
Appendix 

amendments to manual EOS 100 and EOS 100 Booster (ICI) 

status 11.2017 

 
 

 
Drive belt tension 駆動ベルトの張力 

The tension of the belt needs to have proper adjustment. New engines should come with the 

right setting of the belt tension. However, after some time of engine operation it may and 

most probably will become necessary to re-adjust the tension. 

ベルトの張力は適切な調整が必要です。 新しいエンジンには、ベルト張力の正しい

設定が必要です。 しかし、エンジン運転のある時間後に、おそらく張力を再調節す

る必要があるかもしれない。 

A to loose tension of the belt will result in slipping and loss of power and thrust in medium 

and high engine RPM as the propeller is not turning in the same speed as the inducement. 

You may hear a squeaky noise and in very short time the belt will get damaged and in 

consequence needs replacement. 

プロペラが誘発と同じスピードで回転していないので、ベルトの緩い張力にAは中

程度および高いエンジン回転数での滑りおよび動力の損失および推力をもたらす

。 すこやかな騒音が聞こえるかもしれませんし、非常に短時間でベルトが傷つき

、結果的に交換が必要になります。 

A to high tension of the belt will result in increased friction and loss of power and thrust in 

all engine RPM, engine will not reach max. RPM as it should. Extensive force may react on 

crank shaft, clutch and drive wheel bearings as well as on drive wheel support bracket what 

may lead to damages in medium and long term. 

ベルトの高張力化により摩擦が増加し、エンジン回転数が低下して動力と推力が失

われ、エンジンが最大に達することはありません。 RPMが必要です。 クランクシ

ャフト、クラッチ、ドライブホイールベアリング、およびドライブホイールサポー

トブラケットには、中長期的に損害を与える可能性のある大きな力が作用します。 

Advice how to set the right belt tension;  正しいベルトの張りをどのように設定するか

アドバイス; 

 
 

 
Untighten the shown bolts, open one after 

the other in small steps, until you can easily 

turn the drive wheel eccentric shaft 

ドライブホイールの偏心軸を容易に回



すことができるようになるまで、示さ

れているボルトを緩め、小さなステッ

プで順次開きます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

set your torque wrench to 8-9 NM, use a Inbus type hexagon socket 8mm (metric) 

トルクレンチを8-9 NMに設定し、Inbusタイプの六角ソケットを8 mm（メートル法） 

 

 

 

 

 



fit Inbus socket into the center bolt of the drive wheel front as shown. Now start to turn 
slowly in anticlockwise direction (!, never in the other way) until you reach the set torque 

図のようにInbusソケットをドライブホイールのフロントの中央ボルトに差し込みます

。 設定されたトルクに達するまで反時計回り方向にゆっくりと回転し始めます（！、

他の方法で決して決して） 

 
 
 
 

 

Now by holding the wrench / exactly keeping the set torque force start to close the 2 bolts 

on the drive wheel bracket what you have initially opened to prevent the eccentric shaft to 

turn back. Now in small steps close the 2 bolts one after the other until tight. We again refer 

to the bolts’ general torque table in the manual. 

今度はレンチを握って、設定されたトルク力を正確に維持して、最初に開いたドラ

イブホイールブラケットの2本のボルトを閉じて、偏心軸が戻らないようにします。 

今すぐ小さなステップで2つのボルトを締め付けて、締め付けます。 マニュアルの

ボルトの一般的なトルクテーブルを参照してください。 

 

 

Propeller damages プロペラダメージ 

Damagesto the propeller, even small ones, caused by stones or other objects whatsoever 

what may fall into or go through the propeller will generate imbalance resulting in increased 

vibrations. These vibrations, if not very minor, may cause defects to the engine and engine 

parts and/or to the whole system. By an expert propeller damages can be repaired and the 

propeller can be newly balanced. It is strongly recommended therefore to care for a 

balanced propeller or do a replacement if a repair is not possible or not practicable. 

プロペラのダメージ、たとえ小さなものであっても、石やその他の物によって引き

起こされたものがプロペラに落ちたり入ったりすると、不均衡が生じ、振動が増え

ます。 これらの振動は、それほどではないにせよ、エンジンおよびエンジン部品お

よび/またはシステム全体に欠陥を引き起こす可能性がある。 エキスパートのプロペ

ラによって、損傷を修復することができ、プロペラを新たにバランスさせることが

できる。 したがって、バランスの取れたプロペラを気にかけたり、修理が不可能な

場合や実行不可能な場合は交換することを強くお勧めします。 

Important note! – If you had a propeller stroke and in consequence a broken propellerit is 

strongly recommended to replace all propeller bolts to new due to the heavy shock loading 

what may have occurred. Both, an imbalanced propeller in long term and a shock loading 

after a broken propeller may also damage or brake the boltsconnecting the drive wheel 

bracket with the engine housing. A check of these bolts is imperative and a replacement 

safety wise recommended (to use only proper 10.9 bolt quality with Torx head, properly 

tightened acc. to the bolts’ torque table and secured with Loctite 243 thread locker!). 

重要な注意点！  - もしあなたがプロペラのストロークを持っていて、その結果、壊れ



たプロペラは、発生したかもしれない重い衝撃荷重のために、すべてのプロペラボル

トを新しいものに交換することが強く推奨されます。 長期的に不均衡なプロペラと、

破損したプロペラの後のショックローディングの両方が、駆動輪ブラケットをエンジ

ンハウジングに接続するボルトを損傷またはブレーキする可能性がある。 これらのボ

ルトの点検は必須であり、安全を賢明に置き換えることを推奨しています（Torxヘッ

ドで適切な10.9ボルトの品質のみを使用する 

acc。 ボルトのトルクテーブルに接続し、Loctite 243スレッドロッカーで固定します）

。 



Propeller hub extensions プロペラハブの拡張 

A hub extension to bring the propeller further back for certain reasons (frame construction, 

different engine applications, purpose to increase thrust etc.) is seen as a general design 

change of our engine. Possible influences resulting by the additional prying effect cannot be 

foreseen and are not tested by EOS engine. 

If nevertheless offered by a Paramotor-System supplier, then we advise to follow the 

operating and maintenance instructions given from this particular System manufacturer. 

特定の理由（フレーム構造、異なるエンジン用途、推力を増加させる目的など）

によりプロペラをさらに後退させるハブ延長部は、当社エンジンの一般的な設計

変更と見なされます。 追加の吊り上げ効果による可能性のある影響は予測でき

ず、EOSエンジンでテストされていません。 

それにもかかわらず、Paramotor-Systemサプライヤーが提供する場合は、この特

定のシステムメーカーから提供された操作および保守の指示に従うことをお勧め

します。 

 

 
Mesh filter in carburetor - necessity for cleaning in a periodic time lapse 

キャブレターのメッシュフィルター - 定期的な時間経過でのクリーニングの必要性 

After the fuel inlet nipple, placed on the inside of the carburetor at the side where the 

membrane of the fuel pump is located, there is a fuel mesh filter. Even if you have installed a 

fuel filter in the fuel lines still dirt can reach this subject additional filter and can block a 

sufficient fuel flow. Especially additives in the fuel can cause this impurity (f.e. Ethanol). 

Sometimes it looks like a "jellylike" layer on the mesh filter. This can mostly pass the regular 

installed fuel filter but getting stuck in this internal very finely woven mesh filter. 

燃料ポンプの膜が位置する側の気化器の内側に配置された燃料入口ニップルの後に

、燃料メッシュフィルタがある。 燃料ラインに燃料フィルタを取り付けても、汚れ

がこのフィルタに届き、十分な燃料流量を遮断することがあります。 特に、燃料中

の添加物はこの不純物（例えば、エタノール）を発生させる可能性がある。 

メッシュフィルター上に「ゼリー状」のように見えることもあります。 これは、通

常、定期的にインストールされた燃料フィルタを通過することができますが、この

内部非常に細かく織り込まれたメッシュフィルタにこだわっている。 

Indication for a polluted mesh filter; 

- loss of power 

- loss of quick acceleration 

- engine not reaching max. RPM 

- engine reaching lesser and lesser RPM only, at the end running only at idle or stopping   

totally 



- 汚染されたメッシュフィルターの表示。 

-  - 力の喪失 

-  - 急加速の喪失 

-  - エンジンが最大に達しない。 RPM 

-  - アイドリング時または完全停止時にのみ、エンジンの回転数が下がり、下が

ります 

Caution! - A polluted mesh filter may cause the engine to start running to lean step by step 

with danger of overheating and melting the piston! We therefore recommend to check the 

filter at least every 30 hours of engine operation. 

注意！  - メッシュフィルターが汚れていると、エンジンが過熱してピストンを溶か

す危険性があるため、ステップバイステップでエンジンを始動させる可能性があ

ります。 したがって、少なくとも30時間ごとにエンジンの運転を確認することを

お勧めします。 



 



ICI 

Induced controlled ignition; Engines EOS 100 Booster have been upgraded to a new ignition 
system from productions series June 2017 onward. The new ignition grants for; 

• remarkable easier start-up 

• less sensitive to flooding 

• perfect stable idle run with even lower RPM 

• perfect run in all stages of RPM 

• increased max. RPM with increased thrust 

• easier start up when engine is hot 

誘導された制御点火; エンジンEOS 100 Boosterは、2017年6月以降の

プロダクションシリーズから新しい点火システムにアップグレード

されました。 新しい点火のためのグラント。 

•はるかに簡単な起動 

• 洪水に敏感ではない 

• より低いRPMで完璧に安定したアイドル運転 

• RPMのすべての段階で完璧に実行 

• 増加した最大。 増加した推力を有するRPM 

• エンジンが熱いときに始動が容易 

 

Exhaust rubber mounts - safety straps 

排気ゴムマウント - 安全ストラップ 

 
Extensive vibrations caused f.e. by an unbalanced or wrong propeller may shake the engine 
and especially the exhaust in a severe way. In consequence the exhaust rubber mounts may 
get damaged and/or may brake totally. In order that the exhaust cannot get seperated from 
the engine going into the propeller and/or fall from the sky we have added safety straps to 
the exhaust rubber mounts. 
 



 

広範囲の振動がf.e。 不均衡または間違ったプロペラがエンジンを揺さぶったり、特に排

気を激しく振ったりする可能性があります。 その結果、排気ラバーマウントが損傷を受

けたり、完全にブレーキがかかったりすることがあります。 プロペラに入るエンジンか

ら排気が分離できないように、そして/または空から落ちるために、排気ラバーマウン

トに安全ストラップを追加しました。 

 
 

Re-torque cylinder head nuts 再トルクシリンダヘッドナット 

 
We recommend to re-tighten the cylinder head nuts after the first 2 hours of 
engine operation. Open front part of the cooling cover and re-torque nuts 
with a torque wrench setting 18NM (tighten nuts crosswise). 

エンジン運転の最初の2時間後にシリンダーヘッドナットを締め直すこ

とを推奨します。 冷却カバーの前部を開き、トルクレンチを18NMに設

定してナットを再度締め付けます（ナットを十字に締めます）。 

 
Caution! - Open counter nuts first, remove them totally, re-torque main nuts with 18NM, re- 
install counter nuts again and also re-torque them with 18NM. 



注意！ - 最初にカウンターナットを開き、完全に取り外し、18NMでメインナットを再

締め、カウンターナットを再度取り付けなおし、18NMで再びトルクをかけます。 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

Amendment to warranty terms 保証期間の変更 

 
Excluded from warranty claim are wear parts such as rubber mounts on main engine 
bracket, rubber mounts of the exhaust, airbox rubber fitting (junction flange), drive belt, 
spark plug, gaskets and membranes, starter rope. Disregarding the age and the operation 
time of the engine. 

主エンジンブラケットのゴムマウント、排気ガスのゴムマウント、エアボックス

ゴム継手（接合フランジ）、ドライブベルト、スパークプラグ、ガスケットおよ

びメンブレン、スターターロープなどの摩耗部品は、保証請求から除外されます

。 エンジンの年齢および運転時間を無視してください。 

 
 
 



 

New carburetor on engines EOS 100 Booster ICI 
- from Sept. 15th 2017 onward 

エンジンの新しいキャブレターEOS 100 Booster ICI 

- 2017年9月15日以降 

 
Alle engine series are equipped now with the type Walbro WB 37 (modified) due to more 
reliable and stable engine running, with lesser danger for a possible lean run what may end 
in engine damage (piston failure, burned hole in piston head). 

Alleエンジンシリーズは、より信頼性と安定性の高いエンジン走行により、Walbro 

WB 37（改造型）を搭載しています。エンジンの破損（ピストンの破損、ピストン

ヘッドの燃焼穴）のリーンランニングの危険性がより低くなります。 

 

Standart settings; 
L jet adjuster screw: 1 ½ turns out (anti clockwise) 
H jet adjuster screw: 1 ¼ turns out (anti clockwise) 
Pop Off pressure: 11 PSI 
Lever distance: 1mm 

標準設定。 

Lジェットアジャスタースクリュー：1 1/2回転（反時計回り） 

Hジェットアジャスタースクリュー：1 1/4回転（反時計回り） 

ポップオフ圧力：11 PSI 

レバー距離：1 mm 

 

 
 

idle adjuster screw 

H jet adjuster screw (sealed with shrink 

tube or laquer) 

 

 
L jet adjuster screw 

 
 
 
 
 

For general understanding; 
The engines come pre-adjusted from the factory in Austria with above mentioned standard 
settings. These are "safe" settings rather on the rich side, for a rich combustion. These 
resulting in a spark plug picture being on the rather "black" side - please see manual page # 
10 (or figure at the end of this chapter) - picture from #14 "best" in direction to left/up/rich. 
The Austrian factory being on a certain area in a certain altitude MSL (mean sea level), but 
also in changing conditions of air temperature and humidity. Therefore whenever the engine 
being operated at another location / in other conditions there is practically need of doing re- 
adjustments of L jet and H jet screws. As a general rule please note; 
- combustion getting richer when; 



- - engine operated in higher altitudes above MSL 
- - engine operated in warmer air temperatures 
- - engine operated in more dry (less humidity) air conditions 
- combustion getting leaner when; 
- - engine operated in lower altitudes 
- - engine operated in colder air temperatures 
- - engine operated in more humid air conditions 
A slightly to rich engine setting is no problem and safe (spark plug pictures #9-#13 / manual 
page 10 / figure end of this chapter). A far to rich setting resulting in rough engine run, not 
reaching max. RPM and has lesser power, dying at idle. Worse start up then normal. 
Impurifying the engine, excessive oil may come out from the exhaust. Higher to even 
excessive fuel consumption. Debris building inside the combustion chamber (piston, head). 
BUT; no damage to the engine can occur! 
CAUTION(!); - In opposite, a to lean setting will lead to a soon or even instant(!) engine 
overheat and damage (hole in piston head, seizing). All onward pictures #21-#29 / manual 
page 10 / figure end of this chapter indicate a to lean up to a way to far to lean setting. 
We recommend to aim to reach a spark plug appearance as per pictures #11-#14 by 
adjusting the H jet accordingly! 
 

一般的な理解のために。 

エンジンは、上記の標準設定でオーストリアの工場から事前調整されています。こ

れらは豊かな燃焼のために、豊かな面ではなく「安全な」設定です。これらはスパ

ークプラグの画像をむしろ「黒い」側にしています - マニュアルページ＃10（また

はこの章の最後にある図）の画像を参照してください。オーストリアの工場は特定

の高度MSL（平均海面水位）の特定の地域にあるだけでなく、気温や湿度の変化す

る状況にもあります。したがって、エンジンが別の場所で運転されるとき/他の状

況では、LジェットスクリューおよびHジェットスクリューの再調整が実際に必要

である。原則としてご注意ください。 

- 燃焼はより豊かになる。 

- - MSLより高い高度で運転されるエンジン 

- - より暖かい空気温度で作動するエンジン 

- - より乾燥した（より湿度の低い）空気条件で運転されるエンジン 

- 燃焼がより希薄になる。 

- - 低高度で運転されるエンジン 

- - より寒い気温で運転されるエンジン 

- - より湿った空気条件で運転されるエンジン 

わずかに豊富なエンジン設定は、問題なく安全です（スパークプラグの絵＃9-＃13 

/マニュアルページ10 /図の最後）。ラフなエンジン走行をもたらし、最大に達しな

い豊かな設定。 RPMを使用し、アイドル時に死亡するパワーは小さくなります。

悪いスタートをしてから通常に。 

エンジンを汚すと、排気ガスから過剰なオイルが出ることがあります。燃料消費量

が過大になることもあります。燃焼室（ピストン、頭部）の内部に堆積したデブリ

ス。しかし;エンジンに損傷を与えることはありません！ 

注意（！）; - 反対に、リーン設定では、即時または即時（！）エンジン過熱およ

び損傷（ピストンヘッドの穴、焼き付き）が発生します。この章のすべての前方写

真＃21-＃29 / manual page 10 / figureの末尾には、遠くから希薄な設定への道があ

ります。 

それに応じてHジェットを調整することにより、＃11〜＃14の画像ごとに点火プラ

グの外観を達成することをお勧めします。 

 



 

If you have any problems or doubth for a correct engine setting, go back to the standard H- 
jet and L-jet setting as above described and consult with an expertised person and/or your 
dealer! 

エンジンが正しく設定されているかどうかに問題がある場合は、上記のように標準

のHジェットとLジェットの設定に戻って、熟練者および/または販売店にご相談く

ださい。 

 
Please note; - With a wrong setting of the L jet adjuster screw the engine cannot get 
damaged. However, with a wrong setting of the H jet adjuster screw very quick (only in 
case to lean)! The setting of the L jet will not influence the spark plug picture! 

ご注意ください; - Lジェットアジャスタースクリューの設定が間違っていると、エ

ンジンが損傷することはあります。 しかし、Hジェットアジャスタースクリューの

設定が間違っていると、すばやく（リーンの場合のみ）！ Lジェットの設定はスパ

ークプラグの画像に影響します！ 

 
spark plug pictures - steps from rich to best; 
(H jet adjuster screw only!) 
- in 5min. turn steps (clockwise) - each of this step will "jump" about over about 4 pictures 

スパークプラグの写真 - 豊かなものから最高のものへのステップ。 （Hジェットア

ジャスタねじのみ！） 

- 5分で ステップを（時計回りに）回す - このステップの各々は、約4枚以上の写真

について「ジャンプ」する 

 
spark plug pictures - steps from best to hot / lean; 
- in 1min. turn steps (clockwise) - each of this step will "jump" about over 1-2 pictures 
CAUTION(!); - do not proceed with 5min. turn steps(!). Do not exceed a 3min. turn clockwise 
from the optimum spark plug picture towards lean as here already the engines starts to run 
to hot with danger of damage! 

スパークプラグの写真 - 最高から暑い/痩せたまでのステップ。 

 - 1分で ステップを（時計回りに）回す - このステップの各々は、約1-2枚の絵につ

いて「飛び降りる」注意（！）;  - 5分間続けないでください。 ステップを回す（！

）。 3分を超えないでください。 最適な点火プラグの画像から希薄に向かって時計

回りに回してください。ここでエンジンは損傷の危険で熱くなっています！ 

 
=> turning the jet adjuster screw clockwise will go from rich to lean (H and L) 
=> turning the jet adjuster screw anti clockwise will go from lean to rich (H and L) 

 

=> the L jet influencing idle to low/medium RPM combustion 
=> the H jet influencing medium to high and full RPM combustion 

 

=>ジェットアジャスタースクリューを時計回りに回すとリッチからリーンになり

ます（HとL） 

=>ジェットアジャスタースクリューを反時計回りに回すと、リーンからリッチ（H

とL） 

 

=>低/中RPM燃焼にアイドリングするLジェット 



=> Hジェットが高RPM燃焼に影響する 

 
 
Remark; - To get indication from the spark plug there is need to run the engine at full power 
from 3min. constant run onward. Engine runs in low or medium RPM will not considerably 
change the spark plug picture and/or bring a usable result. But also do not run the engine 
excessively at full power as 3min. or 3-5min. is enough! 
CAUTION(!) - run the engine safely fixed on ground with appropriate distance to the 
propeller! Or run it on your back only. 

リマーク; - スパークプラグからの指示を得るには、エンジンを3分間フルパワーで作動

させる必要があります。 一定の前進を続ける。 低または中回転でのエンジン運転は、

点火プラグの画像を大幅に変更したり、使用可能な結果をもたらすことはありません。 

また、フルパワーで過度にエンジンを3分間運転しないでください。 または3~5分。 十

分です！ 

注意（！） - プロペラに適切な距離でエンジンを安全に地面に固定してください！ また

は、あなただけの上でそれを実行します。 

 
If you feel your engine starting and runing fine, idles well then stay with the standard factory 
settings. In case you have problems with idle run, bad acceleration, low power and not 
reaching max. RPM, seeing a wrong spark plug picture then proceed with adjustements of 
the L or H jet or both. Also make sure you have a correct setting of the idle adjuster screw! 

エンジンが始動してうまく走っていると感じたら、標準設定の工場出荷時の設定を

そのままにしてください。 アイドルラン、悪い加速、低出力、最大に達しないなど

の問題がある場合 RPM、間違った点火プラグの画像を見て、LジェットまたはHジ

ェットの調整、またはその両方を続行します。 また、アイドルアジャスタースクリ

ューを正しく設定していることを確認してください。 

 

Remark; - Make sure you have a correct and a from EOS engine recommended propeller 
installed! A not with the engine matching propeller will never allow a correct engine run! 
Make sure you have a correct fuel/oil mix! A to oily mix will not allow a correct engine run. 
CAUTION(!) - A to poor oil percentage will make the engine seize! Make sure you have a 
fresh good working and correct type of spark plug! 
For adjustments proceed as follows; 
- adjustment of the idle screw 
- adjustment of the L jet screw 
- adjustment of the H jet screw 
starting from the factory settings; L jet adjuster screw 1 ½ turns out (anti clockwise) and 
H jet adjuster screw 1 ¼ turns out (anti clockwise) 

リマーク; - 正しいEOSエンジン推奨プロペラがインストールされていることを

確認してください。 プロペラに合ったエンジンではなく、正しいエンジンを走

らせることは決してありません！ あなたは正しい燃料/オイルミックスを持って

いることを確認してください！ オイリーミックスではエンジンが正しく作動し

ません。 注意（！） - オイルのパーセンテージが悪いと、エンジンが停止しま

す！ 新鮮で良好な作業性と正しいタイプの点火プラグがあることを確認してく

ださい！ 

調整は以下のように進めます。 

- アイドルスクリューの調整 

- Lジェットスクリューの調整 



- Hジェットスクリューの調整 

工場出荷時の設定から開始します。 Lジェットアジャスタースクリュー1½回転

（反時計回り）、Hジェットアジャスタースクリュー1¼回転（反時計回り） 

 

To start the tuning procedure; 
After having checked and/or set the jets to standard settings, start and run the engine in low 
RPM until warm. Check idle run and if needed ajust the idle adjuster screw until you reach a 
smooth constant running with about 2000 RPM. 

チューニング手順を開始するには、 

ジェットを標準設定にチェックして設定した後、ウォームアップするまで低RPMで

エンジンを起動してください。 アイドルランをチェックし、必要に応じてアイドル

アジャスタスクリューを約2000 RPMで滑らかに動くまでチェックします。 

 
1st step - L jet 
Activate throttle by quickly accelerating the engine and quick releasing the throttle 
therafter, watch how it comes back to idle each time … 

第1段階 - Lジェット 

エンジンをすばやく加速し、スロットルをすぐに解放してスロットルを作

動させ、それがどのようにアイドル状態に戻るかを見る... 

… acceleration is fast and even, engine run 
comes down to idle quick and stays at 
proper idle 
...加速は速く、さらにはエンジンがすぐにア
イドルになり、適切なアイドル 

no adjustment needed 
調整は必要ありません 

… engine run comes down to idle quick but 
engine kills 

...エンジンの運転が素早くアイドルになる

とエンジンが切れる 

to rich setting, turn in clockwise the adjuster 
screw 

豊富な設定に調整ねじを時計回りに回しま

す 

… engine run comes down to idle to slow but 
then stays at idle (and/or idle run is unstable 
and "dancing"), and acceleration is not fast 
enough 

...エンジンの運転がゆっくりとアイドルに

なりますが、アイドルに留まります（およ

び/またはアイドルランは不安定です）と "

ダンス"）、そして加速が十分に速くない 

to lean setting, turn out anti clockwise the 
adjuster screw (mostly from that point a 
5min. turn out anti clockwise then is the 
right setting) 

リーン設定にするには、アジャスター

スクリューを反時計回りに回します（

主にその点から5分。 時計回りに反時計

回りに回すと正しい設定です） 

Make changes of the adjuster screw in 5min. turn steps only and re-try procedure until 
finding the right setting. There may be need to also re-adjust the idle adjsuter screw after 
having made to big adjustments on the L screw! Both settings have to be balanced together. 

アジャスタースクリューを5分づつ調整してください。 ステップをオンにして、適

切な設定が見つかるまで手順を再試行してください。 Lネジで大きな調整を行った

後、アイドルアシスタントスクリューを再調整する必要があるかもしれません！ 両

方の設定をバランスさせる必要があります。 

 
2nd step - H jet 
Go to max RPM / full throttle for 3min. (3-5min.) and afterwards stop the engine. Check the 
spark plug for color … 



第2段階 - Hジェット 

最大RPM /フルスロットルに3分間行ってください。 （3〜5分）、その後エンジン

を停止します。 色の点火プラグをチェック... 

… compare to the sample spark plug pictures 
Below 
...下のサンプルスパークプラグの写真と比較 

if matching a picture from #11 - #14 no 
adjustment needed 
＃11 - ＃14の写真と一致しない場合 

調整が必要 
… spark plug pictures like #10 or #9 or lower 
...＃10または＃9以下のようなスパークプラ

グの画像 

to rich setting, turn in clockwise the adjuster 
screw 
豊かな設定に、アジャスタースクリューを時
計回りに回す 

Make 5min. turn steps (clockwise) - each of this step will "jump" about over about 4 pictures 
And again … 
Go to max RPM / full throttle for 3min. (3-5min.) and afterwards stop the engine. Check the 
spark plug for color … 
(see advices written before) 
ステップを5分（時計回りに）回す - このステップの各々は、およそ4枚の写真の上を
「ジャンプ」し、再び... 

最大RPM /フルスロットルに3分間行ってください。 （3〜5分）、その後エンジンを
停止します。 色の点火プラグをチェック... 

（前に書かれたアドバイスを参照） 
 
 

… compare to the sample spark plug pictures 
Below 
...下のサンプルスパークプラグの写真と比較 

if matching a picture from #11 - #14 no 
adjustment needed 
＃11 - ＃14の写真と一致しない場合 

調整が必要 
… spark plug pictures still "to black" 
...スパークプラグの写真はまだ "黒" 

to rich setting, turn in clockwise the adjuster 
screw 
豊かな設定に、アジャスタースクリューを時
計回りに回す 

Continue until you have the perfect result. 
Please note; - Starting with the standard setting of the L jet should never show a to lean 
spark plug picture but good or to rich only. In case nevertheless you see a to lean spark plug 
picture … 

完璧な結果が得られるまで続けます。 

ご注意ください; - Lジェットの標準設定から始めると、希薄点火プラグの画像は表

示されませんが、良いまたは豊かな画像のみが表示されるはずです。 それにもかか

わらず、あなたは希薄なスパークプラグの画像を見る... 

… compare to the sample spark plug pictures 
below 

...下のサンプルスパークプラグの写真と比較 

if matching a picture #15 to higher, then as a 
fist step turn out anti clockwise the adjuster 
screw for 5min. 
もし写真＃15より上に合わせるならば、最初
のステップとしてアジャスタースクリューを

反時計回りに5分間回転させます。 
Continue until you have the perfect result. 

完璧な結果が得られるまで続けます。 

 
 



 

first picture up left is #1, last picture down right is #29, "best" is #14 

最初の写真左上が＃1、最後の写真右下が＃29、「最高」が＃14 


