


お買 い上 げあ りが と うござ います .

SANINA PROPOの テー マ  ピユー マ ンテ ク ノロジー を満載 した 1990

年代 の プ ロポ EXERD.

気品 と重厚 さを兼 ね備 え たフ ォー マルな輝 きは 、偽 りを許 さず ―切 の

虚飾 を うけつ けな い頑強 な意志 と頂点 に立 つプ ロポ と しての主張 で す 。

このプ ロポ の性 能 を フル に発揮 す るため に も当説明 書 を十 分 にお読 み

ぃただ き素晴 ら しい ドライ ブフ イー リン グをお楽 しみ下 さい。
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スティックレバースプリングの調整方法-0

スティックの長さの調整     0

走行前の送信機の点検について一-0

ク リスタツレの交換 方法

ニッカド電凛 用の際の注意(オブシヨン)― -0

セ ッ トの構成 と

送信機 の各部 の

モジ ュー ルの取

電池 の交換 方法

特 性

名称

り扱い方法      0

0使用方法
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[A]送 信 機
●スティックから指を離さずにステァ リング トリムが微

調整出来る ドライビング コン トロール トリム。(実用新

案出願中 )

●ラップタイムや燃料計測な どレースに不可欠なアラー

ムイJス トップウォ ッチ。

●ステア リング特性をマイル ド ノーマル クイックの

3ボ ジシ ョンに簡単に切 り換え出来るステア リング ア

ジ ヤスタフル レー トコン ト0-ル 。

●走行中でも簡単 にステア リングサーボの動ll・量を微調

整出来るステア リングデュアル レー ト。
●ステア リングの左右の舵角を独立 して調整出来るステ

ア リングエン ドポイン トアジ ャス ト.
0ダ イレク トサーボホーンな どのニュー トラル設定に使

利な ステア リングサフ トリム。
●スロツ トル特性 をマイル ド ノーマル クイックの 3

ポジシ ョンに切 り換 え出来るスロッ トル アジャスタフ

ル レー トコン トロール。

●スロッ トルH側 とフレーキ側の動作角を独立して調整

出来るスロッ トル エン ドポイン トアジ ャス ト.
●ニュー トラル位置での微妙なフ レーキ調整が走行時に

出来るフ レーキアジャス トトリム。
●エンジンスター ト時のアイ ドルアップをスイッチひと

つで出来るスターティングポツシ ョン スイッチ。

●パワー コン トロール重視のためフレーキイ貝1は Iマ ー

ジェンシー(ハー ド)タイプです。
●スティックは ダィレク ト感覚を優先 したシ ョー トタ

イプスティック.

●電波を出さずに RCカ ーの リンケージの調整が出来 る

ダイレク トサーボ コン ト0-ラ ー。
●モジュール方式の採用により 2?MHz― 新40M日zへ

の交換 がヮンタッチに出来 ます。
● リンケージに必要なサーボの動作方向をスイッチひと

つで切換えが出来る リバーススイッチ。
●スティックヘッ ド及びスティックスプ リングは アジ

ヤス トタイプです。
●ニツカ ド電池ヘオプシ ョンニ ッカ ドによ リワンタ ッチ

で交換出来 ます。



[B]受 イ言機
●FMカ ー用超小型 車量のマイクロ受信機です。

●従来の受信機 よ り減電特性がよくな り走行時間が長 く

な tlました。

●ク リスタル交換式ですので送信機 と同じバン ドの受信

機用ク リスタル をお入すればお好みのバン ドに交換出

来 ます。

●FMカ ー用×L専 用 ク リスタルは振動による破壊や接触

不良を防止するため 保護キ ャップ7jです。

●アンテナ線は50omと短かく 搭載が非常に楽になりま

した。

●回路は受信帯域巾をCB防 害 デツドポイン トに有利

な狭帯域設計。余分な雑音を拾わない適IE感度設計で

防害電波に対処されたより安定したl■能のレーシング

専用受l_機です。

●タイレク トサーボコン トロールが出来る受信機です。

EC]サーボ
●ファイナルギヤをベア リングで固定 し ニユー トラル

特 VIは他 に類のない高性能です。

●ファイナルギヤは超硬度のエンジエア リングプ ラスチ

ックを使用 し ギヤのガタ 0ス を皆無にしました。

●モーターは消費電流が少なく 高 トルク そ して立ち

上 りの素早い ]ア レスモーターを使用 しています。

●念の入 つた防水対策を施こしました。水分の進入路を

特殊 シ リコーンで壁を作 り 水分 をシ ヤツ トアウ トし

ました。(コンテス トHC コンテス トHB)

●電源電圧が変イヒしてもニュー トラルズレの発生 しない

減電圧対策回路 を採用 しました。

●出力軸はスプ ライン式でニュー トラル合 せが容易に

'
え ます。

●サーボホーンは丈夫なヘビイデューテイーホーンで■

(コンテス ト円C コンテス トHB)

②
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0出   力 500mvv

●出力表示 メーター表示式(電池容量減量式 )
●変調方式 FM

O周 波 数 2'MH‐ 0～ 0バ ンド
40114H布0～〇バンド
ク リスタル交換式

●電  源  単乾 電池 ×8本

0重

[B]受 信 機
●受l_周波数 27M目z0 6・バンド

40MHzO～ 〇バンド
●中間周波数 455KHz

]送 信 機

オプションーMODULE 7 Tx NIcEl

量 910鋲芝電池含む)

● 卜 ,レ ク 4 0Ю  cm
●寸    法  2o ollll×390L× 35011(mm)
●重   量 559

●電

●寸

●重

源  DC4 3-60V

ニツカ ド電池又は 乾電池

去  30L X48WX 191 lmm)

量  309

Ⅱ CO NTEST― HB(ェ ンジンバギー用)

o速       渥=  o 2sec(60 回転 )

● ト ル ク 5 0Ю  cm

●寸    漱  20 0WX39 0L× 350H(mm)

●重    量  559

Ⅲ SM 401HS(EPレ ーシングカー用)
●速    度  0 15sec(60回転 )
● ト リレ ク 13● cm
●寸    漱  15 0WX31 0L× 310H(mm)
●重    量  2?g

[D]そ の 他
●キ ヤリングケース

●タイレク トサーボ コン トローラー コー ド
● トリマー ドライバー(ホルター付 )
●バン ドリポン

●DSCィJス イッチハーネス

●電池ケース

On扱 説明書

[ C ]サ ーボ
I CONTEST HC(エ ンジンレーシングカー用 EPバ

ギー用)

●速     度  0 15sec(60 1回 転 )

0



スターティングボツシ

ス トツプウオツチ
スイ ッチ

キャリンク 一`

バッテリーインツケーター

タイマー

スロットルスティック

スロットル トリム

ス トラップホルター

ドライビング
コントロールトリム

'Kレ
クトサーポコント0-ラ ージャック

スターティングポツションアツヽ ッテリー′出力表示LED

ステアリングデュアルレー ト

ステアリングスティ ック

ステアリング トリム

0

′ヽワースイツチ フロン トトリマーバネル



[トリマーパネル内部]

ドライビングコン トロール トリム

ステアリング
リ′ヽ―ススィッチ

ステアリング
サフトリム

ステアリング
Iン ドポイント

アジャス ト
(左側)(も 側)

(□―側)(ハ イlal)(マ イル H貝1)  (ク イック側)
スロットル      スロ ットルアジャスト

エンドポイン ト     レー トコントロール
アジャスト

ステアリングアツャスト
レー トコントロール

や側)     (ク ィック側)

ARC

ロ 団

(マイル ド側)

ロ 田

ARCE RA

スロ ットリレ
スターティング

ポツション

ス0ン  トリレ

リバーススイ ッチ

0



両サィ ドのツメを押 し持っ

て上べ3つ 張り出す

ェクザー ドは モジュール交換方式にな つていますので

周波数帯の変更が可能で バン ド変更する場合にも即応

出来ます。

|,使用周波数の変更の場合 送信機 モジュールを抜 き取

り 内側 にセッ トしているク リスタルを交換 します。

0注 意事項

・モジュールは エクサー ド専用モジュールのみ使用

出来ます。
。モジュールの取付けは 確実に行なつて下さい。不

確実な装者は事故の原因になります。スムーズに装

着できない場合は 再点検して下さい。

0



送l_機裏面の電池 BOXを 取夕ヽし極性(+ ― )をまちが

えないよう単三芝電池 8本 を挿入 し送信機 に装着 します。

オプ シ ョンのニ ッカ ド電池 を使用 される際は下記の事項

を守 つて下さい。

1乾 電池パ ックを取タトし オブシ ョンのニ ッカ ド電池バ

ックを装着 します。

2お 買 t 上ヽげいただきました ら最初に必ず20時間 充電

してか ら御使用 ください。

32回 目からの充電は13時間ll上充電 して下 さい。前回

のたう時間の多少 にかかわ らすこの13時間の充電は

お守 り下 さい。 また長時間御使用 にな らな か った時 も

お買 い上 げ時 と同 じ20時間の充電 をうな って下 さい。

4ニ ッカ ドバ ッテ リーバ ック単品で充電可能です。必ず

当社の充電器(OE 13C)を 御使用下さい。他社 の充電

器又は OE 13C以 タトの充電器で充電され ますと 寿命

が短 かくな った り 充分に充電 されない場合があ りま

す。

b ttl_機に装着 して充電 する場合 電源SW Ollの 場合

も充電可能ですか ら 必 ず電源S A1 0 FFを確 認 して

ください.

6特 に気候 が高温時  自然放電 が活発です。御注意 くだ

さい.-10℃ 以 「 46℃ 以上の使用はできるだ けさけ

てください.I常 な性能 を発揮 しない場合 があ ります。

0

乾電池 の極 性 を示 す図

ロ ックを ,卜しス ライ ドさせ なが ら,卜す
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い ]送 信 機
● ドライ ビングコン トロー

'レ
トリム (DCT)

今 まで レース中にアクシデン トやタイヤの片減 りなど

による直進性の変イビはステア リングスティックを左右

どち らかに微調整 しながら走行するか い つたん RC

カーを停止させステア リング トリムを修正 してい まし

たが この ドライビング コン トロールシステムによ り

レース中でもスティックか ら指を離さずに トリム調整

が簡単 に出来るようにな りました。

使い方としては

1)あ らかじめ EI C Tの動作量

をフロン トトリマーバネル

内の DCTト リマーで DC

Tボ タン の 1ピ ツチの動作

量 を設定 して下さい。

2)送 信機も肩上部にある OC

Tボ タンを押 し 左右の ト

リムを調整 して下さい。

3)ニ ュー トラルをだす時は

L Rを 同時に押 して下さ

tう.

注)ボ タンを押し続けると トリム位置が可変してい

きます。またそのまま押し続けると トリムが0ッ

ク状態になりますのでその時はリンケージをやリ

直 して下さい。

●ステア リングアジヤスタブル レー トコン トロール

〈ST―ARC)

RCカ ーのステアリング特性や路面のコンディションな

どに対して ドライバーが対応しなければならない様々な

ファクターをプロポ側で自在に操作出来る機能です。従

来のエクスボネンシャル機能を大幅に改善じ スライ ド

スイッチの切り替えでクイック ノーマル マイル ドの

3段 階にセツ トが出来 その調整幅もシビアに調整出来

ます。

使い方としては

1)ま すスライ ドスイツ

チを NH(ノ ーマル )

で RCカ ーをセ ッテ

ィング して下さい。

2)ス テアリング特性が  マイルド尉    クイツク側

シビアな時は マイル ド側にスライ ドスイツチをセ

ッ トし あとはマイル ド1貝1のトリマーで自分のフィ

ーリングに合う位置に調整して下さい。

クイック側

0



3)ス テア リング特性がマイル ド

で初期反応が悪い時は クィ

ツク側 にスライ ドスイ ッチを

セッ トし あとはクィック側

の トリマーで自分のフィー リ

ング に合う位置に調整 して下

●ステア リングエン ドポ イン トア ジャス ト(ST―D/R)

リンケージや シャー シーの □―ル特性 あるしヽはタイヤ

径などの違 いか ら左右のコーナー リング半径が違 う場

合 があ ります。このような場合 に使用 し 使い方は

EPAの ヒEFT R CHTと も トリマーを
`ヽ

へ理すと舵

角が大 きくな ります。

☆テクニカルア ドバイス

∈PAの LEFT RGHTの トリ

ングの幅が大 きくな llます。

●ステア リングサ ブ トリム (ST―SUB T)

タイレク トサーボホーンな どのニュー トラル設定に使

INH
(ノーマル〕

4)ア ジ ャスタブル レー トコン ト

□―ルを使用 しない人やセッ

ティングの きまらない時はス

ライ ドスイッチの位置を NH

にして下 さい。

●ステア リングデ ュアル レー ト(ST―EPA)

走行中にコーナーな どでアンターステア気味のためス

テア リングの舵角がた らない時やオーバーステアで巻

き込みを感 じた時に使月 して下さい。使い方としては

1)ス テア リンク舵角調整 ツマ ミをllAXの 方向にし

この時タイヤの切れ角 を最大になるようにセッ ト

して下 さい。

2)ス テア リング舵角調整 ツマ

ミをMAXか ら8の 立置まで

戻 し この位置で走れるよ

うに RCカ ーをセ ッティン

グをします。

この使い方により 走行時のセ

ッティングの幅 が大 きくな り

さt ●`                 マイルド

アンターステアやオーパーステアを感 じた時  ビッ

に入 らないで送信機 で微調整が可能 にな ります。

用 します。

使 い方としては

1)ス テア リング トリムをセン

ターに合わせ ます。

2)ド ライビング コン トロール

トリムの ヒ Rを 同時に押

し ニュー トラルを出 して 幽
下さい。

3)ト リマーパネル内のサフ トリムの トリマーでサー

ボの二 ■― トラルを合わせ ます。

0



●スロ ッ トル ア ジャス タブル レー トコ ン トロール

(TH―ARC)

エンジンや電動アンブなどのパワーレスボンスや路面

コンディションの変イしなどによるデリケー トなスロッ

トルワークをクイック ノーマル マイル ドの3段 階

にセットが出来ます。

使い方としては

1,ま すスライ ドスイツチを llH(ノーマル)でRCカ

―をセッティング

して下さい。

2)バ ワー レスポンス

がきつい時は マ

イル ド側にスライ

●スロットリレエンドポイントアジャス ト(TH―E PA)

[0 Vヽイ則       H,倒

リンケージな どでコン トローラー

やキ ャフレータのス トロークが合

わな いときに使用 します。

・ 1徊Jのス トロークは トリマーを

0方 向へ廻 すと舵角が少な く

な llます。

・Low lglのス トロークは トリマー

を イヽ 方向へ廻すと舵角が少な

くな ります。

●ブレーキアジャス トトリム (スロッ トル トリム)

エンジンカーや電動 カーな どニュー トラル位置でブ レ

ーキをl●用 する場合 に有効です。 またIマ ージェンシ

ープレーキ側 を使用 する時 にもハイボジシ ョンは変化

しないので たいへん便利 です。

●スターティングポジションスイッチ (S POS)

エンジンスター ト時のアイ ドルア ッフがスイ ッチひと

つで簡単 に出来 エンジンの始動性 がたいへん良くな

ります。

使い方としては

1)エ ンコンリンケージをおこ

なt)スロー位置をセッ トす

る 。

2,送 信機上部左肩 にあるS

POSス イ ッチをONl貝]にセ

ッ トする。(S POS表 示 L

FOが 点減 します。)

呂
マイルド側 クイックイ則

ドスイ ッチをセッ トし あとはマイル Halの トリ

マーで自分の フィー リングに合う位置に調整 して

下さい。

3)

4)

パワーレスボンスがマイル

ドな時は クイ ック側にス

ライ ドスイッチをセッ トし

あとはクイック側の トリマ

ーで自分の フィー リングに

合 う位置に調整 して下 さい。

アジ ヤスタフル レー トコン

トロールを使用 しない人や

セ ッティングの きまらない

時はスライ ドスイ ッチの位

置を NHに して下 さい.

INH

(ノーマル)

スティック動作量

S POSス インチ

⑩



3)フ tjントトリマーバネル内

のS POSス ライ ドスイッチ

をON側 にセ ッ トして下さtヽ

4,S POSト リマーでスロット

ル開度 を任意の位置にセ ッ

卜t ま́す.

5)メ 信楷 な肩上部のS■ OSス イ ッチをO「「こして

下 さい。

6,電 allカーな どS POSを 1■用 しない場合は フロン

トトリマーバネル内のスライ ドスイッチを NH

側 にセッ トし て■ さい。

アラーム付 ス トップウォッチ

ラツプタイムの計測やエンジンカーの燃費計調|や給油

の必要な レースの ビ ットタイ ミングにも利用出来 ます。

にt′ます.カ ウン トさせ う時

間のセ ットは分単位で出T・よ

す。時間は中央のS∈Tボ タン

lRESETボ タンと共用 )を 押

した ままものセッ トボタン

rSTART13]OPポ タンと■

用 )を 押 してセ ッ トします.

アラ ムは

"o算

と同 じくボタンを1田した ときと セ

ツ トt′た時間か ら減算 していきOに なる10秒前から

鳴 り,|めよ 0.0を 調 ぎるとその まま加算タイマー

として:,11を続 す/・存 にな ってしヽます.

Xア ■テ ィブ● イマーまT“ ■I L― :ス イッ■を

旧Tら 「士プ`tlI.こ オ ● 三1言‖√), ,ヽ―ス イ |

■を ■ lftた 時質,■ ●=「 され 言● |′十:,|

け■11日●X,,卜●11□勤■ 「ィ■iす「.■ |モ ー ・

スイッ,■ 卜|~●|[ピ■■ 1 りtl,「ボタ:′を´,「

t,りt:1,|11,ユ つ.

●り′` ―ススィ ンチ
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||力]算タイマーとして使用する

場合…モー ドスイ ッチを UP

に 1ンます。スター トは送信機

上部オ肩にあるSTART/ST

OPボ タンを押 します。又

再度ボタンを押せばス トップ

tンます.言1測は最大59■59秒

まで出来 ます。 アラーム よ

T×本体のアヽワースィッチが

●N Ttt START/sTO Pボ タ

ンを押すと 鳥ります。計測後

の リセ ッ トは 中■にある

RESFTボ タンを押tレて下さい。

●減算タイマーとして使用する

場 合  干 ―ドスイ ッチを DN

帆
所
師

タイムインプ,ト
smRTlsTOPボ タン

SET RFSETボ タン

スト●アウオ,ず 1'タン

モー ドスイ ツチ

0



ダイ レク トサーボ コン トローラー (DSC)

同バン ドを使用中に リンケージな どの調整 をしたい時 に使t まヽす.

1)エ ンソンカー等のOSCイJス イッチハーネスを使用時の使t 方ヽ.

DSC¬ ― ドを送信機上部 にあるDSCジ ヤックとスイ ッチハー ネスの充●用 コネクターに接続 し 受信機のスイ

ッチを入れ使用 します。この時送「機のパワースイ ッチは 入れないで下さい。

DSC付

スイッチハーネス  DSCコ ー ド

2)三 和電卦 アンプⅢ用時の,ti方 .

DSC]― ドを

'信

機上部にあるDSCジ ヤックとスイッチハ  ネスの充電用 コネクターに

'航

tン 次に受信機の

パ ッテ リー■ し込みロヘ接続 して受信機 のスイ ツチを人ねⅢ用 tレます。 この時72Vの ニッカ ドバッテ リーを■

続 t,こ下さt .ヽ (送l_投のパワースイ ッチは入れないて下さい。,

DSC付 スイッチハーネス

スピコン

D3C,川 :■は送=・・
t,1ッテ , を+● [ITさ :|

「〕3=|■用後は|■■JSCコ   |=たlt ` さ`tl

」
⑫

,= |



[B]受 信 機
●ケースの端にあるコネクター,しがついています。サー

ボの機能別に表示 してある■にサーボの各々の コネク

ターを差 し込んで下さt 。ヽ

●ク リスタル交換式ですので送信機 と同じバン ドの受信

機の水 品を挿入 すればお好みのバ ン ドに変換できます。
●ク リスタル を振動 による破壊や接触不良 を防止のため

ク リスタルキ ヤップは必ず装着 して下さい。

*共 通電源への改造時の注意

共通電源 を使用する場合 動力電 tlが72Vの 場合は

必ず電源 レギ ュレター (定 電圧回路 )かタイオー ドを

入れ 電圧 を下げて使用 して下さい。 また 改造時は

配線をまちがえないようにして下 さい。

● ●をまちがうとサーボや受信機が

"損

し 動かな
くなります。スイッチを入れる前にもう一度0 0を
確認願 います。

接続方漱が不明の時は 最寄 りのSANWAサ ービス ス

テーシ ョンにぜひ お問ぃ合せ下さい。

[ C ]サーボ
0サ ーボをシャーシーに取付 ける時は必 ずアプ ソーバ

ス リープを使用 して下さt .ヽ

●ビスにはワ ッシ ャを入れることにより よリクラッシ

ュに強 くな ります。

●ナ ッ トはネジ0ッ ク等を塗るか ロックナ ッ トを使用

して振動でゆる まな いようにして下 さい。

※SANWAブ ロポに使用 されている リー ド線 は ,ベ

て下図のよう18配線の順序にな っています。

サーボリー ド延長リー ド等

峠 :曾:赤
叡̈……

ミニ電池ケースハーネス 
Ⅲ 信号線●―線,十線赤色又はG線 入)〕

一

:信
御則疇

…
いる

●受l..機コネクター番号のポツション表

,信 機帆)

1

ポツション

ス テア リング

2 スDツ トル (スピー ドコン トロール )

BATT パ ソテ リー

●電動カーなど でナイロンス トラップやス トラッビング

テープなどでサーボを固定する時は 固定面に両面テ

ープな どを貼 り振動を緩和 し あまりきつく締め,ざ

ないように,キ意 して下 さい。

● リンケージでサーボに無理がかからないようにエン ド

ボイン トアジャス トで調整 して下さい。

0



はFモ ジコールを取クトし 次の8]の ビスをタトすと裏ブ

タが円けられます。

各 スティックのビスを回 して 好みのスプ リング強度 に

調整 して下さい。ちへ□すと強 くな り 左へ回すと弱く

な ります。このビスをタトす ステアリング

RFモ ジュールをタトす
ス0ッ トリレ

スティックヘッドを左に廻しスティックヘットをタトし

イJ属 のスペーサーを入れて下さい。

0
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●電池容量が完全であるかチェックして下さい。メータ
ーが目盛に

'以
上であれば正常です。(■以下であれば新

しい電池と交換して下さい。
●各機能の動作状態 設定にまちがいがないかチェック

して下さい。

●念の為 距離 テス トを行 って下 さt 。ヽ

サーキ ツ トの端 に RCカ ーを置 きアンテナを伸 した状

態で反対側へ行 き動件を碑認 t て́下 さい.

●プロポは直射 曰光18との熱 に弱いので 車の中やヽ天

下に放置 しなt でヽ下さい。

10
●ク リスタルには送信機 受信機 AM FMの iF示がされ

ています。 まちがえないように,キ意 して下さい。

●バン ド交換の際は 必ず送信機の リポンも交換 して下

さい。

●ク リスタルは必 ず27MHzは SANWA XL専 用ク リスタ

ル 40MHzは SAllWA― 新40MHZカ ー用 ク リスタルを

お使 い下さい.

●使用周波数 とクリスタルのEXI別

バ  ン  ド
び
０は

の
タ
ン」

ボ
ク

リ

27MIHz   l ′ヽン ド 26 395 ヽ

2バ ン ド 270451   赤
3バ ン ド 2?o961   燈

4バ ン ド 271451   責

5バ ン ド 2?1961   緑

6ツ ンヽ ド 27245 1    青

′ヽ   ン  ド
び
色け

の
タ
ン以

ボ
ク

リ

40MH∠  61バ ン ド 1031 1  青 /茶

63バン ド 43631  青 /憶

65バン ド 40651  青 /緑

"り
ンヽ ド  40 0, 1    青 /紫

69, ンヽ ド  4] 69 1     青 ′白

①



11
オブ シ ョンのニッカ ド電 llを使用される際は下記の事項

を守 つて下さい。

1乾 電池パ ックを取タトし オプシ ョンのニッカ ド電池パ

ックを装着 します。

2お 買い上げいただ さました ら最初に必ず20時間 充電

してか ら御使用 ください.

32回 目か らの充電は13時間以上充電 して下さい。前回

の走行時間の多少にかかわ らずこの13時間の充電は

お守 り下さい。 また長時間御使用 にな らな かつた時も

お買 い上げ時 と同 じ20時間の充電 をイテな って下さい。

4ニ ッカ ドバ ッテ リーバ ック単品で充電可能 で,.必 ず

当社の充電キ10E13C)を 御●用下さい。他社の充電

器又は OE 13Cllタトの充電器で充電され ますと 寿命

が短 かくな つた り 充分に充電されない場合があ りま

す 。

5送 信機 に装着 して充電 する場合 電源SW ONの 場合

も充電可台ヒですから 必ず電源SW OFFを 確 認 して

ください.

6特 に気候が高温時 自然放電が,舌発で,.御 注意くだ

さt .ヽ  1 0℃ 以下 45℃ ll上の使用はで きるだけさけ

てください。正常な性能を発揮 しない場合があ ります。

0
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このカー ドは故障状態を詳しくご記入のうえ必ず製品と

修 理 依 頼 カ ー ド ぃっしょぉ送りくださに

T   ―

フ リガ ナ               電 話  市

'(     )ご 住 所 お 名 前           (   )

修理依頼 要件

1回 目  年  月  日
皇 凶璽墜笙 ~

□点検、オーバーホール。

□全く動かない。             |□ 全く動かない。
ロサーポがガチャツク。

□熱くなる。(     )

日通達距離が短かぃ。
(約   m)

□水が入 った。

ご意見 ご希望

ロサーボがガチャツク。

L]熱くなる。(     )

「通達距離が短かい。
(約   m)

国水が入 つた。

ご意見 ご希望



「???」 と思つたら一¨

動 きがおかしか った り 「?''」 と思 ったときは次のことをも

う一度見て下さい。

●受信機の乾電池が減 りすぎるとガチ ヤつ きます。電池 を新し

いものと取 りさ えてみて下さい。

●送信機 受信機の乾電池は正 しく入 っていますか,

極 旺 (■ ■ )固 違 つていま せんか ?

●送信櫂 受信掩 の電源スイッチは'ON'に な っていますか ?

●送信機の メーターは4以 上に振れてt まヽすか ,

0送 信橋 受信機にク リスタル が入 つていますか?

ク リスタル のバン ドは同じにな つ ていますか

'0コ ネクターはクトれていませんか,

0動 作部分の リンケージ(セッティング )が固すぎませんが

'

以上のことを確かめても正常に動作しないとき ま お近くのサ

ンワサービスステーシ ョンに保証書と修理依頼 カー ドをイJけ て

おヽ り下さt .ヽ

。it海道サービスステーション

IL幌市白石区南郷コ T曰 南10(松下ビル506)〒 003 1Ш ll(863)1564
。東ltサービスステーション

1,台市日の出町3丁目91m売 市場ビル2F)〒 ,33T[10222(39)1969

。関東サービスステーション

東京毬台東区浅草橘318の 1(KKKビ ル)〒 11l I[03(362)885,
。中京サービスステーション

も古屋市西区新炒 丁目421(西村ヨーボ801)〒 451■ し052(552)5016
●近畿サービスステーション

東大阪市吉日it場281〒 573 TEL'72'(62)2180
。中国サービスステーシヨン

広島市西区東観音収 15(東観音コーボ201)〒733T[[082(292,6731
●九

"|サ

ービスステーション

福岡市博多駅静 丁目(第5いそのビル202号)〒 812T[[0921472)8016

SA〃

"A二和電子機器株式会社
●ラツコン事業部

大阪 東大阪市吉コイし場201 〒5,3

'[_0721(64)2531東京 東京割台東区浅草搭3 13の |
〒 ,1

T[_ 03(862)8857



SA″

"Aプ

ロポ

ご販 売 店様 ベ

|お 客様用崚として切はな,■保管
下さ|、

2販 売店め署名 ,=即 t必 す●rl
さ|

,こ 断売の時■すお寅上,IBと 有効
期限を記入して下き,

`裏
面をよくこ指コ下さい

SA〃

"Aカ

ポ保 証 書
製品型名====置 轟 製造番号 ,I151□[ら1

，
一

お買上 げ曰

有 効 期 限
年
年

月

月 :) 180日
間

      |

三和電子機 器株式会社



1 本保証書は表面記入の製品型名 製造番号のみについて有

効 で す 。                             
キ
リ

2 正常を使用状態 において、製造 上の責任 による故障は6ケ       |

月(180日)ll内弊社にそ無偵修理 いた します。

3 保証期間内でも次のI・5合 は保証はで きません。

イ 電気的、機械1,に変更 または手を加えられた場合。

口 弊社でのサービス以外で修理 された場合。

ハ 使用上の操作の過失  または事故により発生 した故障

と認められた場合。

‐ 本保証書を粉失 された場合、または修理の際添付 され

ない場合。






