
レイジータイガー　５１　ＡＲＦ飛行機　（品番　４５２９）

ホームページ　http://www.tt-japan.com メールアドレス　rc@tt-japan.com

ご購入時におけるキットに材質上又は製造上の不良品がある場合は無料で交換致します。ただし一旦使用されたり、改造され

たものに付いてはこの保証の対象になりません。保証は製品そのものだけに限り、それ以外の点にまで拡大した適用は致しま

せん。　また保証はキットのご購入価格を限度と致します。キットを組立てられるににあたり、使用者は、最終完成品が起因

となる事故に付いて、その補償責任は使用者自身において受け入れられるものとします。この補償責任を受け入れる考えを持

たれない場合は、このキットを新品で未使用の状態で購入先へ返品してください。

　　   要　　 目
全　　幅　1347 mm

全　　長　1067 mm

主翼面積　47.8 dm2

重　　量　1.2-1.5kg

エンジン　20-30　２または４サイクル

ＲＣ装置　４チャンネル　５サーボ

Lazy Tiger 51
レイジータイガー　51



組立前の注意

組立の順序を良く理解していただくと同時に、推奨する組立行程の全容をつかんでいただくために、組立を始

められる前に、まずこの説明書を通して読んでください。

楽しく順調に模型の組立を進めてゆくためにも、注意深くこの説明書にしたがっていただき、また関連した説

明写真を参照してください。

まだＲＣパイロットとしての経験がなければ、十分な能力のあるパイロットに、完成された機体の点検をして

もらい、最初の飛行の手助けをしてもらうことをまず考えに入れてください。この説明書はなるべく全体がわ

かるように書くように努めましたが、ＲＣ模型は複雑で経験があるパイロットに点検してもらうことが初飛行

を成功させる早道です。

この飛行機は中級クラスの経験者を対象に設計されています。

組立を始められる前に、足りないパーツがないか、こわれたパーツが無いか、パーツリストと写真を参照しな

がら点検してください。この作業は、キットのパーツになじむ手助けになります。

もし不足したり破損したパーツが見つかりましたら、表記のサンダータイガー・ジャパン（TEL　06-6700-

1073または　eメール　rc@tt-japan.com)までご連絡ください。

　いったん、組立を始められたキットにつきましては、販売店もサンダータイガー・ジャパン　　も返品

に応じることはできません。

パーツは接着をする前に、所定の位置にためしに組んでみてください。組立前に、正しいパーツかどうかを確

認してください。接着剤はたっぷり使ってください。接着剤が足りないと完全な組立ができません。

はじめに

近年、ＲＣフライヤーの間でアウトドアーのスローフライトがポピュラーになってきています。スロ

ーフライトは経済とリラックスの面ですぐれていますが、それだけでなく低空で、または低速で行う

タイトな曲技飛行のスリルも味わえます。

この独特の飛行特性は、アスペクトレシオ（縦横比）が小さい高揚力翼型の主翼、短いテールモーメ

ントでしかも軽量な機体から生まれるものです。また、サンダータイガーのレイジータイガーシリー

ズは、まるでコミック本に出てくるようなかわいい、スケールライクな外観も併せ持っています。

小さく静かで燃費の良い小型エンジンを使い、狭い飛行場でこの機体の飛行が楽しめます。

この機体は工場で熟練した作業により組立てられ、丈夫で補修のやりやすいオラカバーフィルムで仕

上げてあります。楽しみながら数時間の最終組立作業をやるだけで、レイジータイガーの飛行準備が

できあがります。
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おすすめの工具と機材

接着剤

工　具

レイジータイガーの組立にはエポキシ接着剤と瞬間接

着剤の２種類が必要です。組立時間を短縮したい場合

は５分硬化と３０分硬化のエポキシ接着剤の使用をお

すすめします。組立時間を気にしなければ３０分硬化エ

ポキシ接着剤だけでよいでしょう。

このほかに少量のプラスチック金属用（うす目）の瞬間

接着剤と木材用（濃い目）の瞬間接着剤が必要です。

次のような工具を使用すれば組立がよりやすいでしょう。

写真は私共が最初のキットの組立に使用した工具です。

モデルナイフ（カッターナイフ）

Ｔピン（または虫ピン）

＋ドライバー（小と中サイズのもの）

はさみ

金属製直線定規

三角定規

ラジオペンチ

ニッパー

ドリルとドリル刃先

細手のフェルトペン（サインペン）

濃い鉛筆（４B）

Ｚベンドプライヤー　（サンダータイガー製ツール）

拭取り用アルコール

マスキングテープ（ラッカーテープ）

ペーパータオル

ＲＣ装置（ＲＣメカ）

４チャンネルのＲＣ装置が必要です。

サーボは標準サイズ又はミニサーボが５個必要です。

市販の４チャンネルＲＣ装置にはサーボは３個または４個し

か付属していません。購入時に付属サーボの数を確認してく

ださい。

３

エンジン

２サイクルエンジン：　１５クラス-２５クラス

４サイクルエンジン：　２０クラス-３０クラス

プロペラはエンジンのサイズと好みの飛行スタイルに

より適当なものを用意してください。

この機体にはサンダータイガーのＧＰ-１５/２５また

はＰＲＯ-２５が最適です。

始動が容易、短時間のブレークイン、メンテナンスが

簡単でしかも長寿命のエンジンです。



垂直安定板／ラダー

　　　　（１）
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部品図

水平安定板/エレベーター（１）

ＣＡヒンジ（７）

エレベータープッシュロッド（１）

　　　　　　（Ｙ字）

ラダープッシュロッド（１）

スロットルプッシュロッド（１）

プッシュロッドガイドパイプ（１）

エルロンプッシュロッド（２）
ロッドアジャスター（５）

シリコンパイプ（１） 直ニップル（１）

ゴムキャップ（１）

クランク錘（１）キャップ（１）

燃料タンク（１）

　180cc

シリコンパイプ（１）

コントロールホーン（５） 2×10mmビス（６）

ホーン裏板（５） 木ネジ2.6×8mm（４）

ロッドコネクター（１） 六角レンチ（１）

セットスクリュウ（１） ２mmナット（１）

タッピングネジ（２）

　3×12mm

スピンナー裏板（１）

57mm　スピンナー（１）

AS6081　尾翼セット

AS6082　リンケージバッグ

AS3261　燃料タンク　セット AS6086　コントロールホーンセット

PE0009　ハードウェア　セット 3283B　スピンナー　セット



部品図

５

AS6079　胴体　セット

AS6080　主翼　セット

3102　アジャスタブル　エンジンマウント AS6083　主脚　セット

AS6007　尾脚　セット AS6085　デカル　セット

AS6084　キャノピー 3256　タイヤ

胴体（１）

空気取入口（１） ダウェル（２）

左主翼（１） 右主翼（１）

ＣＡヒンジ（６）

トリムテープ（１）

主翼継手（３）

木ネジ2.6×8mm（８） 取付板（４）

主脚（２）

ホイルカラー（４）

ネジ3×5mm（４）
　ネジ　（４）
#6-32×１８mm

タッピングネジ3×15mm（４）

ビームマウント（左右各１）

エンジンマウント裏板（１）

尾脚（１）

尾輪（１）

セットスクリュウ（１）

木ネジ（２）

ホイルカラー（１）

キャノピー（１）
タイヤ（２）



主翼の組立

主翼の組立
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３枚の合板製の主翼継手をエポキシ接着剤で貼り合わせ硬化

するまでクランプで固定しておきます。はみ出した接着剤は

硬化する前にペーパータオルとアルコールで拭き取ってくだ

さい。硬化したら左右の主翼の穴に入るかしらべます。入ら

なかったらサンドペーパーで修正してください。

エポキシ接着剤を使って主翼の接合をします。まず継手の半分

の両面全面にエポキシ接着剤を塗布し、片方の主翼の穴に差し

込みます。次に残りの半分の継手の両面と主翼の端面のリブに

エポキシ接着剤をたっぷり塗布した後、継手を主翼に差し込み

両方からしっかり押し付けてください。はみ出した余分な接着

剤をペーパータオルとアルコールで拭き取ったら、接着剤が硬

化するまでマスキングテープで固定しておきます。硬化したら

翼の継ぎ目にトリムテープをアイロンで貼りつけます。

注意：エルロンは左右同じものではではありません。間違え

ないよう気をつけてください。目印はエルロンの胴体側から

２番目のリブと３番目のリブの間にエルロンホーン取付ける

ための板です。手触り又は目視で取付板を確認してくださ

い。こちらがエルロンの下面になります。

右主翼の後縁のスロットに右エルロンのヒンジを、左主翼後

縁のスロットに左エルロンのヒンジを差し込みます。主翼の

前縁を台の上に置いた状態で、エルロンと主翼の後縁を合わ

せ、同時に隙間が最小になるようにします。ヒンジが主翼後

縁で上を向くようにして、ヒンジの裏と表に数滴の瞬間接着

剤をたらします。

接着剤が硬化したらエルロンが両側に自由に動くか調べま

す。またエルロンを引っ張ってみてしっかり接着できている

かも確認して下さい。

エルロンと主翼をＣＡヒンジで接続します。（万一接着剤

がはみ出したとき、すぐに余分な接着剤を拭き取れるよう

ペーパータオルをあらかじめ用意しておきます。）

作業はまずエルロンのスロット（細長い溝）にＣＡヒンジ

を中央まで差し込むところからはじめてください。エルロ

ンに差し込まれているヒンジの両側にプラスチック用瞬間

接着剤を数滴づつたらします。接着剤が硬化するまで待ち

ます。



主翼の組立

エルロンサーボとエルロンコントロールホーンのリンケー

ジを行います。適当なエルロン舵角を取るにはサーボアー

ムの穴は一番外側をエルロンホーンは一番内側の穴を使い

ます。２個のサーボが同じ方向に動けばエルロンは左右逆

方向に動くようにします。

コントロールホーンをエルロンの取付板へ取り付けます。

ホーンの穴をガイドに1.6mmのドリルで穴をあけタッピン

グネジで固定します。

エルロンプッシュロッドのネジの部分にロッドアジャスタ

ーをねじ込みます。コントロールホーンにアジャスターを

取り付け、ロッドの反対側をサーボアームの上に置きます。

Ｚベンドプライヤーかラジオペンチを使ってサーボアーム

の穴の位置で「Ｚ]型に曲げ、サーボアームの一番外側の

穴に取付けます。

サーボを中立にして、ロッドアジャスターをまわしながら

エルロンのニュートラル位置を合わせてください。

写真を参考に主脚を主翼に取り付けます。脚が主翼の溝に

きっちり入るか調べ、入らなければ取付ブロックを修正し

てください。取付ネジの位置に2.3mmのドリルで穴をあけ、

取付金具と木ネジで脚を固定してください。車輪を主脚に

差し込みホイルカラーをセットスクリュウで固定します。

７

次は２個のエルロンサーボの、主翼の裏側への取付けです。

主翼の裏側をみてください。そこには２個の標準サーボ又は

ミニサーボを取付けられるための穴があります。穴の上の
フィルムを取付けるサーボのサイズに合わせて切り取
ってください。
また主翼上面中央の継ぎ目の近くに、エルロンサーボ
のケーブルワイヤを出すための穴があります。穴の上
のフィルムを切り取ります。
主翼下面の前部にある主脚取付溝のフィルムも切り取
ります。

エルロンサーボをＲＣ装置付属のネジで取り付けます。サ

ーボの穴をガイドに取付位置に1.6mmのドリルで穴をあけま

す。サーボを固定する前にサーボワイヤのコネクターを主

翼内部から主翼の上面に引き出しておきます。



水平安定板の上の中心に垂直安定板を取付けます。

両方の安定板の後縁を合わせてください。(上図右参照）水平

安定板の上に濃い鉛筆（４Ｂ）で垂直安定板の位置をマークし

ます。（上図左参照）（水平安定板の中央の最前部に垂直安定

板の先端の出っ張りが入る溝があります。）

水平安定板の上の垂直安定板を接着する部分のフィルムを先に

付けた印の線の約1.5mm内側で切り取ります。良く切れるカッ

ターナイフでフィルムだけを切るようにして下さい。バルサの

部分まで切ると水平尾翼の強度を損ないます。

エポキシ接着剤で垂直安定板を水平安定板に接着してください。

接着剤が硬化する前にそれぞれの安定板が直角になるように三

角定規で合わせて動かないよう固定しておきます。

尾翼を胴体に接着する前にプッシュロッドを

取付けておきます。２本のプッシュロッドを

上図に示すようにネジのある側を曲げます。

エレベータープッシュロッドを胴体後部の上

側のスロット（細長い穴）から胴体の外に出

します。ラダープッシュロッドは下側のスロ

ットから外に出します。プッシュロッドが抜

けないよう、それぞれにロッドアジャスター

をねじ込んでおきます。プッシュロッドは、

あとでもう少し曲げを修正する必要があるか

も知れません。

尾翼の胴体への取付けは次のようにします。尾翼を胴体の中

心に合わせます。水平安定板の下面の胴体と合わさる部分に

線を引きます。

線の約1.5mm内側のフィルムを注意して切り取ります。絶対に

バルサに切りこみを入れないよう気をつけてください。

エポキシ接着剤で接着します。エポキシ接着剤が硬化するま

で中心と直角が狂わないようにしておいて下さい。

尾脚のセットを取りだし胴体の後部におきます。２本のぎざ

ぎざのついた柱の位置を、胴体後部に印をつけ3mmのドリル

で穴をあけます。

尾脚のセットを２本のタッピングネジで取り付けてください。

（タッピングネジは長短２本を使います。）1.6mmの下穴を

あけておきます。

タイヤは小さなホイルカラーとセットスクリュウで脚に取付

けてください。

尾翼の組立て

尾翼の組立て
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ラダープッシュロッド

エレベータープッシュロッド
75 mm

95 mm



ラダーを取付位置に置き、尾脚の直角に後ろに突き出たワ

イヤの位置に印をつけ、1.6mmのドリルで穴をあけます。

ラダーに尾脚のワイヤを差し込み取付位置に合わせます。

尾脚の縦向きのワイヤの入る溝をラダーに切ります。

エルロンの取付けと同様な方法でラダーを垂直安定板にＣ

Ａヒンジで取り付けます。

同様にエレベーターを水平安定板にＣＡヒンジで取り付け

ます。

上の写真を参考に燃料タンクを組立てます。

約30cmの長さのシリコンパイプを用意し、一方を燃料取出

しのニップル（一番下側）に差し込みます。

反対側をぐるっとまわし燃料タンクの一番上側の空気抜き

穴に差し込みます。

30cmくらいの余分なピアノ線の端をＵ字型に曲げフックを

作ります。余分なピアノ線がなければ服の洗濯ハンガーの

ワイヤを利用してください。

防火壁の穴から胴枠の四角い穴へピアノ線を通したら、写

真のようにフックを燃料パイプの環に引っ掛けゆっくり前

に引っ張りながら燃料パイプを防火壁から引き出します。

同時に燃料タンクを上下間違えないようにし胴体の中の胴

枠の四角い穴の中へ押し込みます。

エンジンマウントを４本のネジで防火壁に取り付けます。

エンジンをマウントの上に置き取付穴の位置に2.3mmの穴を

ドリルであけます。

エンジンコントロールのプッシュロッドは片方の端を「Ｚ」

型に曲げたものを使います。「Ｚ」部をスロットルアーム

に取り付けます。プッシュロッドを防火壁の穴に通し、エ

ンジンといっしょにプッシュロッドを押し込み、エンジン

を取りつけ位置に合わせます。

プッシュロッドは動くときマフラーにさわらないよう少し

曲げてやる必要があるかも知れません。

3×15のタッピングネジでエンジンを固定します。マフラーを

取り付けます。燃料パイプの長さを合わせて切断しエンジンと

マフラーに取付けます。燃料タンクの下側から出ている燃料

パイプをエンジンのキャブレターへ、タンクの上側の空気抜き

から出ているパイプをマフラーのプレッシャーフィッティング

へ接続します。

主翼取付棒（ダウェル）の入る穴をあけます。穴の位置を確認

したらフィルムを切り取ります。ダウェルを穴に差し込み位置

を決めたら瞬間接着剤で固定します。

記：　ニードルバルブやマフラーがさわらないように修正した胴

体側板で木材が露出した部分には燃料がしみこまないようにす

るため薄めの瞬間接着剤を塗布しておきます。

胴体の組立て

胴体の組立て
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機首



はじめにエレベーターホーンを取付けます。プッシュロッドが

胴体に対し平行になるようエレベータープッシュロッドを曲げ

てやります。コントロールホーンの位置を決めます。ホーンの

穴の位置がヒンジの線に合うようにし、2mmのビをとホーンから

裏板へねじ込み固定します。ネジ穴は2mmのドリルであけます。

同じ要領でラダーコントロールホーンを取付けます。

次はサーボの取付けです。サーボトレイは胴体に取付けてあ

ります。サーボをサーボトレイの四角の穴に入れたら1.5mmの

下穴をあけＲＣ装置付属のネジで取付けるだけです。

ラダーとエレベータープッシュロッド端を「Ｚ」型に曲げサ

ーボに接続します。まず舵面をニュートラル（中立）にした

状態でサーボアームへの取付け位置の印をつけます。今つけ

た印の位置で、Ｚベンドプライヤーかラジオペンチを使って

「Ｚ」型に曲げます。余分な線は切断してください。

スロットルプッシュロッドはＥＺ（イージー）ロッドコネク

ターを使ってサーボアームへ取付けます。希望するスロット

ルの動きが得られたらセットスクリュウで固定します。

２個のエルロンサーボは「Ｙ」ハーネスを使って接続してか

ら受信機に接続しまます。

受信機と電池パックはフォームラバーで巻いてサーボの前側

の隙間に押し込みます。もし重心が合わない場合は電池パッ

クを胴体前部の隙間に移動します。

ＲＣメカの取付け

ＲＣメカの取付け
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写真を参照しデカルを貼ります。大きなデカルを貼るとき空

気の泡が入るのを防ぐには、貼る前に少量の石けん水をスプ

レーしその上にデカルを乗せクレジットカードの端面をつか

って中の水を押し出します。

キャノピーは切取線にそってはさみで余分な部分を切り取り

ます。コックピットに計器板を貼りつけ、望まれるならパイ

ロット（付属外）も乗せましょう。キャノピーはキャノピー

接着剤または瞬間接着剤または６mm幅の銀色のトリムテープ

のいずれかで胴体に貼りつけてください。私共は後でコック

ピットの内装のために取り外す事ができるのようにテープを

使いました。

主翼下面に真空成形の空気取入口を接着します。主翼をゴム

バンドで胴体に取付け、空気取入口の取付位置の印をつけま

す。空気取入口を接着する部分のカバリングフィルムを切り

取り、瞬間接着剤で貼りつけます。

この機体の重心は主翼中央で前縁から約108mm後ろの

位置です。（主桁の位置）

重心位置が適当ならこの位置を指で支えれば機体は水平にな

ります。

もし機首に錘が必要ならまずバッテリーを前方へ移動させま

す。適当なバランスが取れるところまでできるだけ前方へ動

かします。こうすればバランスが合わないときでもごくわず

かの錘を積むだけですみます。

送信機のスティックの動きに対し、各舵面が正しい方向に動

くか確認して下さい。

初飛行の時は各舵面の最大舵角を次のようにセットしてくだ

さい。この舵角は実際に飛行後、自分の好みに合わせて変更

してください。

エレべーター　　上下各15mm　　（舵角切換ー小）

　　　　　　　　上下各25mm　　（舵角切換ー大）

エルロン　　　　上15mm、下10mm（舵角切換ー小）

　　　　　　　　上25mm　下10mm（舵角切換ー大）

ラダー　　　　　左右各20mm　　（舵角切換ー小）

　　　　　　　　左右各35mm　　（舵角切換ー大）　

各寸法は各舵の端面で測定したものです。　

このレイジータイガーで本当に楽しい飛行が味わえます。歩

くスピードで離陸や着陸ができます。タッチアンドゴーなど

と共に、「あの素晴らしき飛行機野郎」風のコミカルな飛行

を取り入れたあなた独自の飛行パターンを構成してみてはい

かがでしょう。

私共は、このレージータイガー機を組立てられ、より楽しみ

のある飛行をされる事を希望してやみません。

飛　　　行

各舵の最大舵角最終仕上げ

重心位置

最終仕上げ
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製造元

発売元

Thunder Tiger Corporation

サンダータイガー・ジャパン
547-0011  大阪市平野区長吉出戸  2-4-33

台湾 R.O.C.  台中市工業区６路７号

1.全ての操舵面について、ゆるみやひっかかりがないかチェ
　ックしてください。

2.全てのネジ、ナット、ロッドアジャスター、その他の接続
　部分が確実に接続されているかチェックします。

3.使用するＲＣ装置の周波数を調べます。その周波数は他に
　使用している人が誰もなくあなた一人だけが使用しようと
　していることが確認できるまでは　絶対に送信機のスイッ
　チをいれては行けません。

4.各操舵面が正しく動くかチェックします。

5.飛行前に、送信機および受信機の電池が十分充電されてい
　るかチェックします。

6.エンジン運転中と停止中に、ＲＣ装置の距離テストをしま
　す。テストのやり方はＲＣ装置メーカーの説明書に従って
　ください。

1.全ての模型エンジンの始動、運転には安全めがねを着用し

　てください。

2.模型エンジンの燃料は引火しやすく、炎は見えにくいので

　非常に危険です。燃料の近くでの喫煙しないよう、火花や

　他の炎を近づけないようします。

3.模型エンジンは、致死量の一酸化炭素を排出するので、ガ

　レージや密閉された部屋の中では運転してはいけません。

4.模型エンジンは、砂や砂利その他瓦礫のある場所で運転し

　てはいけません。これらのものはキャブレターに吸い込ま

　れたり、プロペラで跳ね飛ばされたりして危険です。

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。

　エンジンの調整はプロペラの後方から行ってください。

6.ルーズな服や他のルーズなもの（ネクタイなど）をプロペ

　ラに近づけないでください。

7.回転中のプロペラに物を投げ込んでエンジンを停止させな

　いでください。

8.運転中または運転直後のエンジンは非常に高温になってい

　る部分がありますから絶対に触れないでください。

1.送信機と受信機の両方ともスイッチが切れているかを確認
　します。

2.燃料タンクに残った燃料を抜き取ります。燃料がタンクに
　残ったままにしておくと燃料がキャブレターや燃料インレ
　ットの中で固まってしまうことになります。

3.ペーパータオルとスプレークリーナーで機体を良く拭いて
　おきます。

4.少量の油（防錆油など）をキャブレターからエンジンの中
　に入れ、（プラグに通電せずに）プロペラを数回、回転さ
　せ油がエンジン内部によく回るようにします。

5.プロペラを良く調べ、かけたり、ひびが入っていたら交換
　しておきます。

6.機体全体にわたり、カバリングの破れやへこみがないか、
　ネジやコネクターがゆるんでないか、ほかに弱ったところ
　やいたんだところがないかチェックします。

飛　　行

飛行前のチェックリスト

飛行後のチェックリスト

安全への事前の注意


