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このマニュアルは情報提供のみを目的としています。マニュアルの内容は、公開時に利用可能な

最良の知識に基づいています。私たちは、私たちが遭遇した間違いを修正するためにあらゆる努

力をしますが、すべてのエラーが発見されたことを保証することはできません。このマニュアルで見つ

かったエラーは、法的請求の根拠として扱うことができないのはこのためです。本刊に掲載されてい

る情報はエア・コンセプション社の財産です。 

エアコンセプション会社の書面による同意なしに、テキスト全体またはその部分のコピー、配布、およびコ

ンテンツ共有は第三者との共有は許可されません。当社は、ユーザーに通知することなく変更を行う

権利を保持します。当社の製品を改善するために一定の変更を行うため、マニュアルの一部は

バージョンや機器に対応していない可能性があります。購入した製品。その場合は、お問い合

わせください。 
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1. 導入 

 

エアコンセプションファミリーに参加おめでとうございます!私たちは、あなたが冒険を受け入れ、あなたの情熱に従い、人生の重

要な構成要素として飛ぶことの美しさを発見した人であることを知っています。私たちは、あなたが空にこの旅を進めるにつれて

、あなたの情熱を追求することを決めたことをうれしく思います。 

私たちは、私たちの顧客としてあなたを歓迎することを嬉しく思います。 

 
 
 

1.1 責任の制限 

覚えて！ある種の状況では、パラグライダー&パラモータリングは非常に危険である可能性

があります。パラグライダーの事故は、重度の障害や死につながる可能性があります。パラ

グライダー  &パラモータリングは、危険な状況に役立たない気象条件でのみ許可されています

。 

 

   警告:パラモーターはパラグライダーの飛行をサポートする装置だけです。したがって、飛

行中にエンジンが動作を停止した場合、あなたは常に安全な着陸のために準備する必要があり

ます。 

 

パラモーターが故障したり、燃料が不足したり、他の予測不可能な状況を経験したりしたとき

に安全な着陸が不可能な貯水池、広大な森林、その他の地域の上を飛んではならない。ま

た、各国に独自のエア・ト・ラフィック規制があることを覚えておく必要があります。特定の国で

フライトを開始する前に、既存の規制を読む必要があります。 

パラモーターでパラグライダーをしたい場合は、特別な訓練に参加することで取得できるライセンスを持って

いる必要があります。パラモーターと一緒にパラグライダー     、免許証、第三者保険は禁止されてい

ます。国によっては、これらの目的のために特別に指定された地域でのみ離着陸することができます。また、

無線通信が義務付けられていることが多い。あなたがパラグライダーを計画している場合は、

飛行が禁止されている場所を避けるために、航空地域について知ることができます。 

私たちは、最大安全で、構造的および材料的欠陥のない機器を提供するために、すべての必要

な予防措置を講じていますが、常に安全な緊急着陸の準備ができている必要があります。着陸エリ

アに安全に飛行したい場合は、常に十分な高度と距離のマージンを維持する必要があります。 

 

現場でのエンジンが非常に危険であるという事実は、それを使用し、それを操作を実行するこ

とは、アルコールを飲んだ後に禁止されていることを意味します。 

 

エアコンセプションパラモーターは、アマチュア専用に設計されています。スポーツ競技、曲
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技飛行、スタントに参加するためには設計されていません。どちらも商業目的のために設計され

ています。パラモーターの故障、修理やスペアパーツの待ち時間、健康と財産によって引き起こ

された金銭的損失および損失収益に対して責任を負いません。第三者が被った損害を被っ

た場合 
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変更や調整、非オリジナルのスペアパーツの使用、および生産者またはその認可された代表者の許可と制御なしに修

理を行うことは許されません。このような行為は、保証の権利を失う原因となります。彼らはまた

、機器の作業に問題を引き起こす可能性があります, 私たちの機器の損傷を深刻パイロッ

トや第三者の生活へのリスクを含む深刻な体の損傷.パイロットは、このマニュアルに含まれるすべて

の指示に従う義務があります。 

 
 

1.2 マニュアルで使用される記号の意味 

 

  警告:これは、パイロット、整備士、または第三者の生命を害したり危険にさらしたりしないようにしたい場合に従う

べき指示を示します。 

 

   重要: 重大なエンジンの損傷を避けたい場合に従うべき指示。場合によっては、この指示に従わないと健康上の

リスクが生じる可能性があります。 

1/4重要: 悪用時に重要な情報。 

  注: 機器の使用や適切なメンテナンスに役立つ情報。 

Ðメンテナンスアクティビティを示します。 

✓ チェック アクティビティを示します。 
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2. パラモーターの準備 

 

2.1 パッケージコンテンツ 

エアコンセプションパラモーターの完全な標準バージョンには、次の項目が含まれています。 

 
1. エンジンとハーネスを備えたフレーム 1 pc. 

2. プロペラケージ 1セット 

3. プロペラ 1 pc. 

4. プロペラ取り付けネジ 1セット 

5. オプションのケージバッグ&プロップカバー 1セット 

6. 充電器1台付きの2つの電池(e-startバージョンのみ) 1セット 

7.ダウンロード用USBキーまたはオンラインリンクのユーザーズマニュアル 1 pc. 

✓ プロペラのシリアル番号はハブの内面にあり、パラモーターから分離すると目に見えます。 

✓ エンジンのシリアル番号は、ケースに刻印されています。 

 

2.2 初回パラモータ組立 

2.2.1 プロペラの取り付け 

 

プロペラは、ワッシャー付きのモデルに応じて6本のM6ネジ鋼またはチタンを搭載しています。赤いアルミニウム製ワッシャー(プロ

ペラスクリュープレート)を備えたプロペラ取り付けネジのセットは、ハーネスのサイドポケットまたはケージバッグポケットにあります。

プロペラ取り付けネジは、2つの段階でクロスワイドにねじ込む必要があります:最初に - 6 Nmトルクを使用して - その後、ブ

レード軸のぐらつきをチェックする必要があります。ブレードの両方の先端の軌跡の違いは8mmを超えてはなりません。第2段階

では、ネジは10Nmのトルクを使用して締め付ける必要があります。トレイルの違いが8mmを超える場合は、ネジを緩めて再

びクロスパターンを締め付ける必要がありますが、今回はエンジンからより多く突き出ているブレードの側面に大きなトルクを使用

します。飛行中にプロペラを保持するネジを外すことができるため、プロペラの下で洗濯機を使用しないでください。 

 

  プロペラの取り付けには、アレンキー5を使用する。ツールはパッケージに含まれていません。 

  10 Nm より大きいトルクを使用してプロペラを保持するネジを締め付けないようにしてください。 



ページ8 の24 19/04/2019 V2.0 

 

 

 

2.2.2 プロペラケージ取付け 

 

フレームに6本のカーボンチューブを挿入して、プロペラケージの取り付けを開始します。注意は、それらが3つの異なる長さである

ために取られなければなりません。フレーム上の各カーボンチューブの位置を確認するには、次の表を確認してください。 

 

  

デルタ

140cmフ

レーム 

 

デルタ

150cmフ

レーム 

 

デルタ165cm 

XL Al. フレーム 

 

デルタ165cm 

XL チタン 

フレーム 

Race/Split  
v1/v2 
140 cm  

チタン  

フレーム 

レースv2 

150cm 

チタン 

フレーム 

2x上部カー

ボンチューブ

長さ 

 

 
52 cm 

 

 
55cm 

 

 
61cm 

 

 
62 cm 

 

 
61cm 

 

 
66cm 

2x中間カー

ボンチューブ

長さ 

 

 
51 cm 

 

 
55cm 

 

 
63cm 

 

 
62.5 cm 

 

 
51 cm 

 

 
56 cm 

2x下部カー

ボンチューブ

長さ 

 

 
52 cm 

 

 
59cm 

 

 
64 cm 

 

 
64 cm 

 

 
56 cm 

 

 
61cm 

次に、網でケージのフレームを伸ばした後、ケージの4つの部分すべてをカーボンチューブに挿入します。次の手順では、ケージをフ

レームの下部に直接接続する黒い C クリップを挿入します。Cのすべての要素が接続されている場合は、セキュリティネットの下

部にあるロープを引っ張ってネットを締める必要があります。これはスプリングを通り過ぎ、それ自体を引き戻すために設計されて

います。最後の、非常に重要なステップは、ケージが誤って外さないようにする3つのセキュリティベルクロバンドを取り付けることで

す。ベルクロは、あなたがそれを閉じて保持するためにそこにあるだけで、あなたはそれを非常に強く引っ張る必要はありません。 

✓ プロペラケージを取り付けた後、正しく取り付けられ、保護されているかどうかをもう一度確認してください。 

 
  すべての活動の正確な順序を記憶することをお勧めします。 
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2.2.3 ハーネス調整 

 

離陸時の最大推力、飛行の快適さ、打ち上げの容易さのためには、適切なハングポイントとハーネスの調整が必要です。この

調整は、パイロットの総重量で理想的に行われます。 

 

1. パラモーターをサスペンド:パイロットがハーネスに座っているハングポイントから吊り下げする必要があります。 

2. ハングポイントを調整する:黒いコレットのヘッドネジを緩めて、バーに沿って移動できるようにします。プロペラ車軸は、次の図

に示すようにわずかに後方に傾く必要があります。 

 

 

 
 

 

  飛行中の最高のトルク補償のために、右腕の下に黒いクランプを左腕の下のクランプより1cm前方に置いてください。

調整が完了したら、クランプネジを締めます。 

 

  警告:ハーネスの調整を忘れたり、不適切に行ったりすると、飛行中に深刻な問題を引

き起こしたり、離陸を妨げたりする可能性があります。 
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2.2.4 バッテリーマウント(e-スタートエンジンのみ) 

 

バッテリーは、この画像に従ってマウントする必要があります。 
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3. 燃料 

あなたのパラモーターの2ストロークエンジンは、1:66(1.5%)でオイルガソリン混合物を使用する必要があります。通常の使

用時の比率。(※パラグライダー浜松では、50：1を推奨しています。) 

 1:50 (2%)慣らし運転。(※パラグライダー浜松では、40：1を推奨しています。) 

 

注意:オクタン価の最低91の無鉛ガソリンのみを使用することを忘れないでください。 

    (※パラグライダー浜松では、ハイオクガソリンを推奨しています。) 

  燃料油混合物を正しく準備するために、あなたは特別なキャニスターを使用する必要があります。 

  警告:燃料を燃料補給前に燃料タンクが空だった場合は特に、パラモーターの燃料タンクに燃料を油と混ぜてはいけ

ない。 

 
   あなたは2ストローク完全合成油または半合成油を使用する必要があります。あなたが住んでいる場所

や定期的に飛びたい地域で利用可能で人気のあるオイルグレードを見つけてみてください。特定のオイルグレードを選

択した場合は、それを変更しないようにしてください。場合 

それは、できるだけまれにそれを変更しようとする必要があります。ニトロ200とトルネード280エンジン 

海洋または鉱物油で動作するように設計されていません! 

 

  警告: 混合燃料は、時間と共にそのプロパティを失います。1ヶ月以上経過している混合燃料を使用しないでください

。あなたのフライトのために必要な量を計画し、必要なだけ混合物を準備してみてください。あなたは長い時間のためにパラモー

ターを格納しようとしている場合は、完全にタンクを空にする必要があります。 

 

  燃料タンクの中に入る汚染の大半は、汚染された漏斗(じょうご)から来る。タンクを充填した後、ガソリンはすぐに漏斗

表面から蒸発し、薄い油層を残します。 ほこりや様々な小さな分子と大きな分子がこの層の一部に付着します。 

それらはフィルターで停止することができないので、それらは燃料タンクの中に入ります。これら 

汚染は次の詰め替えの間にタンクに入る。そのため、タンクをきれいに保つための最も重要な側面の1つは、リフィル間の汚れ

から漏斗を保護する必要があります。このタスクは、ユーザーによって無視されることが多い。 

 

我々は、タンクに注ぐ前に混合物を事前にろ過するために強くお勧めします。。燃料の品質が悪い、ま

たは汚れた容器に保管することは、エンジンの問題の最も一般的な原因です。 

 
 

混合物を

、 、 場所 にいるとき

を 。
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4. エンジンのプライミングと起動 

 

エンジンを始動させるたびに、ガスのスロットルを固定して、誤って電源を入れないようにする必要があります。また、キャブレター

スロットルがアジャールのままでないかどうかも確認する必要があります。すぐにエンジンを回す必要がある場合は、イグニッション

スイッチに迅速かつ簡単に到達できるようにガススロットルを配置する必要があります。エンジンは、常に、損傷のリスクを最小

限に抑えるために、固定されたラックまたは背中で開始する必要があります。 
 

 
 

4.1 エンジンをプライミングする 

WB37キャブレター内に燃料を挿入するためには、燃料タンクの通気管に吹き込んで燃料タンクを加圧する必要があります。

キャブレターのカバーの特別な開口部を通して膜を繊細に押します。このようにして、valveを開き、燃料の流れを可能にするこ

とができるようになります。燃料が燃料ラインを通過し、キャブレターに入るのを見て、燃料がキャブレターに入ると、混合物が冷

たいエンジンを始動するのに十分な量であることを確認するために、さらに1秒間吹き続けます。炭水化物に通る燃料の1cm

を推定するのに十分な通常です。 

 

   地面に立っている間パラモーターを開始しない、それは重傷&さらには死をもたらす可能

性があります! 

 

 

  パラモーターを起動するときは、常に背中または固定されたラックで開始します。 

  警告:プロペラが回転しているときに実行されるすべてのエンジン試験は、細心の注意

を払って行う必要があります。背中に、または特にベンチを使用しています。プロペラのケージを

持ってはいけません!これを行うと、エンジンの推力が回転プロペラに向かってケージを曲げる可

能性があります。プロペラのケージがフレームに正しく取り付けられ、保護されていることを常に

確認してください。 

 
 

エンジンを を するのは です  
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適切に調整された準備エンジンは、通常、1つまたは2つのプル(プルスターターバージョン)または2秒の電気スターター使用の後

に開始されます。よく調整されたエンジンはアイドルスピードで着実に動作しますが、起動直後に速度は2000 rpmとウォーム

アップ時に減少します。この問題に問題がある場合、その理由は次のようになります。 

• 過剰な洪水-   キャブレターにあまりにも多くの燃料 

症状:エンジンが数回のストロークで始まり、切り取られると、各起動試みエンジンが少し長く動作し、切り取られると

、私たちはあまりにも豊かな混合物を扱っています。エンジンが過剰にフラッディングされた場合は、ハンドルスロットル

を少し押して、乾いたエンジン用のスパークプラグを交換する必要があります。 

 

• 燃料が足りない 

症状:エンジンは全く起動しないか、起動しなくなるまで各スタートアップで短く動作します。その場合、少量の追加

燃料をキャブ・ルブレトールに追加する必要があります。 

 

  警告:エンジンがまだ暖かいときに追加の燃料でキャブレターをあふれないでください 

スパークプラグアイソレータを損傷したり、次の起動時に問題を引き起こす可能性があります。 

 

  警告:電気スタートモーターの場合、2〜3秒以上連続して実行することはなく、開始の間にスター

ターに10秒のクールダウンを許可します。これにより、スターターの寿命が劇的に延びます。 
 

 
 

4.2 エンジンをオフにする 

エンジンをオフにするためには、すべての電力を削減し、ガススロットルの赤いボタンを押して、エンジンが完全に停止するまで待

つ必要があります。 先にボタンを押すと、エンジンが再び起動します。 

 
 

4.3 緊急エンジン停止 

キルスイッチが故障した場合。エンジンは、エンジンが停止するまで燃料ラインを曲げることによってオフにすることができます。さら

に、エンジンはエアボックスの吸入ポートをカバーして空気への削除アクセスによって停止することができます。 
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5. ランイン(慣らし運転)とエンジンの使用 

 

5.1 地上での新しいエンジン検査 

新しいパラモーターのすべてのエンジンはすでにオンになっており、最初は規制されています。ダイアフラムのキャブレターは大気圧

や湿度などの変化に敏感であるため、アイドルスピードの調整が必要な場合があります。最初のフライトの直前に、地面に背

中に最初のランインを実行する必要があります。 

冷たいエンジンを始動する時は、3000 rpmで短時間(1~2分)温める必要があります。その後、約4000 rpmにそれを増

やし、約30秒間そのように保ちます。次に、アイドル速度を確認し、エンジンがスロットルの急速な開口部にどのように反応する

かを確認する必要があります。エンジンが窒息した場合は、約4000 rpmに再び速度を上げ、もう一度加速してみてください

。エンジンが適切に調整され、ウォームアップされれば、スロットルの位置の変化にスムーズに反応します。スロットルの急速な開

口部の間にエンジンが詰まった場合は、Lねじを繊細に緩めることで、アイドルスピードの混合物を豊かにする必要があります。

あなたが何か質問がある場合は、あなたの地元のエアコンセプション代表を行動するディーラー(パラグライダー浜松)へ連絡くださ

い。キャブレターの不適切な調整は、エンジンの押収や保証の無効につながる可能性があります。 

 
 

5.2 地上の新しいエンジンのランイン 

新しいエンジンをウォーミングアップした後、最初に速度を設定する必要があります。そのためには、エンジンを起動し、30分間

約4000 rpmの速度を維持するようにしてください。 その後、速度を6000 rpmに上げ、約10分間維持する必要がありま

す。 

次に、アイドル状態から最大への高速化にエンジンが適切かつスムーズに反応するかどうかを確認する必要があります。また、エ

ンジンが窒息せず、切り取る傾向がないかどうかも確認する必要があります。 

 

驚くべき症状が見られる場合は、販売店またはAir Conceptionに直接お問い合わせください。 

 

5.3 飛行の最初の時間のエンジンのランイン 

 

 飛行中の慣らし運転は2つの段階に分けられます。 

第1段階では、最初の離陸と最初のフライトを可能な限り低い速度を維持します。絶対に必要な場合を除き、最高速度に

達してはならず、できるだけ短くする必要があります。高高度は推奨されませんが、必要の場合は、エンジンを冷却するために

上昇中に一時停止を行い、ステップで到達する必要があります。私たちは、あなたが半分以内に高い上昇を維持し、約1分

間低い上昇を維持することをお勧めします。 

 

最初の試験飛行は10〜20分以上かかるはずです。着陸後、スパークプラグの状態を確認し

て燃焼条件を確認する必要があります。 
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以前にアイドル速度で長時間動作していたエンジンでの点火プラグの評価は信頼できません。 

適切に評価するには、中速および高速（水平飛行）で数分後にエンジンを停止し、停止したエンジンに着陸する必要が

あります。 
 

 

第2段階:スパークプラグが暗い色であるか、テスト飛行後に黒い場合は、最大エンジンパワーを使用して飛行を続けることが

できます。 

 

 
 

の 混合物の組成が

の です! 
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5.4 スパークプラグ診断 

 
 

    

1 2 3 4 

混合物が薄すぎる 

–エンジンを損傷す

る可能性があ

ります 

混合物は豊富です

が、時間内に実行に

適しています 

最適な混合物(

ダークグレーまたは

チョコレート色) 

新しいスパークプラグ 

- 比較用 

 

慣らし運転中は、濡れたタールで汚れたスパークプラグが良い兆候です。 

混合物は豊富です。 2ストロークエンジンのガソリンは燃料であるだけでなく、慣らし運転中に過度に放出される熱伝導体でもあり

ます。 慣らし運転中は、注意を怠って、エンジンの性能がわずかに低下する代わりに、リッチな混合物を使用することをお勧めします

。 

 

   走行中は、一般的に、エンジンを差動速度で使用し、1つの速度を長時間(例えば、定常高度の長い飛行)維持し

ないことをお勧めします。 

1/4走行中にガススロットルで優しく操作し、上記のガイドラインに従って動作すると、持続的でトラブルのないエンジンの実

行が行われ、最初の修理までの時間が大幅に延長されます。ユーザーが上記のガイドラインに従わない場合、保証の権利やエ

ンジンの損傷が失われる原因となります。さらなる探査中にエンジンを最高の形に保つのは、最初の数時間でどのようにエンジ

ンを動かしているかにかかっていることを覚えておいてください。 

 

 「ニトロ200」または「トルネード280」エンジンの慣らし運転時間は約10時間です。 

  ランインステージの長さを推定する実用的な方法は、1リットルの油瓶を使い果たしています。 

 
   基本的な調整のためにエンジンの状態を評価し、時間メーターとして機能する両方を容易にするタコメーターを取り付

けることをお勧めします。 
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5.5 走行時間中のキャブレターの規制 

販売前に、すべてのキャブレターは、デフォルト、工場出荷時の設定に設定されています。 

 

気圧の変化(スロットルレバーを持ち上げる水平スクリュー)と共に変化するため、アイドルスピードを調整するだけで済みます。 

ウォームアップ後、エンジンが安定して動作し、切り取れないように、2100-2200 rpmで速度を設定しました。  2100  rpm

より低いダニはエンジンを傷つける可能性があります。 

走行中は、スパークプラグのチェックアップで混合物が濃過ぎだと示されている場合でも、混合組成(LおよびHネジ)の変更は

避けるべきです。この時点で、あなたの優先順位は、潤滑し、エンジンが過熱するのを防ぐことです。 

 

   新しく購入したスパークプラグは、電極間に約1mmのスペースがあります。必ずしも 

0,4 mm に減らす必要があります。 

  エンジンが高温のとき、一部の排気システム部品の温度は300℃を超えることがあります。偶然であってもエンジンに

触れると、重度の火傷を引き起こすことがあります。 

 

 パラモーターは、E-props（Electravia）プロペラで使用します。 

他のプロペラを使用することはお勧めしません。例えば、あまりにも「バラスト」のものは、加速エンジン摩耗につながる可能性が

あります。不十分なプロペラの使用による損害は保証の対象とはなりません。 

 

  損傷した、不均衡な、または正しくルーティングされていないプロペラでパラモーターが動

作している場合、ギアユニットのコンポーネントとゴム部品は非常に早く摩耗します。 不適切、

損傷、不均一なバランス、不適切に配線されたプロペラの使用によるギアユニットの損傷は、

保証の対象外です。 
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6. 飛行前の点検と調整 

 

6.1 飛行前パラモータ検査 

離陸前にパラモーターをチェックするには、プロペラケージマウントとガススロットル性能の必須検査が含まれます。プロペラの点検

はしっかり取付けられているかどうか点検し、機械損傷かひび割れがないか点検することを含む。 

 

   プロペラは着実に静かに回転するはずです。 ホイッスルまたはウィズは、ブレードの損傷を示します。 

  プロペラが回転していなくても、エンジンがオンのときにプロペラのスペースに手を入れない

でください。 

 

 固定されたプロペラケージなしでエンジンをオンにしないでください。 

  特に地上にあるガススロットルでは、監督なしでパラモーターをオンのままにしないでく

ださい。 誤って踏んだ場合、重傷を負う可能性があります。 

• ハーネス、テープ、ジョイント、カラビナを確認してください。パラモータのゴム部品の状態を確認します。すべてのアクセス

可能なネジをチェックしてください – それらは壊れていないかどうか、行方不明、緩んでいるかどうか。エンジンの電源

システム、フィルター、燃料パイプを確認してください - 「偽の」空気を吸い込む可能性のある漏れがないかどうか。 

• エンジンの取り付け、排気システム、エアボックスの取り付け、サイレンサーを確認し、ゴム部品の状態に特に注意して

ください。 

 

• プロペラケージロープ、スピードロープ、フットスツールを確認してください。プロペラ、つまり手袋、無線ケーブル、ヘルメット

、または緩い衣類の部品など、エンジンを始動しても他の物体を吸い込まないようにしてください。エンジンをオンにして

も、他のオブジェクトやサードパーティに脅威が発生しないことを確認します。 

 

  各フライト後のエンジン技術状態の監視を強くお勧めします。これを行うことによって、あなたが空に取得するために急い

で飛行前の間に間違いを避けることができます。 

   パラモーターを地面に立てた状態で最大推力試験を実行しないでください。 これを行

うには、エンジンをオフにした状態でパラモーターを背中に置いてから、エンジンをオンにします。 

 

   エンジンを背中につけた状態でエンジンを始動し、前に寄りかかって高速テストを実行することをお勧めします（数秒
かかります）。 残りの空気を燃料システムに「押し込む」のに役立ち、エンジンを最適な状態に暖めます 

温度。 さらに、エンジンが高速でどのように動作しているかを評価できます。 
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6.2 基本的なエンジン調整 

 

WB37キャブレター調整 

 

最も頻繁に行われるのは、アイドル速度の調整です。ダイアフラムのキャブレターは、大気圧の変化に非常に敏感です。これは

、エンジンがアイドルスピードで正しく動作する日があり、それが不均一に動作する日、切り取る、または、例えば、あまりにも高

速で動作する日があることを意味します。 

 

  注意：キャブレターの調整はすべて、エンジンのウォームアップ後に実行する必要があ

ります（低速および中速で約2〜3分）。 

 

エンジンが始動するのに時間がかかりすぎて低速でうまく動作しない場合や、不安定に動作する場合(切り取る傾向があるな

ど)、最小速度設定を修正する必要があります。通常は、ネジ(水平スクリューリフティングスロットルレバー)でスロットルの位置

を調整するのに十分ですが、場合によってはアイドルスピード混合物の組成を変更する必要があります。 

 

WB37キャブレターは、規制することができる3つのネジを持っています。スロットル位置決めスクリュー、低速のアイドルスピード混

合組成ねじ(低速の場合はL)、高速混合組成スクリュー(高速のH)です。 

 
 

Nitro 200エンジンのデフォルトの混合組成ねじの基本設定は次のとおりです。 

 

Lスクリューは全閉した位置から1ターン緩めます。(1時間) 

Hスクリューは全閉した位置から1ターン緩めます。(1時間) 

トルネード280エンジンのデフォルトの混合組成ネジの設定は次のとおりです。 

 

Lスクリューは全閉した位置から1ターン緩めます。(1時間) 

Hスクリューは全閉した位置から1ターン＆10分緩めます。 

(1時間10分) 

 

7. その他の保守作業 

 

7.1 飛行前パラモータ検査 

 

•ひび割れ、漏れなどを探して、パラモーターの部品の一般的な状態を確認および評価します。 

 

•エンジンの取り付けを確認し、燃料システムの漏れを確認し、シフターとスロットルの動作を確認します。 
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•排気システムの状態に特に注意してください。サイレンサーの取り付け、すべてのネジ接続の状態、およびゴム製ショックアブソーバー

を確認します。 

 

•プロペラの取り付けを確認し、オイルの堆積物、すす、およびプロペラからのその他の不純物をきれいにします。布でプロペラを掃除

すると、亀裂やその他の損傷を見つけるのに役立ちます。 

•電気設備を徹底的にチェックして、機械的損傷、摩耗、ジョイント、または要素間の断線がないか確認します 

•エンジンスターターを確認します。 

•すべての漏れ、傷、非定型の汚れには特に注意してください。疑問がある場合は、Air Conceptionの担当者にお問い合わせく

ださい。 

 

•フレームとプロペラケージを確認します。構造のジオメトリを確認します。ハーネスの設定、テープの状態、カラビナ、ブレーキシステムを

徹底的に検査します。 

 
 

7.2 パラモーターのメンテナンスとサービス - 推奨される操作 

最初の時間と5時間ごとに: 

 

1. すべてのネジとナットの締め付けを確認してください(ビジュアルコントロール)。 

 

2. シリンダーヘッドナットの締め付けを確認してください(トルク=23Nm)。 

 

3. エンジンが冷たい場合は、2つのM8排気コレクタナット(23Nm)の締め付けを確認してください。 

 

4. スパークプラグをチェックしてください - 電極とスパークプラグの色合いの状態. 
 

5. エンジンの規制を確認してください。 

 

6. トランスミッションベルトの張力を確認します。ベルトテンションは380 Hzでなければなりません。 

 

7. 6つの排気スプリングの圧縮を確認します。6本のネジとナットは、10mmのスプリング長さを得るためにしっかりとする必

要があります。 

8. エアボックスとエアボックスのゴムの検診。 
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 6つの排気スプリングの圧縮は非常に重要です。 スプリングがきつすぎると、排気システムにストレスがかかり、排気割

れが発生する可能性があります。 10 mmを超える長さで十分にきつくないスプリングも排気割れを引き起こす可能性があり

ます。 

 

 

 

 

 

十分なトランスミッションベルトが付いていないと、エンジンが硬く、または起動できなくなる可能性があり、加速ベル

ト摩耗を引き起こす可能性があります。 

 
 

25時間ごと: 

 

5時間後に実行された同じアクティビティに加えて: 

 

1. キャブレター(内部メッシュフィルタ)を清掃します。 

 

2. シリンダー内の圧縮穴を確認してきれいにします。 
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50時間ごと、または年に1回: 

 

25時間ごとと同じです。 

 

1. スターターロープを交換します(もしあれば)。 

 

2. 排気サイレンサーの状態を確認します。 

 

3. トランスミッションベルトを交換してください(非クラッチエンジンのみ)。 

 
 
 

100時間ごと: 

 

50時間ごとと同じアクティビティ 

 

1. 燃焼室からカーボン堆積物を除去します。 

 

2. シリンダーヘッドのガスケットを交換してください。 

 

3. 手動燃料ポンプ(あれば)を交換してください。 

 

4. エアボックスゴムをレプラクトします。 

 

5. 排気ゴムマウントを交換してください。 

 

6. スパークプラグを交換してください。 

 

7. タンク内のメイン燃料フィルターを清掃または交換してください。 

 

8. 遠心クラッチを交換してください。 

 

9. トランスミッションベルトを交換してください。 

 
 
 

200時間ごと: 

 

100時間ごとと同じアクティビティに加えて: 

 

1. リードバルブのペタルを交換してください。 

 

2. ピストンリングとニードルベアリングでピストンを交換してください。 

 

3. リードバルブの花びらを交換してください。 
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8. 締め付けトルク 

 

M8シリンダーヘッドナット 23 Nm 

 

M5クランクケーススクリュー 10 Nm 

スパークプラグ 26 Nm 

 

M6およびM8減速ねじ 15 Nm 

 

M5リードバルブ本体ネジ 4 Nm 

M5クランクケーススクリュー 10 Nm 

M10クランクシャフトプーリーナット 40 Nm 

M5イグニッションコイルねじ 10 Nm 

M5 スターター スプロケットねじ 10 Nm 

M6電動スタータースクリュー 13 Nm 

M5 x 16 mm 電気スターター ブラケットスクリュー M5 x 

20 mm 電気スターター ブラケットスクリュー 

5 Nm 

2 Nm 

M5キャブレタープラスチックコネクタネジ 3 Nm 

M6 エレクトラビアカーボンプロペラねじ 10 Nm 

1 kg/m = 9.81 Nm 
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9. ニトロ・トルネードエンジンの技術仕様 

 

エンジン ニトロ200 トルネード 280 

 

エンジンタイプ 

 

2ストローク 

 

2ストローク 

 

電源 

 

28 Hp @ 7500 rpm 
 

33 Hp @ 7500 rpm 

 

容量 

 

190 cc 
 

268 cc 

 

冷却 

 

冷却された空気 

 

冷却された空気 

 

シリンダーボア径 

 

65mm 
 

73mm 

 

スターター 

手動または電気スタ

ーターまたはデュアル 

開始 

手動または電気スタ

ーターまたはデュアル 

開始 

 

キャブレター 

 

WB 37 
 

WB 37 

 

点火タイプ 

 

誘導性放電 

 

誘導性放電 

 

スパークプラグ 

NGK (BR10ES) / デンソー 

(W31ESR-U) / デンソー 

(IW31) 

NGK (BR10ES) / デンソー 

(W31ESR-U) / デンソー 

(IW31) 

 

使用できるプロペラ 
125 cm~150 cm 

エレクトラビア2または3ブレード 

125 cm~150 cm 

エレクトラビア2または3ブレード 

 

7500 rpm での最大推

力 

 

68-75のkg 

 

78-85のkg 

 

ギア比 

 

1:2,7 
 

1:2,62 

 

リダクション 

 

ベルトトランスミッション 

 

ベルトトランスミッション 

 

パワーカーブ 
100% リニア スロットル応答

に合わせて調整します。 

100% リニア スロットル応答

に合わせて調整します。 

 

5000 rpm 燃費 

 

3 - 3.5 l/h 
 

4.5 - 5 l/h 

 

燃料 

 

91 オクタン最小 

 

91 オクタン最小 
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10. 電気方式(電子スタートエンジンのみ) 
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11. 保証とサービス 

 

私たちは、パラモータを耐久性と信頼性を高めるためにあらゆる努力をしています。しかし、機械装置であるため、製造から独

立した材料や組立面の欠陥(外部サプライヤーのコンポーネント)を持つ場合があります。 

請求書は、保証の権利を確認する書類です。 

 

エアコンセプションは、請求書に示すように、購入日から新しいパラモーターに24ヶ月の保証を付与します。エアコンセプションは

また、すべてのAmericanのお客様に5年間の保証延長オプションを付与します。 

保証は、ユーザーがマニュアルに記載され、トレーニングの過程で提示された当社の搾取の推奨事項と検査規則に従って行動

した場合、材料およびアセンブリの欠陥によって引き起こされる損害の修復をカバーしています。保証期間中のマニュアルに記

載されている検査は必須です。 

すべての請求は、正規のディーラーまたは工場に対して行う必要があります。 

 

パラモータの保証介入に関連する輸送コストのみ、エンジンor部品はお客様に請求されます。 

 

この保証は、熱上の理由(いくつかの理由で混合物が無駄が多すぎる)または中に入る異物のためにエンジンを押収した後の

修理をカバーしていません。 

また、エレクトラビア推奨モデルとは異なるプロペラの使用による損傷も保証に含まれません。 

 

パラモーターは、個人的に、または輸送の損傷からそれを防ぐパッケージで宅配便によってサービスに配信する必要があります。 

 

パラモーターの燃料タンクを空にしてください。プロペラ、プロペラケージ、その他の追加要素は、

サービスによって行われた修理に直接接続されていない限り、送信しないでください。 

 

  注意！ 生産者の事前の同意なしに、パラモーターのすべての追加の処理および修理

を行うと、保証が直ちに失われます!!! 
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