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1.0 導入 

ヴィットラジエンジンを選びてくれてありがとう。 

ユーザーマニュアルは、モータの不可欠な部分を構成し、それが新しいユーザーに配信される場合に備えて、モータ

に保存され、組み合わされなければならない。 

モータを取り付ける前に、本書をよく読んでください。 

このマニュアルの目的は、自分で、可能な限り安全な方法でエンジンを適切に管理するために必要なすべての

情報をユーザーに提供することです。 

技術的側面、操作、機械停止、メンテナンス、スペアパーツ、安全性に関する情報が含まれています。 

manu alの一部のみが完全に理解されていない場合、またはマニュアルが明確または完全でない場合は、許

可されたディーラーまたは当社の工場のいずれかに連絡して問題や質問を受けることを躊躇しないでください。 

必要だと思う場合は、モーターのシリアル番号XXXXXX(エンジンシリアルコードを見つけるには、「データ識別」の

章を参照)を請求に含めてください。 

このマニュアルの最初と最後のページで、工場の直接の連絡先を見つけます。 

Vittoraziは、いかなる義務も負うことなく、生産中のモデルに関連して、警告、スケッチ、仕様、コンポーネント

、モーターの詳細を任意の瞬間に変更する権利を留保します。 

モーターを受け取ると、工場内で15分間の試験を乗り越え、すべての部品の動作と動作をあらゆる速度で検

証しています。すべてのヴィットラジエンジンは、配信前にテストされています。 

信頼性、性能、モーターの持続時間も、あなたの知識と使用方法によって異なります。 

 
このマニュアルでは強調表示されます: 

 赤いパネルで深刻な危険にあなたを導くことができる状況; 

 私は青いパネル、過小評価してはならない重要な提案やアドバイス。 

 

 

注意、危険、リスク 

重要なアドバイス、提案 



4  

1.1 データ識別エンジン 

エンジンのシリアルコードはエンジンケーシングの下、サイレンサ本体の固定プレートの後ろにあります。 

 
 

 

CRC XXXXXX 
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2.0 Warning 

 

 
 モーターが停止したり、別れたり、いつでも消えたりする可能性があることに注意してください。これは、パイロットや他の人

々の可能な損害/死亡と地面や敵対的な地域に着陸に墜落を引き起す可能性があります。このモーターによって移動

された超軽量は、許可されたスペースで飛ぶ必要があり、それは人々の群衆、有人センター、ディフフィカルトまたはボイ

ド着陸を持っているゾーンの上を飛んではならず、水のゾーンの上を飛んではならず、または溺れる可能性がある場所で

飛んではなりません。常にモーターがオフまたは解散することができることを念頭に置いて、したがって、すべての状況のた

めの緊急事態の可能な着陸を考慮してください。

 

 このマニュアルは、モータについて説明します。そのインストール、使用および制御のために、また、超軽量の付属のユーザ

ーマニュアルを比較:パラモーター、モスキートまたはトライク。

他のアプリケーションで使用されている場合、正しい動作を保証することはできません。 

 

 このモーターは認定されていません。これは、保証や航空認証を持つモーターではありません。その構造は、実験に運命づ

けられており、認定航空機ではありません。

 

 圧力、温度、湿気など、特定の大気条件のためのいくつかのゾーンは、モータの異なる動作に対して行うことができます。

すべてのフライトを開始する前に、地上でモーターをテストし、異常な動作がないことを確認します。

 

 プロペラでアイドリングできる石、砂、または小さな部品から解放され、プレーンな表面でエンジンを開始します。プロペラ

によって押される空気の流れがcuase誰にも損傷を与えないことを確認してください。モーターが動いているときはいつ

でも(地上でのテスト、離陸、着陸)は、誰も回転してプロペラの近くに立っていないので注意してください。良いsの

afety距離は、プロペラの投影のすべての方向のための50メートルと他の方向のための20メートルです。

 

 正しいメンテナンスに従っていないか、時間の中で正しく使用されていないモータを使用しないでください。nder 

perfect conditions.
 

 Vittoraziによって認識されていない非オリジナルスペアパーツの使用は、モーターを危険にし、すぐに保証の有効性に

手を差し伸べることができます。Vittoraziは、元の部品にnで使用されたり、認識されなかったり、改造されたり、不

適切な使用を受けたりしたモータに対する保証を負いません。

 

 モータへの無断変更、減速、プロペラへの変更は、航空機の安全性と信頼性を低下させることができます。あなたがモー

ターに介入しなければならない場合、私たちはあなたのディーラー  Vittoraziの助けを借りて、このマニュアルを比較

し、参考としてそれに従うことを勧める。

 

 すべての使用またはテストの前に、プロペラの条件とプロペラのボルトの締め付けを確認してください。プロペラがヒットを

受けて破損している場合は、モーターの使用や電源オンを避けてください。これは、回転中のプロペラの爆発や、電柱e

結果の分裂、ボルトの締め付けの喪失、または部品の強い誘惑でモーターに戻る強い振動につながる可能性があり

ます。

 

 プロペラなしで、または減速ドライブグループなしでモーターを使用しないでください。このモーターは、決定された数のターン

のために投影されています。プロペラや減速駆動がなければ、モーターは計算されていないターン数に達します。数秒でモ

ーターの爆発の危険性があります。



6  

3.0 エンジンコンポーネントのインストール 

 
この章は製造、dealerまたはセンターアシスタンスヴィットラジに予約されています。あなたが私たちの協力者で

ある場合、私たちは、私たちの電子メールアドレスに書き込み、マニュアルの不可欠なバージョンを求めるためにあ

なたを招待します。 
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4.0 使用の準備をしなさい 

4.1 プロペラの選択と取り付け 

Make sure you have a suitable and guaranteed propeller by Vittorazi for your 

motor. 

 

 

 
プロペラの使用ヴィットラジは私達のモーターに飛行のあらゆる条件の完全な操作を保証する。継続的

な研究のおかげで、テストベンチで、飛行中の経験に、我々は保証することができるプロペラを実現する

ことができます: 

 
 時間の間に振動と安定性の欠如; 

 モーターの最高の性能と燃料消費を改善します。 

 プロペラの直径と削減に関連して騒音の放出を減らす; 

 コンポーネントの最高の冷却。 

 

ヴィットラジによって製造されたすべての単一のモーターは配達前に自身のプロペラでテストされる。 

Vittoraziによって認識されないプロペラの使用のcの場合、例えば、モータに関連しない動作の異常が

発生する可能性があります。 

 

 振動によって引き起こされるコンポーネントの分解; 

 熱グループの過熱; 
 過度の騒がし; 

 過剰な燃料消費または不十分な推力; 

 非定常電力出力。 

 

上記に記載されている結果的な異常を伴うプロペラに適合していない、または右のプロペラVittorazi

の使用が、間違った減速比、またはこのエンジンに対して承認されていないアクセサリーやコンポーネント

の使用は、保証の直ちに無効になります(「保証範囲」を参照) 

 

注意: プロペラは、減速駆動と比較して2つの反対の位置に取り付けることができます。プロペラの組み立てにつ

いてわからない場合は、オーサリzedディーラーまたはインストラクターに尋ねてください。 

 

モデルAtom 80のバージョンでは、プロペラの回転は、後方のビューを考慮して時計回りです(図4.1)。プロペラ

を減速駆動に押し付け、完全に挿入されるまで押します。今、端までボルトを静かにねじ込みます。ボルトは使

用中のプロペラに適していることを確認してください、従ってボルトの糸はハブの少なくとも12mm(カーボンプロペ

ラ用)および15mm(木製のプロペラ用)のために挿入される。プロペラのボルトを締め、すべてのポイントに同じ

圧力を加えようとします(図4.1)。ボルトの圧力を超えないでください。あなたはプロペラを粉砕するリスク。 
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木製プロペラ:プロペラを締めたら、2つのブレードのピッチが同一であることを確認することをお勧めします。2つの

刃の間にばらつきがある場合、この差はボルトの圧入尿を通して補償することができる。 

このアライメント方法がわからない場合は、認定の販売店または講師にお問い合わせください。 

すべての飛行の前にプロペラの締め付けを確認してください。 

 

プロペラが破損した場合、工場から保証された測定とプロファイル用の同じプロペラであるヴィットラジディーラーか

ら購入するようお勧めします。 

あなたは、モーターのプロペラとモデルのサイズ、材料を覚えておく必要があります 

 

4.1 / プロペラスクリュー締め 

 

 

適用する最大圧力: 

 カーボンプロペラ:M6ボルトごとに10-12 N /m。 

 木製プロペラ:すべてのM6ボルトに6-7 N /m(採用された木材の種類に基づいて、プロペラメーカー

によって提供される仕様に従って)。 

 

 

 

プロペラの衝撃の場合、以下のコンポーネントに特に注意を払って、すべてのエンジン部品が損傷を受け

ていないことを確認する必要があります。 

 

 構造部品:プロペラハブ;還元軸受;構造削減カーターとエンジンカーターケース。 エンジンゴムの

mounts;主なプロペラシャフトギヤ。 

 サイレンサーユニット。 

プロペラのすべてのボルトを交換することをお勧めします。 
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4.2 燃料 

 

使用するモーターは2ストロークエンジンです。それは潤滑のためのオイル/ガソリンの確立された割合を必要としま

す。 

パーセントは、次の章「侵入」で指摘されます。 
 

デカンティング、混合、充填の操作中に、ガソリンの通過を妨げる可能性のあるほこり、砂、草、すべてのものか

ら、オープンな場所、換気、清潔でaw ayを選択します。可能であれば、航空機のタンクを充填しながら、混合

物をフィルタリングします。ガソリン、フィルター、漏斗の輸送に使用されるタンクが完全できれいであることを確認

してください。 
 

ガスポンプで調製した混合物は避けてください。タンクに残された2〜4週間から調製された混合物は、使用前

に振っても潤滑の特性を失う、ガソリンから油を分離することができます。すでにその一部だけを使用することを

意識しているときは、大量の混合物を準備しないでください。プラスチック製のタンクを使用しないようにし、唯一

のミクチューを輸送するためのコンテナと考えてくださいmixtue。混合物は、プラストのicタンクに何日も堆積させ

ないでください。オクタン価を増加させる液体の添加を拒否する。 

ガソリン中の油不足、または混合物中の油の間違った割合、またはガソリンの清潔さの欠如のためにモーターに

問題が発生し、即時に保証を無効にします。(章「保証範囲」を参照)。 

 

 
ガソリンは非常に可燃性と爆発性物質です。あなたが準備するとき、またはすべての瞬間にあなたは燃料(

ガソリンと油)に近い、煙を吸わない、火花や炎に点火しないでください。モーターが動いているときにあなた

の航空機のタンクを満たしてはならない。燃料タンクをエンジンから少なくとも10メートル離れて、それを開始

する前に取ります。 

 

 
ガスポンプで、常に無鉛ガソリン95オクタン価を選択してください。 

良質の認証済みおよび完全合成(半合成油なし、鉱物油なし)の油のみを使用することをお勧めします。

私たちは、次のタイプのオイルの使用をお勧めします, すでに私たちのモーターで成功とエステストされていない

:  Motul  800. 
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4.3 起動とオフ 

 

エンジンの最初の起動では、ガソリンライン(タンク、パイプ、プライマー電球とキャブレター)が燃料なしで残るたび

に、あなたはモーターを開始する前に回路を満たす必要があります。そのためには、ガソリンのプライマー球根に圧

力をかけ、同時に、気をつけて、キャブレターのバルブをパイプラインの充填までする必要があります。透明なパイ

プラインを通してキャブレターに入るガソリンを見るのは簡単です。エンジンの始動を良くするためには、回路が空

であるか、モーターが冷たい場合、just aキャブレターに少量のガソリンを入力する必要があります(約1/2秒間)

。ガソリンのこの少量は、モータにスターター/チョークとして動作します。注意:ポンプをキャブレターに押し込んだガ

ソリンの量が過剰な場合、モータをフラッディングするリスクがあり、最終的にはプルスターターの損傷があります。 

Vittoraziモーターの最高の開始はスロットルなしで、またはスロットルの開始の最低と得る。燃料の回路が圧

力を受けていて、モーターが暖かい場合は、プライマーバルブとバルブに圧力をかける必要はありません。 
 

 

 

スタートアップフェーズでは、常にプロペラと近くにいる可能性のある人に最大限の注意を払ってください。 多く

の事故は、飛行する前に起こります。 すべてのテストやウォームアップで、私たちは常にあなたの肩にパラモータ

ーを着用し、ハーネスを締め、周りを見て、引っ張り(または電気)スターターでエンジンをオンにすることをお勧め

します。 

 

重要: シャットダウン ボタンが機能していることを確認することがよくあります。 時には、それは詰まったり、時

間によって動作を停止することができます。 
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4.4 ウォームアップ 

 

最初の30秒でスロットルをそっと取り、キャブレターとモーターを安定させます。今度は、RPM の数を増やして (ス

ロットルの約 1/4 まで)、モーター wa-rm-up を 2 ~ 3 分この一定の速度で実行します。最後に、フルスロッ

トルでいくつかの秒(15-20)のモーターを取得します。これで、あなたのモーターは飛行の準備ができています。 

温度センサーCHTを取り付ける場合:上記のウォームアップ中に、モータは80°Cの温度に達するか、または克服

する必要があります。 

これらの3分間のウォームアップは、予期しない振動や望ましくない騒音がある場合、モーターに何らかの異常動

作があるかどうかを理解するために、あなたの注意のおかげで専用にする必要があります。 



12  

4.5 キャブレター調整 

 

シンプルで高速なコントロール。あなたはモーターとの経験や親和性を持っていませんか? 

心配しないで、この章で教えて下さい。 

何年もの間、私たちの野望は、モーターの調整の経験を持っていない人のためのシンプルで効果的なソリューショ

ンを得ようと、誰もがアクセスできるシンプルな製品を供給することでした.モーターを受け取ると、工場のテストベ

ンチで15分間、操作、組み立て、最適なキャブレター設定を確認しています。図4.5では標準位置におけるモー

タの規制Lとアイドルを示しています。これらの規則はモーターの完全な刺し傷のイニティー、作動温度およびモー

ターのすべての器官に正しい潤滑を保証する。 

 
図表 4.5 

標準設定 ATOM 80 

スクリューL 1+1/2から1+3/4ターン 

アイドル 2.000 Rpm 

4.5 / キャブレター 

 

1. スクリューLまたはロージェット 

2. 開いた蝶の制御のためのねじ 

3. バタフライレバー 

4. キャブレタープライム用バルブ 

2 

4 

1 

3 
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4.6 / キャブレター 

 

5. チョークシステム用バルブ 

6. 燃料摂取量 

 
キャブレターの設定を確認する場合は、必ず次の方法で処理を進めます: ネジ L を完全に閉じてから、標準設定

で正確に開きます (図 4.5 を参照)。覚えておいてください:これらのネジの強い圧力(締め付け)は、キャブレターを

修復する場合があります。 

これらのガイドラインに従って、キャブレーションの簡単なチェックを実行できますが、エンジンが安全に点灯して数

分間加熱された後にのみ(段落「開始およびオフ」を参照) 

 

 モーターは一定のアイドル状態を維持する必要があり、消えたり洪水する傾向を持ってはならない。 

 アイドル回転数からスロットルを速く引っ張ると、モーターは消えたり、パワー不足に苦しんだりすることなく

、すぐに反応する必要があります。 

 巡航flight(スロットルの約1/4または1/3)をシミュレートすると、モーターは常に滑らかな通常の推力で

反応し、各エンジン速度を制御する可能性を与える必要があります。 

 フルスロットルでは、推力は一定で、最大速度は9.600〜9.800 RPMの間で安定している必要があ

ります。 

6 

5 



14  

4.6 侵入 

 

侵入のフェーズは注意して実行され、モーターの持続時間と性能を向上させます。モーターは、侵入(15-20リッ

トル)の最初の5時間に注意して使用する必要があります。モーターの最初の起動は、地面(肩)で行われ、数

分間モーターを温め、異常な行動や騒音に注意を払う必要があります。同じ日に、侵入の第 1 フェーズを実行

することをお勧めします。次に、チャート 4.6 と 4.6.1 の表示に従います。 

 

図表 4.6 

ブレーク – で ATOM 80 

 liter  1~15リットルst 

 

オイル 2% または 

50:1 

15リッター以降 liter オイル 1.5%または 

66:1 

 

図表 4.6.1 

 
 

 

 

 

 

 
 

侵入の第 1 段階 

侵入の最初の段階は、地面に行われなければならない、約2

時間続く:15分の動作のサイクルと約15分の休憩に続いて

、エンジンが冷却することができます。 

それはRPMタコメーターとクロノメーターが必要です。最初のシー

ケンスを実行するには、指示に従ってください。 

 
 6000 rpm -> 4分、アイドル1分 

 7000 rpm -> 3分、アイドル1分 

 8000 rpm -> 2分、アイドル1分 

 9000 rpm -> 1分、モーターを止めて15分間冷ま

します。 

 

上記の同じシリーズを4回繰り返します。最後のシリーズの最

後に、モーターを停止し、スパークプラグを確認します。 

 

 

 

侵入の第 2 フェーズ 

地上で最大30分間飛行またはテストを行い、15リットル(約

5時間の運転)を完了します。長時間同じ速度でモーターを使

用しないで、徐々に加速し、減速することが好ましい。ボルト

とコンポンの一般チェックは、次の「初回チェック」の段落に記

載されています。 

 
定期的な使用 

2 番目のステップの最後に、油の割合を 1.5% に減らしま

す。最大 10 時間の使用を行う場合は、次のコントロールを
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繰り返します。 
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4.7 初回検診 

 

 

 

 
最初の10営業時間中に行う必要がある検診のリストの下にここにあります。 

10時間後にこれらのコントロールを繰り返す必要はありません。 

 色侵入の第1段階の終わりにスパークプラグの色を確認してください。 

 1800-2000のrpmの間のアイドル安定性; 

 すべてのネジ、ボルトとナットの締め付け。 

 油、グリースまたはガソリンの異常な漏れの検証; 

 ゴム製取り付けの完全性の検証。 

 

すべての飛行の前に、プロペラねじの締め付けを確認する 
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5.0 仕様書と技術データ 

 
 

チャート 5.0 

 

それは約80 

サイクル 2ストローク 

ストローク 44 mm。 

変位 78.2 cc 

穴 Ø 47.6ミリメートル。 

推力 16馬力9500 RPM 

シリンダー 
アルミニウムの単一シリンダー 

ピストン ダイヤモンドプロファイル、1リングクローム 

 
摂取 量 

 

エアボックスサイレンサー - チョークシステムとウォルブロWG8キャブレター。リードバ

ルブの取り込み 

冷却システム ファンとコンベアを備えた強制空気換気システム 

スターター プルスターター 

クラッチ 調節可能な遠心 

削減 油潤滑ヘリコイドギアリング – 1/3.8 

イグニッションコイル 誘導IDI 

スパークプラグ NGK BR9ES 

温度。EGT/CHT 550°/150° 

最大RPM 9800 RPM 

静圧 
9800 RPM で 125cm のプロペラが付く 9800 の

RPM の 130 cm のプロペラが付く 55 kg 

排気管 共振器とdBキラーチャンバーで手作り 

プロペラ回転 時計回り 

燃料 無鉛ガソリン – 合成油 1.5% 

 

消費 

 

静圧30kgで2.7リットル/時、プロペラ130cm、8000 rpm 

重量 10.5キロ 
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6.0 メンテナンス 

 
この章は、製造、ディーラー、またはセンターアシスタンスヴィットラジに予約されています。あなたが私たちの協力

者である場合、私たちは、私たちの電子メールアドレスに書き込み、マニュアルの不可欠なバージョンを求めるた

めにあなたを招待します。 
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7.0メンテナンスのチャート 

 
グラフ8.0 

 
使用前と使

用後 
25時間ごと 100時間ごと 

解散、油の漏れ、摩耗した
部品 検診 

  

ねじとナット 検診 
  

スライディングスロットル 検診 
  

[強制終了] ボタン 検診 
  

エンジンアイドル 検診 
  

ゴム製取り付け 検診 
 100時間または1年に、交換 

スパークプラグカラーによ
るキャブレター 

 
検診 

 

キャブレター 
 検診と 

クリーニング 
 

キャブレター膜  
検診 

100時間または1年に、交換 

エアボックス 
 検診・清掃  

エアボックスマニホールド 
  100時間または1年に、 

交換 

 

プルスターターシステム 

 一般検診:ロープ、スプリ

ング、および 

フック 

ロープ、スプリング、フックまたは新

しいプルを交換してください 

スターター完了 

リードバルブ 
 

検診 花びらの置換 

防音材サイレンサー   検診。200時間後交換。 

スパークプラグ 
 

交換 
 

ガスケット 
  

交換 

ピストンリング 
  

交換 

 
ピストン 

  すすを洗浄し、測定します。 

200時間後交
換。 

ピストンローラーベアリング 
  

交換 

Oリングヘッド 
  

交換 

 

ヘッドとシリンダー 

  頭からすすを掃除します。シリン

ダーメジャー、 

排気ポートのクリーニング。 

オイルシールカーターケース 
  検診。200時間交換 

replacement 

ベアリングクランクシャフト 
  

200時間交換 replacement 
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クランク シャフト 

  200時間測定まで。
ローラーベアリング交換 

 

ギアボックスオイル 

 最初のオイル交換
25h。50hで2番目 

 

交換間隔 50時間 

遠心クラッチ 
  検診。200時間測定まで 

measurement 
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8.0 締め付けトルクと特殊工具 

 
チャート 9.0 

シリンダーヘッドナット 
10 Nm 

フライホイールナット 
55 Nm 

クランクケースねじ 
6.5 Nm 

還元ねじ 
10 Nm 

スパークプラグ 
25 Nm 

シリンダースタッド 
8 Nm 

エキゾーストスタッド 
10 Nm 

キャブレターフランジねじ 
6 Nm 

キャブレターコネクタネジ 
5.5 Nm 

カーボンプロペラねじ 
10 - 12 Nm 

木製プロペラねじ 
6 - 7 Nm 

4つのmmのねじかナット 
2.5 - 3 Nm 

5 mm のねじまたはナット 
6 - 6.5 Nm 

6 mm のねじまたはナット 
10 Nm 

8 mm のねじまたはナット 
25 Nm 

1 Kgm=9.81 Nm 



22  

9.0 スペアパーツ 

 
スペアパーツについては、ヴィットラジのディーラーにお問い合わせください。販売店が地域または国で利用できない

場合は、最寄りのヴィットラジディーラー(または直接工場)にお問い合わせください。 

当社のウェブサイトから直接、Vittorazi  Motorsのスペアパーツリストをダウンロードすることができます。T

彼のメーカーは、スペアパーツの即時可用性を確保します。 

 

Vittoraziによって認識されていない非オリジナル部品や部品の使用は、モータを危険にすることができ、これはす

ぐに保証を無効にします。Vittoraziは、非オリジナル部品、認識されていない部品、改造されたモーター、または

不適切に使用された部品で使用されるmororの保証を受け入れません。 
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10.0 よくある質問 -  FAQ 

 

モーターが始動せず、スパークプラグに火花が入っていない 

スパークプラグが摩耗しているか、欠陥がある それを置き換える 

 
スパークプラグはガソリンから濡れています 

スパークプラグとキャブレターを分解します。モータ

を手で the始動して回します。ドライ the 

スパークプラグ。 

スパークプラグは電極にすすが付いている 
  アイロンブラシでき

れいにするか、交換してください。   

スパークプラグキャップが正しく表示されない 
ケーブルと共に取り付けられている キャップを点検または交換してください。 

シャットダウンボタンは地球にリンクされています 
ボタン、ケーブル、配線の動作を確認してください。 

 

電気システム 
ケーブルや配線が摩耗または開かないようにし

てください。 

正しいインストールを確認してください。 

点火コイルに問題がある それを置き換える 

 

モーターが始動せず、スパークプラグに火花が生じ 

間違ったキャブレター 標準のキャブレーションを復元する 

モーターは、開始の間違った手順のためにあ

まりにも多くのガソリンを受け取りました 

スパークプラグとキャブレターを分解します。スタ

ーターの助けを借りてモーターを手動で回しまし

ょう。 

スパークプラグを乾かします。 

モーターが受け過ぎている 

間違ったキャブレーションのためのガソリン。スパーク

プラグが濡れている。 

上記のように。標準のキャブレーショ

ンを復元します。 

リードバルブが使い古されている 花びらを交換する 

 

接合部からの空気の吸引 

制御し、必要に応じて、ガスケット、Oリング
またはオイルシールを交換します。 

吸引または排気管が詰まった 
エアボックス、排気管、サイレンサの導管を

確認してください。 

キャブレターの問題 分解および検査 
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モーターは順調に始動するが、電力が不規則または低い 

採用されたプロペラはヴィットラジから認定されて

いません 
交換 

スパークプラグが摩耗しているか、欠陥がある 交換 

スパークプラグは電極にすすが付いている 
アイロンブラシできれいにするか、交換

してください。 

theスパークプラグキャップがケーブルに十分に
取り付けられていない キャップを点検または交換する 

 

電気システム 
ケーブルや配線が摩耗または開かないようにし

てください。 

正しいインストールを確認してください。 

点火コイルに問題がある それを置き換える 

間違ったキャブレター 標準のキャブレーションを復元する 

リードバルブが使い古されている 花びらを交換する 

 

接合部からの空気の吸引 
確認して交換し、必要に応じてガスケット、

Oリングまたは 

オイルシール. 

吸気または排気管が詰まった 
エアボックス、排気管、サイレンサの導管を

確認してください。 

タンク内のガソリンは熟成され、ある 
水または他の液体、それは汚れている 

タンクを空にして、 
燃料 

タンク内のガソリンは、オイルの間違った割合を

持っています 

タンクを空にして燃料を交換する 

回路タンクからの空気吸引- 
電球フィルターキャブレター 

ジャンクションを確認するか、または 
熟成パイプラインまたは電球 

汚れたガソリンフィルター 交換 

すり膜が摩耗 交換 

頭のすすが多すぎる それをきれいにする 

シリンダーまたはピストンに問題がある 交換 

クラッチのスプリッピング それを置き換える 

 

過熱 

採用されたプロペラはヴィットラジから認定されて

いません 交換 

タンク内のガソリンは、オイルの間違った割合を

持っています 
タンクを空にして燃料を交換する 

間違ったキャブレター 標準のキャブレーションを復元する 

 

接合部からの空気の吸引 

チェックと置換、場所 

必要に応じて、ガスケット、Oリングまたはオ
イルシール。 

空気コンベアは、亀裂や損傷を提示 交換 

 

振動 
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プロペラの分裂 
小さな亀裂:賠償は経験豊富な人に対し

てのみ許可されます。 

それ以外の場合は交換します。 

コンポーネントの分解(マフラー、ベアリング、ブ

ラケット) 

モーターを確認します。使用しないでください。 

問題が特定され、解決されるまでモーター。 

ゴム製取り付けの分解 交換 
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うるさ さ 

 

プロペラの分裂 

小さな亀裂:賠償は経験豊富な人に対し

てのみ許可されます。 

それ以外の場合は交換します。 

コンポーネントの分解(マフラー、ベアリング、ブ

ラケット) 

モーターを確認します。問題が特定されて解

決されるまで、モーターを使用しないでください

。 

防音材が摩耗 交換 

ガスケット接続排気/サイレンサー 交換 

ボックスリダクションからのギア 分解および検査 

 

突然の電源を切る 

回路タンク-バルブフィルターキャブレターからの空
気の吸引 

ジャンクションを確認するか、または、期限切

れのパイプラインまたは電球を交換してくださ

い 

スパークプラグが摩耗しているか、欠陥がある 交換 

スパークプラグは電極にすすが付いている 
アイロンブラシできれいにするか、交換

してください。 

スパークプラグのキャップがケーブルに十分に取り

付けられていない キャップを点検または交換してください。 

 

電気システム 
ケーブルや配線が摩耗または開かないようにし

てください。 

正しいインストールを確認してください。 

点火コイルに問題がある 交換 

過熱 上記のセクションを参照してください: 過熱 

キャブレターの問題 分解および検査 

 

サイレンサーからの強いスモーキーさ 

タンク内のガソリンは、オイルの間違った割合を

持っています 
タンクを空にして燃料を交換する 

間違ったキャブレター 標準のキャブレーションを復元する 

防音材が摩耗 交換 

 

油の漏れ 

エクスヒューストパイプへの接続シリンダー 2つのOリングを交換してください 

サイレンサーへの接続排気管 ガスケットを交換してください 

排気球ジョイント 
パーツまたは交換用スプリングをラインアップ 

 

サイレンサー 

シンナーでサイレンサーをきれいにし、 

防音を交換し、接合部にシールペースト

を追加 
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クランクケース、オイルシール、Oリングまたはガスケット 

分解、平野をきれいに、摩耗したコンポーネン

トを交換し、シーリングペーストを追加し、ここ

で 

いる。 

 

還元のクランクケース、ガスケット、シール 

減らされたクランクケースを分解し、平野を

きれいにする。ガスケットとシールの交換 
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11.0 保証 

11.1 保証登録 

 

ディーラー/メーカーが「保証クーポン」(次の段落で見つけることができます)を記入し、モーター販売/出荷日か

ら60日以内に保証を担当するヴィットラジモーターズに送信することが重要です。 

「保証クーポン」は、モーター所有者の名前と住所、製品のモデル番号とシリアル番号、購入日、名前、ディーラ

ーの住所を識別するためにn eedされています。 

ディーラー/メーカーは、コンパイル後すぐに「保証クーポン」のコピーをクライアントに渡す必要があります。工場では

、このクーポンは製品の唯一の識別形式を表すため、将来の使用のために保存する必要があります。 

製品が保証の対象となるメンテナンスの介入を必要とする場合、dealerは購入日を確認するために「保証

クーポン」のコピーを表示するように求めることができます。 

クライアントは、ディーラー/メーカーが直ちに「保証クーポン」を記入し、そのコピーをメーカーに送付するこ

とを確認する必要があります。 

 

11.2 保証限度 

 
私たちは、すべての新しいエンジンVittoraziは、クライアントが当社の製品を販売するためにVittoraziから承

認されているディーラー/メーカーから製品を購入する場合、材料や技量の欠陥から解放されることを保証します。 

最高のエンジンの安全性と信頼性を保証するために、すべてのモーターは、事前に検証テストと飛行のシミュ

レーションに提出され、テストベンチで約15分間行われます。 

この保証は、購入日から1年間有効です。 

NY保証請求は、認定販売店に要求する必要があります。その後、モーターが保証の対象である限り、製品の

検査と賠償を計画することは、そのようなサービスセンターの責任となります。 

クライアントがeng ineを送信する必要がある場合、または1つ以上のコンポーネントを検査または修理す

る必要がある場合、すべての送料(および最終的な関税)は、前払いも必要とするクライアントが負担しま

す。 

所有者はまた、「保証クーポン」と一緒に、請求書や商業請求書などの「購入の証明」のコピーを表示する必

要があります。 

上記の書類の1つが紛失した場合、顧客は少なくとも1つを提供する必要があります。 

したがって、本保証に従って、工場の義務は、不良部品の賠償および/または1の交換に限定される 

より多くのコンポーネント、またはエンジンの機能を完全に復元するために必要なもの。 

本保証は、保証期限が切れた後の賠償、部品の交換、サービスの提供を対象としません。 
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11.3 保証範囲 

 

この章の目的は、保証の適用範囲に関して、最も頻繁に誤解を避けることです。 

私たちは、モーターの全寿命の間に人/物/動物に起因するすべての問題または損傷に対して、製造業者または

モーターのディーラーに起因する責任がないことを思い出させます。また、この製品は認定されておらず、実験機に

専用されており、いつでも故障したり作業を停止したりできることを思い出します。 

モーターによって引き起こされたいかなる逆境に対しても、製造業者または販売業者はそのような行為に責任を

負いません、そして、人/物/動物に引き起こされた直接的または間接的な損害は補償されません。 

保証の対象とならないサービスの種類の一部は、ここに記載されています。保証の適用範囲に関する質問につ

いては、認定販売店または直接、詳細を提供できる事実に連絡してください。 

保証の介入の間に取り替えられたすべての部品は、欠陥または非準拠の両方で、Vittorazi Motorsの財産

になります。 

この保証は、形状または材料に欠陥のある部品、指定された使用に適合しないプロジェクトに対して、工場から

正しく組み立てられていない部品によって引き起こされるモーターの損傷をカバーします。 

エンジンまたはエンジン部品の保証請求によるすべての送料は、お客様が負担します。 

 

以下の理由による損害は、保証の対象となりません。 

 部品の通常の摩耗; 

 非オリジナルのスペアパーツを使用します。 

 無視、メンテナンスの欠如、事故、異常な操作、不適切な設置またはメンテナンス、モータの性能に影

響を与える可能性のあるその他の原因。 

 モータの不適切な使用または虐待; 

 間違った規制や設定、一般的なコントロールの省略、キャブレター、ガソリンフィルター、タンクと燃料シス

テムのクリーニングを逃した。 

 このモーターのために承認されていない付属品または部品の使用; 
 コンポーネントの変更または削除。 

 非有能な整備士またはヴィットラジの認可されていない援助センターによって行われた賠償。 

 このマニュアルで指定されているメンテナンス手順の定期的な時間間隔での実行に失敗(章「メンテナン

スのチャート」を参照)。 

 任意の航空機にモーターのexhiveまたは間違ったインストールではありません。 

 ヴィットラジ・モーターズによって承認されていないモーターへの変更; 

 保証の対象となるもの以外に、クライアントが必要とするさらなるメンテナンス介入 

 

以下のケースを参照できるため、ピストンシリンダの差し押さえまたはピストンの分割(およびシリンダ、ヘッド、クラ

ンクシャフト、ベアリングなどの結果的な損傷)の保証によって除外されます。 

 最初のチェックに関係なく(「最初の検診」の章を参照)。 

 ガソリン/オイルの混合の潤滑または間違った割合なしでガソリンの使用; 

 燃料、液体、潤滑剤whichの操作は、この製品では使用できません。 

 不適合ガソリン(水、添加物、不純物の存在)、または長期間保存。   

 ギアボックスの減少に油の欠如やVittoraziから認可されたオイルを使用していません; 
 キャブレターのメンテナンスや悪いクリーニングの欠如; 

 したがって、マニュアルの徴候を無視して、間違ったキャブレーション。 
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 砂やほこりを含む任意の余分な部分の吸引; 

 このモーターの使用のためにヴィットラジによって承認されていないプロペラの使用; 

 損傷したプロペラまたはバランスの取れていないプロペラの使用。 

 間違った組み合わせプロペラ/減速比を持つモーターの使用; 
 前のリストに既に記載されている他の原因 

 

以下の損害は、保証または補償の対象となりません。 

 モーターの一般的な使用によって引き起こされる人/物/動物に; 

 プロペラとの衝突によって引き起こされる人/物/動物に、またはモーターによって取り外された部分によっ

て引き起こされる; 

 ケージに、航空機のコンポンエンツおよび/またはモーターから取り外された任意の部分との衝突によって

引き起こされるプロペラに; 

 任意のタイプの回収、出荷、電話またはレンタル料金、時間の欠点または無駄、またはその他の間接

的な損害に対する費用。 
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保証クーポン 

 
クライアント name と姓名前 

 クライアントアドレス 

クライアントの電子メールと電話    

エンジンモデル    

エンジンシリアル番号  購入日 

   

ディーラー/メーカーの署名 クライアントの署名 

このフォームに署名すると、クライアントは保証の条項と条件を読み、理解し、受け入れたことを確認します。通信データは、安全な紙および/または電子フ

ァイルに記録され、2003年6月30日付の立法令196thによって確立されたプライバシー保護の原則および他の適用される現在の法律に従って、ヴィット

ラジ・モーターズ®によって使用されます。 

11.4 ワ・ランティクーポン coupon 

 

保証クーポンは、60日以内に販売店から工場へファックス、電子メール、または通常の郵便で送付する必要が

あります。クライアントは、保証クーポンのコピーを1枚受け取り、1枚の「購入の請求書/請求書」を添付する必

要があります。 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ディーラーの公式スタンプ 
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12.0 連絡先 

 

 
モータの動作に関するご質問、クレーム、疑問、問題などございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たち

は常にあなたを助ける準備ができています。 

 
 
 

登録事務所および 

本社: マルシェ経由, 1/3/5  – 
62010モロヴァレ (MC) – イタリア 

電話/ファックス: +39 0733 866585 
電子メール: info@vittorazi.com 
スカイ プ:ヴィットラジ・モーターズ 
ウェブサイト: www.vittorazi.com 

mailto:info@vittorazi.com
http://www.vittorazi.com/
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