
Beaver

Specification:
Length                                    :1550 mm(61")
Wing Span                              :2413 mm(95")
Wing Area                               :60.3 sq. dm
                                                6.49 sq. ft
Beaver seaplane wing  loading  :144.2 g/sq. dm
                                                 47.3 oz/sq. ft
Beaver wing loading                 :126 g/sq. dm
                                                41.3 oz/sq. ft 
Beaver seaplane flying weight   :8.7 kg(19.2 lbs)
Beaver flying weight                  :7.6kg(16.7 lbs)
Radio                                       :6ch& 8servos
Engine                                     :160  2-cycle 
                                                 140  4-cycle

SAFETY PRECAUTIONS

INSTRUCTION MANUAL

First-time builders should seek advice from people having building 
experience.If misused or abused,it can cause serious bodily injury 
and damage to property.
Fly only in open areas and preferably at a dedicated R/C flying site.
We suggest having a qualified instructor carefully inspect your 
airplane before its first flight.Please carefully read and follow all 
instructions included with this airplane,your radio control system 
and any other components purchased separately.

(The people under 18 years old is forbidden from flying this model)
This R/C airplane is not  a toy!

☆組み立てに不慣れな方は、組み立てる前に上級者の
  方のアドバイスを受け、充分性能を発揮できるよう
  確実（接着不良の無いよう）に組み立ててください。
☆幼児の手の届かない所で組み立ててください。
☆飛行させる場所は万一の事故を考えて、充分に広く
  安全な場所で責任を持って楽しんでください。
☆説明書は組み立てた後もすぐに見られるように大切
  に保管してください。

Specification
全長： 1550mm
全幅： 2413mm
翼面積： 60.3sq.dm
翼面荷重： 126g/sq.dm (フロート付 144.2g/sq.dm）
装備重量： 7.6kg (フロート付 8.7kg）
受信機： 6ch&8サーボ
エンジン： 4サイクル140～200クラス
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6 channel radio for aiplane is highly recommended for this model. 

Warning 
Remove the covering with proper  
pressure to cut through only the covering itself.Otherwise, 
cutting down into the balsa structure may weaken the  
model part and cause accident. 

The pre-covered film on ARF kits may wrinkle due to  
variations of temperature.Smooth out as explained right. 

P re-cover the covering with clean cloth! 
Start at low setting. Increase the setting if 
necessary.If it is too high,you may damage 
the film. 

Iow setting 
with cover(cloth) 

組み立てを始める前に！

製作・飛行に別途購入が必要なもの

６チャンネル以上の飛行機用プロポ＆８サーボが必要
です。

注意：下のリストに記載されたものの詳細（サイズ・メーカー
など）について不明な点はショップに相談してください。

注意：必ず6チャンネル以上の飛行機用プロポを使用してくださ
い。

飛行機用6チャンネルプロポ

単三電池１２本

プロポのマニュアルをよく読んでください

ご使用になるエンジンに
適合したプロペラを用意ください

スピンナーが別途必要です

スピンナーナット

スポンジ　　　シリコンチューブ　　　燃料フィルター

エンジン始動用具

注意：ノーマルガソリンをグローエン
ジンに使わないでください。

グローエンジン用燃料

ブースターコード燃料ポンプ

単一電池４本 プラグレンチ

低粘度瞬間接着剤　　　　　　　　　エポキシ接着剤

エンジンスターター

スターター用12Vバッテリー

 ホビーカッター  プラスドライバー きり
  （大・中・小）

 
ラジオペンチ

 
ニッパー ハサミ

組み立て前に説明書をよく読み、作業手順を把握してください。

組み立て前にパーツの不足、不良等ご確認ください。

作業方法を下記のマークで表しています。

警告マークに
注意してください

エポキシ接着剤で
接着する

2MM ドリルで
穴を開ける

余分な部分を
切断する

特に注意して
作業する

同じ方法で
右側・左側を組み立てる

低粘度瞬間接着剤で
接着する

影になっている
部分を切り取る

可動部分がスムーズに
動くように組み立てる

別途購入が必要です。

グロープラグ
マフラー

2サイクル160クラスエンジンもしくは、
4サイクル140クラスエンジンと
マフラーが必要です。

作業に際し、すべてのネジにネジ止め剤や緩み止めを使うことを推奨します。

製作・飛行に別途必要な道具

その他、飛行機を飛行させるのに
必要な装備。

温度変化によりフィルムにシワがよることがあります。 
その時はアイロンに布を当てて低温でシワをとってください。 
（高温ですとフィルムがやぶけます、ご注意ください。） 
 

布でカバーする

アイロンは低温で！
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Accessory list for the coming installation steps.

Install the servo as the illustration below

Install the nylon control horn and connect the linkage.

Apply instant type CA glue to aileron and pin hinges.

Keep some space about 1mm width between 
aileron and trailing edge.

Assemble the aileron to main wing  with instant type CA glue. Be careful 
to ensure the moving parts of the hinges are able to move freely.

Securely glue together. If coming off during flights, you 'll
lose control of your airplane which leads to accidents!

Aileron

Trailing 
  edge

Make sure they are in
the right position while
installing.

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Pin hinge(24x24mm)

Clevis

 Rod (2x300mm) 
Retainer

TP Screw (2.3x12mm)

Wooden Block(20x20x8mm)
Servo tray(68.5x56.5x2mm)

Pin hinge(24x24mm)

Screw (3x40mm)

Washer(3x15mm)

Washer(3x15mm)
Lock Nut (3mm )

Clevis

Retainer
 Rod (2x300mm) 

Screw  (2x10mm)  

エルロンにシートヒンジを接着します。
低粘度瞬間接着剤を十分染込ませてください。

ヒンジラインを揃え
ます

主翼側にエルロンヒンジ差込口を開けます

シートヒンジを低粘度瞬間接着剤で接着します

必ず低粘度瞬間接着剤
を使用してください。
粘度が高いと瞬間接着
剤が浸み込まず事故に
つながります。

サーボマウントをサーボトレイに接着し、サー
ボを取り付けます

ホーン

クイックキーパー

ロッド’（2×300mm）

タッピングビス（2.3×12mm）

ビス（2.3×12mm）

サーボトレイ（68.5×56.2×2mm）

サーボマウント（20×20×8mm）

シートヒンジ（24×24mm）

ワッシャー（3×15mm）

ナイロンナット（3mm）

シートヒンジ（24x24mm）

主翼後端部 クイックキーパー

ロッド（2x300mm）

クレビス
ホーン

中心を揃えます

この工程で使用する部品

ナイロンナット（3mm）

エルロンサーボ側リンケージロッドを組み立て
ます。

エルロン
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フラップを取り付けます。

エポキシ接着剤でしっかりと固定してください。
強度が足りないと事故につながります。

Secure the servo.Install the nylon control horn and  
connect  the linkage. 

The position of the control horn in the aileron. Apply instant type CA glue to flap and pin hinges. 

Keep some space about 1mm width between trailing 
edge and flap. 

TP Screw (2.3x12mm) 

Rod (2x300mm)  

Washer(3x15mm) 

Washer 

Lock Nut (3mm ) 

Screw (3x35mm) 

Screw  (2x10mm) 

 Flap 

Make sure they are in 
the right position while 
installing. 

  edge 

Assemble the flap to main wing  with instant type CA glue. Be careful  
to ensure the moving parts of the hinges are able to move freely. Accessory list for the coming installation steps. 

Clevis 

 Rod (2x300mm)  
Retainer 

TP Screw (2.3x12mm) 

Wooden Block(20x20x8mm) 
Servo tray(68.5x56.5x2mm) 

Pin hinge(36x20X1mm) 

Screw (3x40mm) 

Washer(3x15mm) 

Washer(3x15mm) 
Lock Nut (3mm ) 

Securely glue together. If coming off during flights, you 'll 
lose control of your airplane which leads to accidents! 

Pin hinge (36x20x1mm) 

Trailing  

60 mm 

Clevis 

ロッド（2×300mm）

クレビス

ナイロンナット（3mm）

ワッシャー
（3×15mm）

ワッシャー（3×15mm）

ビス（2×10mm）

ビス（3×35mm）

クレビス

 ロッド(2x300mm) 
クイックキーパー

タッピングビス(2.3x12mm)

サーボマウント(20x20x8mm)

サーボトレイ(68.5x56.5x2mm)

ナイロンヒンジ(36x20X1mm)

ビス (3x40mm)

ワッシャー(3x15mm)

ワッシャー（3x15mm)

ナイロンナット (3mm )

エルロンコントロールホーンの取り付け位置

エルロンにホーンをビス止めし、エルロンサーボ
トレイを主翼に取り付け、ロッドを連結します。

タッピングビス（2.3×12mm）

この工程で使用する部品

フラップにヒンジを接着します。

ナイロンヒンジ（24×24mm）

フラップ取り付け位置

スムーズに動くよう
に組み立てます。

主翼後端

フラップロッド（2×300mm）

クレビス

ナイロンナット（3mm）

ワッシャー
（3×15mm）

ワッシャー

平頭ビス（3×35mm）

ビス（2×10ｍｍ）
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Install the nylon control horn and connect the linkage. 

Install the servo as the illustration below. Secure the servo.Install the nylon control horn 
and connect  the linkage. 

The standard sketch map of the wings installation finished. The position of the control horn in the flap. 

Wood dowel (6x50mm) 

Hook screw 

Rib template (2mm ply) 

Rubber band 

Main wing joiner (25x800mm) 

Hook(2x250mm) 

TP Screw (2.3x12mm) 

Rod (2x300mm)  

Clevis 

Washer(3x15mm) 

Washer 

Lock Nut (3mm ) 

Screw (3x35mm) 

Screw  (2x10mm) 

Accessory list for the coming installation steps. 

Clevis 

Retainer 
 Rod (2x300mm)  

Screw  (2x10mm) 

223mm 

ロッド（2×300mm）

クレビス

ナイロンナット（3mm）

ワッシャー
（3×15mm）

ワッシャー

平頭ビス（3×35mm）

ビス（2×10ｍｍ）

主翼取り付け図
主翼先端部と胴体尾部、主翼と垂直尾翼の距離が等しくなるよ
うに組み立てます。

フラップサーボ側リンケージロッドを組み立てま
す。

クレビス

クイックキーパー

ロッド（2×300mm）

ビス（2×10ｍｍ）

フラップ用サーボを組み立てます。 フラップにホーンをビス止めし、フラップサーボ
トレイを主翼に取り付け、ロッドを連結します。

タッピングビス（2.3×12mm）

フラップコントロールホーンの取り付け位置

この工程で使用する部品

ダウエル

リブテンプレート

ヒートン

ゴムバンド

主翼ジョイントパイプ

フック

ロッド（2×300mm）

クレビス

ナイロンナット（3mm）

ワッシャー
（3×15mm）

ワッシャー

平頭ビス（3×35mm）

ビス（2×10ｍｍ）
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Epoxy the wood dowels into the holes and set the hook screw with 
rubber band to the appropriate position into the main wing as below.

Set the rib templates to the appropriate position on the 
fuselage and drill holes as below.

Fix oneside of the main wing to the fuselage and take out 
the rubber bands with tool.

Fix the other side of the wing to the fuselage steadily.

Set the rib templates to the appropriate position
and drill holes.

Accessory list for the coming installation steps.

Stab joiner (12x276mm)

Pin hinge(24x24mm)
U-style wire (3x150mm)

Tail landing gear(3mm) 

Wooden dowel (4x30mm)
Rib template (3mm ply)
Tail landing gear(3mm) 

Tail wheel (45mm)
Steering fullarm 

Pin hinge(2.5x48mm)

Collar (3mm)

Nose arm (3mm)
 Wooden Block (30x20x6mm)

TP Screw(3x20mm)
Washer (3x6mm)  

Ply (32X25X3mm)

Copper ball (2mm )

Wooden Block

Screw  (2x10mm)  
Nut (2mm )

Hook screw

Wood dowel (6x50mm)

Rubber band

Rib template (2mm ply)

Rib template (2mm ply)
Hook(2x250mm)

Main wing joiner (25x800mm)

Hook

リブテンプレートを使用し、ダウエル用の穴をあ
けます。

リブテンプレート

ダウエル

ヒートン

ゴムバンド

ヒートン、ダウエルを接着します。

機体側もリブテンプレートを使用して、6mmの穴
を開けます。

リブテンプレート

主翼の固定右翼ヒートンにゴムヒモを掛けて、フ
ックで引き出します。

フック

引き出したゴムヒモを左翼ヒートンに掛けてください。キット付
属のゴムバンドではなく、ゴムヒモを別途お買い求めください
。

主翼ジョイントパイプ

この工程で使用する部品

テールギア

タッピングビス（3×20mm）

ビス（8×6×25mm)

ナット（6ｍｍ）

尾輪（45mm）

カラー（3ｍｍ）

ワッシャー（3×6mm）

シートヒンジ（24×2）

木製ブロック（32×25×3mm)

尾翼ジョイントパイプ

ピンヒンジ（2.5×48mm）

ノーズアーム

木製ダウエル）4×30mm）

整流板

テールギア（3mm）

エレベーターコントロールホーン（3×150mm）

リブテンプレート（3mm厚）

ステアリングアーム

木片（30×20×6mm）

ジョイントボール
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Assemble the tail  wheel steering mounts. Assemble the ball joint to the metal arms.

Copper ball (2mm )

Collar 

Collar 

Metal arms
Rod (3x200mm) 

TP Screw(3x20mm)
Washer (3x6mm)  

Ply (32X25X3mm)

Ply (6mm)

Ply (6mm)

Drill holes to appropriate position in the rudder
and epoxy the pin hinge to them.

Assemble the tail landing gear Epoxy a wooden block at appropriate position in fuselage,
and drill ahole in the centre.

Trim a hole at the relevant position in the taill of 
fuselage as below. 

Nut (2mm )

Screw  (2x10mm)  
Copper ball (2mm ) Nut (2mm )

Screw  (2x10mm)  
Copper ball (2mm )

Screw  (2x10mm)  
Nut (2mm )

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Trim a hole and slot for 
the bend wire.

Pin hinge

Collar 
Collar Tail landing gear 

Metal arms

テールギアブラケットを取り付けます。

ワッシャー（3×6mm）

タッピングビス（3×20mm）

テールギア組み立て図

テールギア（3mm）

ホイールストッパー
（3mm）

スペーサー

コントロールアーム

ラダーコントロールアーム用の穴を開けます。

ラダーコントロールアーム用ボールジョイント
の組み立て

ラダーホルダー
（6mm）

スペーサー

スペーサー

ビス（2×10mm）

ジョイントボール
（2mm）

ナット（2mm）

ロッド3×200mm）

ナット（2mm）

ジョイントボール（2mm）

ビス（2×10mm）

コントロールアーム

ナット（2mm）

ビス（2×10mm）

ジョイントボール（2mm）

エポキシ接着剤でラダーホルダーを機体に接
着します。

ピンヒンジ用の穴を開け、エポキシ接着剤で
接着します。

ピンヒンジ

ヒンジラインを揃
えます

コントロールホーンの逃
げを作ります。

ベニヤ（32×25×3mm）

ベニヤ（6mm）
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Apply instant type CA glue to elevator and pin hinge.

Keep some space with about 1mm width between
tailing edge and elevator.

Keep some space with 1mm width between the 
tailing edge and rudder.

Epoxy the rudder to the vertical tail edge.

Set the U-style wire through the tail of fuselage as 
below.

A ccording to thr rib template drill holes to the tail of 
 fuselage as below.

Rib template (2mm ply)

Make sure they are in
the right position while
installing.

Cut away the rubber tube when
the epoxy glue dried.

Make sure they are in
the right position while
installing.

Notice the hole position for
thr bend wire.

Pin hinge(24x24mm)

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Screw  (2x10mm)  
Nut (2mm )

Copper ball (2mm )

U-style wire Metal arms

Screw  (2x10mm)  

Nut (2mm )
Copper ball 

Trim the shaded section

Rudder

Tailing 
  edge

Tailing 
  edge

Elveator   

ラダーヒンジ取り付け図 エレベーターヒンジ取りつけ図

垂直尾翼

ラダー

水平尾翼

エレベーター

可動部分がスム
ーズに動くよう
に組立てます

可動部分がスム
ーズに動くよう
に組立てます

ラダーを取り付けます。

コントロールホーンとの
間隔に注意してください。

エレベーターにシートヒンジを仮接着します。

シートヒンジ（24×24mm）

各シートヒンジ
を揃えます。

リブテンプレートを使用して、ダウエル用の
穴を開けます。

リブテンプレート

エレベーターコントロールホーン組み立て図

エレベータ
コントロール
ホーン

ナット（2mm）

この部分は切り取ります。

コントロールアーム

ビス（2×20mm）

ジョイントボール

ビス（2×20mm）

ナット（2mm）

ジョイントボール
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Accessory list for the coming installation steps.

Drill two holes at the stabilizer root base on rib template
and epexy the metal dowel in them.

Drill holes to appropriate position in the stabilizer and
epoxy it to the fuselahe as below.

Glue the elevator to the stabilizer by CA and epoxy.

The horizontal installation finished standard sketch map.

Epoxy the wooden block to appropriate position 
of the stabilizer.This step only for beaner with float.

Wood dowel (4x30mm)

Securely glue together. If coming off during flights, you 'll
lose control of your airplane which leads to accidents!

Make sure to glue securely.
If not properly glued, a failure in flight may occur.

Temporarily fasten down the main wing and 
check its correct position.

Securely glue together.If coming off during flihts,
you'll lose  control of your airplane which leads 
to accidents!

Blind Nut (4mm)

Engine mount (68x105mm)

Linkage Stopper

Washer(4x8mm)

Screw (4x35mm)   

Spring Washer (4mm) 

Nut (4mm)

Screw (4x25mm)   

Plastic tube (2x430mm)

Wooden Block

Fuel tank (550ml)

Blind Nut (4mm)

Main landing gear

Washer (4x13mm)

Screw (4x25mm)

Wheel (100 mm)

Nut (4mm )

Washer(4x8mm)

Screw (4x50mm)  

整流板を取り付けます。

整流板

ダウエル用の穴を開け、ダウエルを取り付け
ます。

ダウエル（4×30mm）

コントロールホーン支持用の穴を開け、エポ
キシ接着剤でしっかりと固定します。

コントロールホーンはエポキシ接着剤で、ヒン
ジは低粘度瞬間接着剤で接着します。

ヒンジは低粘度瞬間接着剤を十分に染込ませ
て固定します。強度が足りないと事故につながります。

主翼、水平尾翼、垂直尾翼の間隔を等しくなる
ように測ります。

図のAとA″、BとB″が等しくなるように
注意して組み立ててください。

この工程で使用する部品

キャップビス（4×35mm）

キャップビス（4×25mm）

ワッシャー（4×8mm）
ワッシャー（4×8mm）

爪付ナット（4mm）

メインギア

スプリングワッシャー（4mm）

ナット（4mm）

リンケージストッパー

プラスティックチューブ（2×430mm）

エンジンマウント（68×105mm）

爪付ナット（4mm）

ナット（4mm）

キャップビス（4×25mm）

キャップビス（4×50mm）

ワッシャー（4×13mm）

タイヤ（100mm）

燃料タンク（550cc）
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The front view of the engine install completion.

The side view of the engline install completiom.

Drill holes and set blind nut  in appropriate position in
 the firewall before install the engine.

Read the detailed diagram and install the engine.

Assemble the wheels to the landing gear.

Drill holes and set blind nut in appropriate position and 
assemble the main landing gear.

Washer (4x8mm)

Washer (4x8mm)

Nut (4mm) 

Screw (4x50mm)

Nut (4mm) 

Wheel (100 mm)

Screw(4x25mm)
Blind Nut (4mm)

Main landing gear

Washer (4x8mm)

In case of 2-cycle & 4-cycle engine.

Blind Nut (4mm)

Washer (4x8mm)
Screw (4x25mm)

Nut (4mm)

Washer (4x8mm)

Washer (4x8mm)

Screw (4x35mm)

Spring Washer (4mm)

Blind Nut

Blind Nut

左右のメインギアを組み立てます。

爪付ナットとビスでメインギアを固定します。

エンジン搭載例
サイドスラスト2度で取り付けます。

エンジン搭載サイズ

5.2mmの穴を開け、爪付ナットを固定します。

エンジンマウントとエンジンを取り付けます。

ワッシャー（4×8mm）

ナット（4mm）
ナット（4mm）

タイヤ（100mm）

ワッシャー
（4×8mm）

ビス（4×50mm）

ワッシャー（4×8mm）

メインギア

キャップビス（4×25mm）

爪付ナット（4mm）

ワッシャー（4×8mm）

ビス（4×35mm）

ナット（4mm）

スプリングワッシャー（4mm）

ワッシャー（4×8mm）

ワッシャー（4×8mm）

ビス（4×25mm）

爪付ナット

爪付ナット（4mm）
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44

48

Assembly of the fuel tank.

Mount the fuel tank to the fuselage.

The detailed diagram of the fuel tank servo.

Assemle the throttle servo to the fuselage.

Assemble the accelerateor push rod to the engine. 

Engine installation finished sketch map.

Set Screw (3x4mm)

Set Screw (2mm)

Rod (2x400mm)

Set Screw (2mm)

Washer (2mm)

Linkage Stopper

Washer (4x8mm)

Rod (2x500mm)

Set Screw (3x4mm)

Fuel supply line

Fuel spray line
Air pressure line

Throttle servo

Linkage Stopper

Washer (2mm)

 Washer (2mm)

Nut (2mm)

Set screw (3x4mm)

Washer (2mm)

Set screw (3x4mm)

Fuel tank (550ml)

スロットルリンケージを組み立てます。

干渉する場合は加工します。

燃料タンクを組み立てます。

バスコーク、スポンジ等で燃料タンクを取り付
けます。

スロットルサーボリンケージ部組立て図

スロットルサーボ搭載図

イモネジ（3×4mm）

ロッド（2×400mm）

ナット（2mm）

リンケージストッパー

ワッシャー（2mm）

ワッシャー（4×8mm）

ナット（2mm）

イモネジ（3×4mm）

ロッド（2×500mm）

燃料タンク（550cc）

燃料供給ライン

燃料補給ライン

エア抜き

リンケージストッパー

ワッシャー（2mm）

ナット（2mm）

セットスクリュー（3×4mm)

セットスクリュー
（3×4mm)

ワッシャー
（2mm） ナット（2mm）

スロットルサーボ
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Put the rudder rod through the tude in the
fuselage as below.

Put the rudder rod through the hole as below.

Connect the rudder rod and the arm of rudder as below.

Rod (1.8x1200mm)

Rod (1.8x1200mm)

Clevis

Rod (1.8x1200mm)

Accessory list for the coming installation steps.

The sketch map of connecting the rod and arms.

 Rod (2x300mm) 

Retainer

Clevis

Rod (2x300mm)
Retainer

Clevis

Rod (2x300mm)
Retainer

Clevis
Ply (15x15x3mm)

TP Screw (2.3x8mm)
Rod (1.8x1200mm)

Pyl(3mm)

Connect the tail landing gear horn and the rudder
horn as step 50.

この工程で使用する部品

ラダーリンケージを組み立てます。

テールギアホーンとラダーアームを
工程50で作ったリンケージで連結します。

ラダー用ロッドを通します。

ラダー用ロッドを通します。

ラダーアームとプッシュロッドを連結します

クイックキーバー

ロッド（2×300mm）

ボールジョイント

ベニヤ片（15×15×3mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ベニヤ片（3mm）

クイックキーバー

ロッド（2×300mm）

クイックキーバー

ロッド（2×300mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ボールジョイント

ボールジョイント

ボールジョイント
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59 Drill holes to appropriate positirn and assemble
the tail landing gear cover with screw.

Put the elevator rod through the tude in the
fuselage as below.

Epoxy a ply to the right place.

Put the elevator rod through the hole as below.

 Connect the elevator rod and the arm of elevator
 as below.

TP Screw (2.3x8mm)

Ply (15x15x3mm)

Rod (1.8x1200mm)

Rod (1.8x1200mm)

Ply(3mm)

Rod (1.8x1200mm)

TP Screw (3x20mm)

Ply (15x15x3mm)

Pvc part

Pvc part

Pvc part

Pvc part

Former(3mm)

Washer (3x6mm)  

Sticker

Accessory list for the coming installation steps.

Clevis

エレベーター用ロッドを通します。

エレベーターロッド支持板を取り付けます。

ベニヤ片（3mm）

エレベーターロッドを通します。

エレベーターロッドとエレベーターコントロ
ールホーンを連結します。

タッピングビスの受けにベニヤ片を使い
カバーを取り付けます。

この工程で使用する部品

ロッド（1.8×1200mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ロッド（1.8×1200mm）

ボールジョイント

タッピングビス（2.3×8mm）

ベニヤ片（15×15×3mm）

丸窓

ドアガラス

フロントキャノピー

サイドガラス

タッピングビス（3×20mm）

ワッシャー（3×6mm）

ベニヤ片（15×15×3mm）

カウルフレーム（3mm）

ステッカー
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60

Cut away the surplus parts of canopy carefully 
 along the shade line.

Epoxy the canopy to  the fuselage.

Trim the cowling for engine and muffler and decoration.

Assemble the cowling to fuselage with screw.

Epoxy the formet to appropriate pesition in the cowling.

Epoxy the decoration part in the slot.

TP Screw (2.3x8mm)

Former(3mm)

TP Screw(3x20mm)

Washer (3x6mm)  

Sticker

Trim the shaded portion for 
 assembling the decoration
 part in step 63.

エンジンカウルのマフラーとダミー吸気口部
分を整形します。

カウルフレームを接着します。

カウルをビス止めします。

ダミー吸気口を接着しまｓ。

各パーツを整形します。

キャノピーを取り付けます。フロントキャノ
ピーには、ステッカーを貼ります。

切り取る部分は、工程
63を参考にしてくださ
い。

エンジンカウル（3mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

ワッシャー（3×6mm）

ステッカー
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Accessory list for the coming installation steps.

Epoxy the wheel pants to the main landing gear steadily.
Keep some spacc between the fuselage and the wheel pants. 

Cut away the surplus parts of PVCpart carefully along 
the shade line.

Fix the PVC on the fuselage with TP screw.
Assemble the PVC parts to the appropriate position
as below.

Drill holes to approprite position in fuselage and set
the blind nut in them.

Screw (3x20mm)  
Nut (3mm)

TP Screw (2.3x8mm)

Pvc part

Pvc part

Blind Nut (3mm)
Ply (25x25x6mm)

TP Screw (2.3x8mm)

TP Screw (2.3x8mm)

TP Screw (2.3x8mm)

Marked

Blind Nut (3mm)

Ply (25x25x6mm)

TP Screw (2.3x8mm)

Blind Nut

この工程で使用する部品

プラパーツを機体に合わせて、タッピングビス
で取り付けます。

メインギアカバーを撮り透けます。メインギア
カバーと機体の間に隙間を確保してください。

メインギアカバーの整形をします。

メインギアカバー（胴体部分）を取り付けます。

タッピングビス（2.3×8mm）

爪付ナットを機体の裏側に取り付けます。

タッピングビス（2.3×8mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

タッピングビス
（2.3×8mm）

目印

ベニヤ片（25×25×6mm）

爪付ナット（3mm）

ベニヤ片（25×25×6mm）

爪付ナット（3mm）

キャップビス（3×20mm）

ナット（3mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

メインギアカバー

プラパーツ



63mm
3.2mm

4

  2

2

1

4

2

2

2

2

2

72

73

74

75

14

71

Accessory list for the coming installation steps.

Drill holes to relevant position in the main wing and
epoxy  nut in them.

Assemble the wing strut with screw.

Install the servo of rudder.

Mounting of the receiver and the battery.

The servos installation finished sketch map.

Screw (3x20mm)   

Nut (3mm)

Magnet (20x10x3mm)

 Wooden block(2mm)

Matal douel (3x30mm)

Linkage Stopper

Linkage Stopper

Washer (2mm)

Nut (2mm)

Set screw (3x4mm)

 Washer (2mm)

Set screw (3x4mm)

Washer (2mm)

Elevator servo

Rudder servo

この工程で使用する部品

図の位置に支柱用の穴を開け、ナット
を接着します。

支柱をビス止めします。

ラダーサーボの組み立て

図のように各サーボを取り付けます。

スポンジでバッテリーと受信機を搭載します。

ナット（3mm）

キャップビス（3×20mm）

マグネット（20×10×3mm）

ダウエル（3×30mm）

マグネット台座（2mm）

リンケージストッパー

リンケージストッパー

ワッシャー（2mm）

ナット（2mm）

セットスクリュー（3×4mm)

セットスクリュー
（3×4mm)

ワッシャー
（2mm） ナット（2mm）

エレベーターサーボ

ラダーサーボ
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Drill holes to relcvant position in the fuselage for 
mounting the top hatch.

Drill holes to appropriate position in the hateh
and epoxy the metal dowel in them.

Epoxy the wooden block to appropriate position in 
the fuselage as below.

Epoxy the magnet to the wooden block as bslow.

Trim the shaded portion from the bottom of
 the top hatch as below.

Adjustment.

Magnet (20x10x3mm)

 Wooden block(2mm)

Magnet (20x10x3mm)

Top view

Position for
right diagram.

ELEVATOR

Side View 

Matal douel (3x30mm)
Magnet (20x10x3mm)

Magnet (20x10x3mm)

図のようにトップハッチの裏側を切り取
ります。

図のように穴を開け、ダウエルとマグネット
を接着します。

マグネット台座にマグネットを接着します。

マグネット台座を機体に接着します。

ダウエルを差込み、マグネットで固定します。

マグネット（20×10×3mm）

ダウエル（3×30mm）

マグネット（20×10×3mm）

マグネット台座（2mm）

エレベーター舵角調整

図の値を標準としてパイロットの好みや
飛行レベルに応じて舵角を調整してくだ
さい。

エレベーター

サイドビュー

トップビュー

測定位置

マグネット（20×10×3mm）

マグネット（20×10×3mm）
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83 Centre of Gravity.Adjustment.

Adjustment.  The full model side view when install completion.

Top view

RUDDER

Side View 

AILERON

FLAP

FLAPAILERON

Make sure to assemble retracts as instructed below.

Two wheel retract system

According to the specific inquirings, lengthen 
the 60-80 cores wires if necessary.

Test several times until they work very well 
before your assemble them to the plane.

Connecting the battery and the circuit board only after all 
other devices be connected completion each time.

2輪用電動リトラクトシステム

下図のように配線し、動作を確かめてください。

受信機

必要に応じて、60～80芯の延長コードを
使用してください。

各機器を接続後、最後リトラクト用にバッテリーを接続します。

部品を飛行機に搭載する前に、動作テストを
行ってください。

バッテリーの極性を間違えると
コントローラーを破損します。

Receiver6-7.3V

87

エルロン、フラップ舵角調整。

図の値を標準としてパイロットの好みや
飛行レベルに応じて舵角を調整してくだ
さい。

サイドビュー エルロン

フラップ

エルロン フラップ

ラダー舵角調整。

図の値を標準としてパイロットの好みや
飛行レベルに応じて舵角を調整してくだ
さい。

重心位置を測ります。

重心をチェックする前に飛行させないでください。

重心の調整は、受信機とバッテリーの位置で調整します。

決して重心調整をせずに飛行させないでください。

完成図



24

10

9
8

8

20
2

1.5mm

20
2

4.2mm

56

2
A B C

A

B

C

150mm 166mm 178mm

2

2

2

87

88

89

90

17

Thank you for purchasing ESM'S products.
When we designed this model we have fore considered
some of our customers who loves fly it with floats.
So we have provided floats as Optional parts.
Please be kind to find the floats installation diagram below.

Accessory list for the coming installation steps. Please notice the specification of the aluminum brachets
before install them to fuselage.

Aluminum parts
Aluminum parts

TP Screw (3x20mm )

Damped nut (4mm)

Screw (4x25mm)  
Screw (4x15mm)  

Blind Nut (4mm)

TP Screw (2.3x12mm)
Seal cover

TP Screw (2.3x12mm)
Seal cover

Washer (4x8mm)

Sponge sheet

Put sponge sheet at appropriate position before
install the seal cover.

Drill holes to the revelant position in the fuselage as below.

Sponge sheet

Mounting the seal cover. Assemble  the floats

Blind Nut
  (4mm)

Screw
(4x25mm)

Aluminum 
   struts

Washer 
(4x8mm)  

Fuselag

Washer
(3x6mm)  

Screw (3x25mm)

Damped nut
(3mm)

フロート仕様

このモデルには、オプションでフロートを装着できます。
フロートの購入は、お近くの模型店かRCマトリクス
（04-7092-0583）までご用命ください。

この工程で使用する部品

防水カバー

タッピングビス（2.3×12mm）

ワッシャー（4×8mm）

湿式ナット（4mm）

爪付ナット（4mm）

タッピングビス（3×20mm）

キャップビス（4×15mm）

キャップビス（4×25mm）

スポンジシート

フロートアーム

アルミパーツ

操舵を組み立て、フロート内に設置します。
スポンジシートをのせて、防水カバーで密閉します。

防水カバーをビス止めします。

フロートアームを加工します。

フロートアームを機体に固定します。

ワッシャー
（3×6mm）

湿式ナット
（3mm）

ビス（3×25mm）

キャップビス
（4×25mm）

ワッシャー
（4×8mm）
アルミ
パーツ

機体

爪付ナット
（4mm）

スポンジシート

防水カバー

タッピングビス（2.3×12mm）
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91 Fix the aluminum bracket on the fuselage with screw.

Drill holes to the relevant position in the floats as below.

Fix the aluminum bracket to the floats.

The floats installation finished.

Fix the floats to the fuselage.find the centre of the gravity.

The front view of the beaver with floats.

Washer
(4x8mm)  

Screw (4x15mm)

Damped nut
(4mm)

Damped nut (4mm)

Washer (4x8mm)  

Screw(4x15mm)  

Screw (4x25mm)  

Screw (4x25mm)  
Blind Nut (4mm)
Washer (4x8mm)

Washer (3x6mm)
TP Screw (3x20mm )

Aluminum parts

Aluminum parts

Centre line

TP Screw (3x20mm )

フロートアームをビス止めします。

アルミブランケットでフロートを連結します。

アルミブランケットをビス止めします。

アルミブランケットとフロートアームを連結し
ます。

重心位置を測ります。

完成図

ビス（4×25mm）

爪付ナット（4mm）

ワッシャー（4×8mm）

ビス（4×25mm）

キャップビス（4×15mm）

ワッシャー（4×8mm）

湿式ナット（4mm）

キャップビス（4×15mm）

ワッシャー
（4×8mm）

湿式ナット
（4mm）

フロートブランケット

フロートブランケット

ワッシャー（3×6mm）

タッピングビス（3×20mm）

タッピングビス（3×20mm）
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