
24 デカール
Decal

13

●この機体は、軽量化のため調整が出来ていないエンジンや振動のでるエンジンなどを使用すると、機体が破損する場合が

　ありますので注意してください。

●この機体は、上級者を対象にしていますので、無線操縦飛行機が初めてという方には飛ばせません、調整等を経験者の

　アドバイスを受けながら確実に組立ててください。中途半端な組上がりの機体を飛ばすのは大変危険です。

●無線操縦飛行機が初めてという方には、単独飛行はできませんので、必ず経験者の指導を受けてください。

●この機体は、2サイクルの46~60エンジン、4サイクル70～90エンジン用に設計されていますのでこれ以上のエンジンを使

  用し、過激な飛行をおこなうと破損するだけでなく、大変危険ですので絶対におやめください。

●この機体はアクロバット完成機ですので、引き込み脚やチューンドサイレンサーを使用するなどの改造は構造上適しま

　せんのでおやめください。

●エンジン搭載／リンケージ等は確実に行ってください。それらの不備による事故等につきましては一切保証いたしません。

●This model aircraft is designed for Intermediate to Experienced fliers. Beginners should seek advice for pre-flight adjustments																		
    and assembly from more experienced fliers. Be aware that flying a badly assembled or badly adjusted aircraft is very										
    dangerous!
●At the start, first-time fliers should always be assisted by an experienced flier and NEVER fly alone!
●This model aircraft is designed to be powered by either a 2 stroke .46 ~ .60 size engine or a 4 stroke .70 ~ .90 size engine.  												
    Installing a more powerful engine than specified or flying this model dangerously could lead to serious injury and/or damage
				to property. 
●This model is desingned for sports stant. This model is not suited for modification such as 
    retractable wheel or tuned silencer.

●重要な注意事項があるマークです。
　必ずお読みください。
　Do not overlook this symbol!

Warning!

パッケージを参考にデカールを貼る。
（一部付属していないデカールがあります）

The box art and below picture can be used for the placement 
of the decals. (Some decals are not included.)

スペアパーツ      　SPARE PARTS 

品番
No.

パーツ名
Part Names

内容
Quantity ★定価

★発送
手数料

11905-01 カウリング
Cowling

スパッツ
Wheel Cover×1

×1

4500

1500

11905-04

メインギヤ
Main Gear11905-03

(L.R) ×1 3000

品番
No.

パーツ名
Part Names

内容

:FOR JAPANESE MARKET ONLY.

Quantity ★定価

★

★発送
手数料

11905-02 キャノピー
Canopy ×1 11905-05 デカール（G202）

Decal for G202 2000×11500
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パーツに関するお問い合わせは、ユーザー相談室まで。

パ－ツの価格には、消費税は含まれておりません。また、定価、発送手数

料、消費税は平成 12 年 5 月 1 日現在のもので、法規改正、運賃改定、

諸事情などにともない変更になりますので、ご了承ください。


