体が背面になつたときダウンエレベーターを入れることは考えないで<ださい。

実際には、□―ルが早すぎてダウンを入れる余裕がありません。

ループ半径は極めて小さくプロペラが尾翼に噛み付<のではないかと思うほどです。特にコンピューターラジオでフラペ

ロンミキシング (エルロン・エレベーターのミキシング)をかけた場合これがよけいはっきりします。エルロンエレベー

ターミキシングは1 0Cl%ま たは11の設定をします。エレベーターアップのとき、エルロンがダウンになるようにし、ミキ

シング操作はスイッチのON― OFF(入る切る)で行います。このテストは十劣高度をとってからやって<ださい。

スナップロールやスピンは濠」的に速<タイトです。すィフエッジ飛行やすイフエッジループは比較0勺 簡単にできます。

軽量ですからホバリングも可能で、そこから瞬時に加速できます。

コンピューターラジオの場合、すばやい反応を得るためにはエクスポーネンシャルの使用を推奨します。エクスポーネン

シャルを使用すると大きなスティック操作のときは舵はすぐに大きな反応をし、ニュートラル付近のスティック操作では

ソフトな操舵感覚が得られます。

うつかリデュアルレートのスイッチ操作してもP。5題ないよう、デュアルレートは (ハ イ)と (□ ―)両方とも設定してお

かれることをおすすめします。デュアルレート (ハ イ)の最大舵角はセットアップを参考に設定し、50%からエクスポー

ネンシャルがかかるようにします。
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安全に付いての事前の注意

1.エンジンの始動や運転をするときには安全眼鏡を使

用してください。

2模型用の燃料は引央し易<、 その炎は見えに<く 非

常に危険です。燃料の近くでタバコをすつたり、火

花や高熱や他の炎を近づけてはいけません。

エンジンは運転中に、致命的な一酸化炭素ガスを多

量に発生します 。エンジンを車庫などの密閉された

部屋の中で運転してはいけません。

4.砂利、砂、小石等が周りにある場所で、エンジンを

運転してはいけません。これらのものはキャブレ

ターに吸入されエンジンをだめにするばかりでな<、

これらがプロペラにはね飛ばされて怪我ををする恣

れがあります。

5エ ンジン運転中は、常にプロペラの後方にいてくだ

さい。エンジンの調整はすべてエンジンの後方から

行つてください。エンジン運転中は絶対にプロベラ

の回転面に顔や体を覆いかぶせるようにしてはいけ

ません。

6.´たるんだ着衣 (シ ャツのすそなど)や他のだらりと

した物 (ネクタイやスカーフなど)をプロペラに近

づけないでください。回転中のプロペラに巻き込ま

れる恐れがあります。

エンジンを停止させるときは (スロットルを全閉に

するなどして)エンジンヘの燃料や空気の供給を遮

断します。布切れや他のものを回転中のプロペラヘ

投げ入れてエンジンを停止させてはいけません。

8エ ンジン運転中およびエンジン停止直後にエンジン

またはマフラーに触れてはいけません。非常に高温

の部分があり火傷をする恐れがあります。

9.飛行中になにか異常な音が聞こえたら、直ちに着陸

させ、問題点を見つけ対策をするまでは次の飛行は

しないでください。低い周期のブルブルという唸り

は機体の舵面のフラッターの発生で、そのまま飛ば

せば機体はすぐに空中分解を起こす恐れがあります。

ラジコン操縦士の登録

RC装置を使つて安全にRC模型を楽しむために、我が国ではラジコン操縦士の登録をすることになつています。

同時に万―の事故により他人に怪我をさせたり、他人の財産 (器物等)に損害を与えた場合の事を考慮し、損害

保険 (lEl人賠償責任保険、ラジコン保険)に加入してください。これらのラジコン操縦士の登録手続き、および

損害保険の加入については、まず模型販売店にご相談<ださい。もし模型販売店で加入や登録ができない場合は

下記へお問い合わせ<ださい。

財団法人 日本ラジコン電波安全協会

日本科学模型安全委員会
〒1110053 東京都台東区浅草橋4-10-8

丁・ F・ Aビル 10階
電言苦 03-3862-3148    FAX 03-3864-9176





サンダータイガー製品のご紹介誓こ墨王3ζダ「百:Zttr纂ちE5彎2憲25言お寝重電賢馨璽遣しだ属≦」「
PRO¨46エンジンのパワーにぴつたりのサンダータイガー製45クラスのARFスタント機 2機種

チャンピオンー45S
1998年 登場の中翼スタント機で
F3Aパターンもこなす半完成機です。

全  幅  1428 mm
全  長  1355 mm

垂層璽量 ::∴T2   、

/・

チャンピオンー45L

‐
``|:117"鴨

fご

う言:菫撃読まも「とて
||■ |‐ |‐

‐ ヽ|

エンジンおよびエンジンの運転に必要なアクセサリー

スタンダードタイプ (12∨デラックス90)と
強カタイプ (12Vヘビーデューティー180)がある

シールドバッテリー

パワーパネル、スターター用 12V7Ah
パワーセル用 12∨ 1 2Ah

パワーモニター
(オートマチックパワーパネル)

12∨バッテリーから
スターター、燃料ポンプ、
グロープラグ ヒートの

電源を一括で供給できる

PRO-46
フアンタイガーにパーフェクトマッチの

サンダータイガーエンジン

電動燃料ポンプ
12∨用と 6∨用がある

(≡)可悪悪平夢
F 製造元

発売元

Thunder Tiger Corporation
本社 ROC台 湾 台中市工業区6路 7号

サンダータイガー 。ジャバン
〒547-0011大阪市平野区長吉出戸2丁目4‐ 33

全  幅  1410 mm
全  長  1300 mm
主翼面積  40.l dll12

全備重量 2500g

サンダータイガー・ジャバンで取扱いのサンダータイガー製品のリーフレット、価格表をご希望の方は下記までご請求ください。
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