
F8F Bearcat

Specification:
Length             :1346 mm(53")
Wing Span       :1860 mm(73.2")
Wing Area        :55.3 sq. dm
                        5.95 sq. ft
Wing  Loading  :117.5 g/sq. dm
                        38.5 oz/sq. ft
Flying Weight   :6.5 kg(14.3 lbs)
Radio               :6ch&8 servos
Engine             :108  2-cycle 
                        120  4-cycle

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS

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： 1346mm
全幅： 1860mm
翼面積： 55.3sq.dm
翼面荷重： 117.5g/sq.dm
装備重量： 6.5kg
受信機： 6ch&8サーボ
エンジン： 4サイクル120～180クラス
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6 channel radio for aiplane is highly recommended for this model.
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: 4-cycle .120

Spinner nut

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.

Pre-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

4サイクル120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 hinge.

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.

Aileron

Tailing 
  edge

Make sure they are in
the right position while
installing.

Pin hinge(24x24mm)

Clevis

 Rod (2x300mm) 
Retainer

TP Screw (2.3x12mm)

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

Pin hinge(24x24mm)

Screw (3x45mm)

Washer(3x15mm)

Washer(3x15mm)
Lock Nut (3mm )

Clevis

Retainer
 Rod (2x300mm) 

Screw  (2x10mm)  

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

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

この工程で使用する部品

エルロンにシートヒンジを仮接着します。

ヒンジラインを揃えて接着します。

主翼にエルロンを接着します。

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。

エルロン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）

タッピングビス（2.3×12mm）

皿ビス（3×45mm）

サーボトレイ（68ｘ56.5×2mm）

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）

ワッシャー（3×15mm）

シートヒンジ（24×24mm）

ヒンジラインを揃えて
仮接着します。

必ず低粘度接着剤を使用して十分染み込ませてください。

中・高粘度接着剤を使用すると、十分染み込
まず、飛行中にはずれ、事故につながります。

主翼後端

エルロン

スムーズに動く
ように組み立て
ます。

クイックキーパー

ロッド（2×300mm）

クレビス
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 Secure the servo.Install the nylon control horn
and connect the linkage.

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

Flap

Tailing 
  edge

Make sure they are in
the right position while
installing.

TP Screw (2.3x12mm)

Clevis

Washer(3x15mm)

Washer

Lock Nut (3mm )

Screw (3x45mm)

Screw  (2x10mm)  

Apply instant type CA glue to flap and pin hinges.

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.

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Pin hinge(24x24mm)

Install the servo.

Clevis

 Rod (2x300mm) 
Retainer

TP Screw (2.3x12mm)

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

Pin hinge(24x24mm)

Screw (3x50mm)

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!

Rod (2x300mm) 

Accessory list for the coming installation steps.

クレビス

クイックキーパー

ロッド（2×300mm）

タッピングビス（2.3×12mm）

平頭ビス（3×35mm）

サーボトレイ（68ｘ56.5×2mm）

サーボマウント（20×20×8mm）

ナイロンヒンジ（24×24mm）

ワッシャー（3×15mm）

ナイロンナット（3mm）

ワッシャー（3×15mm）

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）

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）

皿ビス（3×35mm）

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。

シートヒンジ（24×24mm）

スムーズに動くよう
に組み立てます。

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

フラップを取り付けます。

フラップ用サーボを組み立てます。

ビス（2×10mm）

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。



1.5mm

3mm

1

2

2
2

1

2
2
8

2

4

2

1

12 14

1311

15

3

Accessory list for the coming installation steps.

Install the nylon control horn and connect the linkage.

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

Assemble the wheel and the gear door to the retract.

TP Screw (2.3x12mm)

Main wing joiner

Wood dowel (6x50mm)
Blind Nut (6mm)
Screw (6x50mm)

Gear door

Wheel (100mm)

Retracts strut 

TP Screw(3x20mm)

 Lock Nut (4mm) 

 LockNut (4mm) 

Wooden Block(25x15x13mm)

Clevis

Retainer
 Rod (2x300mm) 

Screw  (2x10mm)  

Bushing (8X4mm)

Bushing (8X4mm)

Wooden Block

PVC part

Cut away the surplus parts  of plastic cover
carefully along the shaded line. 

Cut away the shaded portion for assembling 
the gear house very well.

Reinforcement  Plate

Rod (2x300mm) 

Clevis

Washer(3x15mm)

Washer

Lock Nut (3mm )

Screw (3x50mm)

Screw  (2x10mm)  

Note:rubber wheels oleo struts 
and retracts are optional.

5mm

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）

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。

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）

タッピングビス（2.3×12mm）

ビス（2×10ｍｍ）

ビス（2×10ｍｍ）

タイヤカップとプラパーツを整形します。

タイヤカップ

この工程で使用する部品 タイヤカップの部分を注意深くカットします。

タッピングビス（3×20mm）

ナイロンナット（4mm）

ホイール（100mm）

スペーサー（8×4mm）

メインギアホルダ（25×15×13ｍｍ）

タイヤカップ

ギアドア

カンザシ

ウイングボルト（6×50ｍｍ）

爪付ナット

ダウエル（6×50ｍｍ）

補強版

メインギアを組み立てます。
エアリトラクト本体のネジ部へ、ネジ止め材を塗布して
本締めしてください。

木製パーツ
（25×15×13mm）

ホイールストッパー（5mm）

ナイロンナット
（4mm）

リトラクト本体

リトラクトシステムとラバー
ホイールはオプションです。
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16 Epoxy the wheel house to the wings carefully. According to the rib template drill holes in one wing and
epoxy wood dowel in them.

Assemble the retract to the main wing.

Drill holes at appropriate position in the wings for fetching
 out the servo line and air pipe.  

Drill holes at appropriate position in the wings and fix
 the wood dowel in them.

Wood dowel (6x30mm)
Rib template (2mm ply)

Rib template (2mm ply)

Epoxy the main wing hardly together with wing joiner.

Wood dowel  (6x50mm)

TP Screw (3x20mm)

TP Screw (3x20mm)

Main wing joiner

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

タイヤカップとプラパーツをエポキシ接着剤で
接着します。

メインギアを取り付けます。

タッピングビス（3×20mm）

タッピングビス（3×20mm）

サーボリード線取り出し口を開けます。

ダウエル

リブテンプレート

リブテンプレート
（2ｍｍ厚）

リブテンプレートを使用して、主翼にダウエル用の穴を
開けます。

左右主翼を接着します。

カンザシ

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。

主翼へダウエルを接着します。

木製ダウエル（6×50mm）
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Assemble the wings to the fuselage with screw.

Drill holes at relevant position in the fuselage.

Rib template (3mm ply)

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

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!

The standard sketch map when the stabilizer and 
rudder install completion.

U-style wire (130x3mm)
Steel wire (0.5x3000mm)

Wood dowel (4x30mm)

Stab joiner(12x260mm)

Pin hinge(24x24mm)

Wood dowel (4x30mm)

Rib template (3mm ply)

Pin hinge(2.5x48mm)

Blind Nut (6mm)
Screw(6x50mm)

Reinforcement  Plate

Blind Nut

Accessory list for the coming installation steps.

胴体へダウエル受け口の穴を開けます。

主翼へ補強プレートを接着し、胴体へウイング
ボルト用の爪付ナットを接着します。

ウイングボルト（6×50mm）

爪付ナット（6mm）
爪付ナット

補強版

この工程で使用する部品

尾翼ジョイントパイプ（16×2800mm）

シートヒンジ（24×24mm）

ピンヒンジ（2.5×48mm）

スチールワイヤー（0.5×3000mm）

エレベーターコントロールホーン

リブテンプレート（3mm厚）

ダウエル（4×30ｍｍ）

リブテンプレートを使用して、ダウエル用の穴
をあけ、ダウエルを接着します。

ダウエル（4×30mm）

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（3mm厚）

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CとC'、DとD’が等しくなるように
注意して組み立ててください。
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32

Assemble the stabilizer to fuselage and take 
care to keep it cleanly.

Set the U-style wire through the enlargd hole as below.

Steel wire (0.5x3000mm)

U-style wire (3mm) Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Rudder

Tailing 
 edge

Make sure they are in
the right position while
installing.

Apply instant type CA glue to elevator and pin hinge.

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

Stab joiner(12x260mm)

Trim slot to appropriate position in the stabilizer . Glue the elevator to the stabilizer by CA and epoxy.

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

Pin hinge(24x24mm)

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

エレベーターを取り付けます。

必ず低粘度瞬間接着剤を使用して、充分しみ込ませてください。

中・高粘度習慣接着剤を使用しますと、ヒンジがしっかり接着
できず、飛行中にはずれ事故につながります。

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。

エレベーターヒンジ取りつけ図

可動部分がスム
ーズに動くよう
に組立てます

水平尾翼

エレベーター

エレベーターコントロールホーンを組み立て、
胴体へ差し込みます。

スチールワイヤー

エレベーターコント
ロールホーン

尾翼ジョイントパイプを接着し、エレベーター
コントロールホーンを水平尾翼に接着しながら
水平尾翼を接着します。

尾翼ジョイントパイプ（12×260mm）

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。

エレベーターコントロールホーンについている
スタビライザーの逃げをつくります。
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Accessory list for the coming installation steps.

The sketch map when assemble the tail landing 
gear to the wheel steeling mount.

Assemble the tail gear mount to the frame steadily 
with TP screws as illustration below.

The sketch map when tail wheel assemble completion.

Assemble the ball joint to the metal arms.

Epoxy the wooden block to the frame in the fuselage which
below the rudder for fixing the wire of rudder.

Collar Tail landing gear 

Collar 

Collar 

Plastical tube(3x50mm)

Nose arm(3mm)

Collar (3mm)

Tail landing gear(3mm) 

Metal wire for rudder 

Tail wheel (45mm)

Retainer

Rod  (2X300mm)

Washer (3x6mm)  

Steel wire (0.5x3000mm)
Clevis

Washer(3x15mm)
Lock Nut (3mm )
Screw (3x65mm)

Copper joiner

Pin hinge(2.5x48mm)

TP Screw (2.3x8mm) Ply (15x15x3mm)
Triangle wood plate 
  (50x10x10mm)

TP Screw(3x20mm)

Washer (3x6mm)  
 Wooden Block (6mm Ply)

Triangle wood plate 
  (50x10x10mm)

 Wooden Block (6mm Ply)

Metal armsNut (2mm )

Screw  (2x10mm)  

Copper ball (2mm )

Trim the shaded section

TP Screw(3x20mm)

 Wooden Block (6mm Ply)

Triangle wood plate 
  (50x10x10mm)

Screw  (2x10mm)  
Nut (2mm )

Copper ball (2mm )

クイックキーパー

操舵アーム（3mm）

ワッシャー（3×6mm）
タッピングビス（3×20mm）

テールギアアーム（3mm）

尾輪（45mm）

ホイールストッパー（3mm）

ロッド（2×300mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

ラダーアーム軸受け（50×10×10mm）

ベニヤ板（15×15×10mm）

スチールワイヤー（0.5×3000mm）

クレビス

ワッシャー（3×15mm）

ナイロンナット（3mm）

スクリュービス（3×65mm）

ワイヤージョイント

プラチューブ（3×50mm）

ピンヒンジ（2.5×48mm）

ラダーアーム軸受け（6mm厚）

ラダーコントロールホーン

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）

ホイールストッパー
（3mm）

ホイールストッパー
（3mm）

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）

テールギアを取り付けます。この工程で使用する部品

ラダーコントロールアームを組み立てます。

この部分を切り取る

ラダーコントロールアームナット（2mm）

ジョイントボール

（2mm）
ビス（2×10mm）

ビス（2×10mm）

ナット（2mm）

ジョイントボール（2mm）

ラダーアーム軸受けをエポキシ接着剤でフレームに固定し
ます。ラダーコントロールアームとテールギアをクレビス
をつけたロッドで連結します。

ラダーアーム軸受け

ラダーアーム軸受け
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 The working sketch map of the linkage between 
 the rudder and the tail gear.

The working sketch map of the linkage between the 
 arm for elevator and the elevator servo.

Epoxy a wooden block at appropriate position in fuselage,
and drill a hole in the centre.

Apply instant type CA glue to rudder and pin hinge

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

Assemble the rudder to the horizontal tail with instant type CA glue.Be 
careful to ensure the moving parts of the hinges are able to move freely. 

Cut away the rubber tube when
the epoxy glue dried.

Make sure they are in
the right position while
installing.

Make sure hinges are 
mounted in the same line.

Pin hinge(2.5x48mm)

Retainer

Rudder

Tailing 
 edge

ラダーコントロールアームを尾翼に固定します。

エポキシ接着剤でラダーとピンヒンジを
接着します。

ピンヒンジ（2.5×48mm）

ヒンジラインを揃えま
す。

エポキシ接着剤を使用して、垂直尾翼にラダーを取り付け
ます。スムーズに動くように注意深く位置決めをします。

図を参考にテールギアとラダーコントロールア
ームを連結してください。

クイックキーパー

ラダーヒンジ取り付け図

垂直尾翼

ラダー

可動部分がスム
ーズに動くよう
に組立てます
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Accessory list for the coming installation steps.

Drill a hole for assembling the gear cover.

TP Screw (2.3x8mm)

TP Screw (2.3x8mm)

Ply (15x15x3mm)

Washer (4x8mm)

Washer (4x8mm)

Washer (4x8mm)

Screw (4x35mm)

Screw (4x25mm)
Nut (4mm)

Spring Washer (4mm)

Blind Nut (4mm)

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

Blind Nut (4mm)

Engine mount (68x105mm)

Linkage Stopper

Washer(4x8mm)

Screw (4x35mm)   

Spring Washer (4mm) 
Nut (4mm)

Screw (4x25mm)   

Plastic tube (2x400mm)

Fuel tank (550cc)

Nut (2mm)

Steel wire (0.5x3000mm)
Copper joiner

Aluminum tube(3x6mm)

Clevis
Retainer

Clevis

Screw  (2x10mm)  

Washer(2x5mm)

The side view of the engine install completion.

Drill four holes and set blind nut at diameter in the
firewall  for mounting the engine.

Rod  (2X300mm)

Install the engine carefully.The front view of the engine install completion.

Blind Nut

テールギアカバーにテールギアアーム用の穴を
開けてからビスで取り付けます。

タッピングビス（2.3×8mm）

タッピングビス（2.3×8mm）

ベニヤ片（15×15×3mm）

ベニヤ片をタッピングビスの受けに使います。

この工程で使用する部品

爪付ナット（4mm）

キャップビス（4×35mm）

キャップビス（4×25mm）

ワッシャー（4×8mm）

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

プラチューブ（2×400mm）

エンジンマウント（68×105mm）

燃料タンク（550cc）

丸頭ビス（2×10mm）

ナット（2mm）

ワッシャー（2×5mm）

クレビス

スチールワイヤー（0.5×3000mm）

ワイヤーストッパー

アルミチューブ（3×6mm）

クイックキーパー

クレビス

ロッド（2×300mm）

エンジン取り付け図
サイドスラスト2度で搭載します。

2サイクル、4サイクルエンジン搭載例

エンジン取り付け寸法

爪付ナット（4mm）

防火壁に爪付ナットを接着します。

爪付ナット

キャップビス（4×35mm）

キャップビス
（4×25mm）

ワッシャー（4×8mm）

スプリングワッシャー（4mm）
ナット（4mm）

エンジン取り付け図

ワッシャー（4×8mm）

ワッシャー（4×8mm）
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Linkage Stopper

Washer (2mm)

 Washer (2mm)

Nut (2mm)

Set screw (3x4mm)

Washer (2mm)

Set screw (3x4mm)

Fuel tank (550cc)

Mount the fuel tank to the fuselage.

Install the throttle servo.The sketch map of the engine install completion.

Assembly of  the fuel tank.

Set Screw (3x4mm)

Set Screw (2mm)

Rod (2x400mm)

Set Screw (2mm)

Washer (2mm)

Linkage Stopper

Washer (4x8mm)

Set Screw (3x4mm)

Assemble the accelerator push rod to the engine.

Receiver

Connect the electric retract & receiver as illustration below.

Fuel supply line

Fuel spray line

Air pressure line

リンケージストッパー

スロットルリンケージを組み立てます。

ワッシャー（4×8mm）

ワッシャー（2mm）

ナット（2mm）

セットスクリュー（3×4mm)

ロッド（2×400mm）

セットスクリュー（3×4mm)

ナット（2mm）

エンジン取り付け図

燃料タンクを組み立てます。

燃料供給ライン

燃料補給ライン

エア抜き

バスコーク、スポンジ等で燃料タンクを取り付
けます。

燃料タンク（550cc）

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）

スロットルサーボ組み立て図

6-7.3V 受信機

リトラクトシステムの配線
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Accessory list for the coming installation steps.

The sketch map when the servos install completion.

Install the servo of the rudder.

Install the receiver and the battery in the fuselage.

Throttle servo

Elevator servo

TP Screw (2.3x8mm)

Ply (15x15x3mm)

Epoxy plies to relevant position inside the fuselage as below 
for  assembling  the cowling and install the cowling. 

TP Screw (2.3x8mm)

Canopy

Ply (15x15x3mm)

Drop tank

Bottom cover

Trim the cowling for engine and muffler.

Clevis
Copper joiner

Aluminum tube(3x6mm)
Screw  (2x10mm)  

Nut (2mm )
Washer(2x5mm)

Stee l  w i re

Copper joinerAluminum tube
Lock Nut (2mm )

Screw (2x10mm)

Ball joint

Washer(2x5mm)

Rudder servo

ワイヤージョイント

アルミチューブ（3×6mm）

クレビス

ラダーサーボワイヤーリンケージ例

ワイヤージョイントアルミチューブ

クレビス

スチールワイヤー

ワッシャー（2×5mm）ビス（2×10mm）

ナイロンナット
（2mm）

ワッシャー（2×5mm）

ビス（2×10mm）

ナイロンナット（2mm）

各サーボ搭載位置

スロットルサーボ

ラダーサーボ

エレベータサーボ

受信機・バッテリー搭載位置

この工程で使用する部品

キャノピー

タッピングビス（2.3×8mm）

ベニヤ片（15×15×3mm）

ドロップタンク

ボトムカバー

使用するエンジンに合わせてカウルを整形しま
す。

タッピングビス（2.3×8mm）

胴体側へベニヤ片を接着し、カウルを取り付け
ます。

ベニヤ片（15×15×3mm）
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Accessory list for the coming installation steps.

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

Epoxy the plies in the inside of the fuselage as below 
and assemble  the canopy to  the fuselage with TP.

Trim two holes in the bottom cover as below.

Epoxy the drop tank to the bottom cover.

Epoxy the bottom cover to the fuselage.

Wooden Block(43x28x26mm)

Gear door

Collar (5mm)

Wheel (100mm)

Landing gear(5mm)
TP Screw (3x20mm )
Landing gear straps

TP Screw (2.6x14mm)
Washer (3x6mm)  

Wooden Block(25x15x13mm)

TP Screw (2.3x8mm)

Ply (15x15x3mm)

キャノピーをを加工します。

キャノピーを取り付けます。ビスの受けとして、
胴体内側へベニヤ片を接着します。

タッピングビス（2.3×8mm）

ベニヤ片
（15×15×3mm）

ホイール（100mm）

スペーサー（5mm）

ギアマウント（43×28×26mm）

テールギア（5mm）
タッピングビス（3×20mm）

テールギアストラップ

ギアドア

ギアマウント（25×15×13mm）

タッピングビス（2.6×14mm）

ワッシャー（3×6mm）

ボトムカバーに穴を開けておきます。

ボトムカバーをエポキシ接着剤でしっかり固定
します。

ドロップタンクをエポキシ接着剤でしっかり固定
します。

この工程で使用する部品



20mm

20mm

145mm

20mm

20mm

30mm~

25mm

25mm

65 68

66

67

69

70

13

Assemble the main wheels as below.

Epoxy the wheels to the wings steadily.

AILERON

FLAP

FLAPAILERON

Side View 

Top view

Position for
right diagram.

ELEVATOR

Side View 

Adjustment.

The centre of the Gravity.Adjustment.

Adjustment.

TP Screw (3x20mm)

Wooden Block

TP Screw (2.6x14mm)

Collar (5mm)

Wooden supporter 

Collar (5mm)

Washer (3x6mm)  

Top view

Side View 

RUDDER

固定脚組み立て図（固定脚の場合）

ホイールストッパー（5mm）

ホイールストッパー（5mm）

タッピングビス（2.6×14mm）

タッピングビス
（3×20mm）

ワッシャー
（3×6mm）

木製サポーター（25×15×13mm）

ランディングギア固定マウント
（43×28×26mm）

固定脚を接着します。（固定脚の場合）

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

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

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。

サイドビュー

トップビュー

ラダー

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。

決して重心調整をせずに飛行させないでください。



6-7.3V

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.

Receiver

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。
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