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KT-100

Battery Level Indicator

When the power switch is ON, the lamp will light up. 

Transmitter KT-100

Turn model to left or right. 

Controls forward movement and 
braking functions. 

To adjust Steering Angle

Power Switch

Steering Wheel

Throttle Trigger

Battery Cover

Steering Reverse Switch

Throttle Reverse Switch

Steering D/R Adjuster

Adjusts the throttle in small increments 
so the model will not move at neutral. 

Throttle Trim

Adjusts the steering in small increments 
so the model will run straight. 

Steering Trim

1
Loading batteries

Cautions

Remove the lid. Close the lid. It is snapped into place.Load 4 AA Alkaline Batteries as 
shown in the following illustration.

Transmitter Preparation

1 2 3

Batteries: never disassemble, install with wrong polarity, or use wrong type. This may lead to damage and leakage. 

*NOTE: Oxyride batteries cannot be used!

Plus terminal height of more than 1.4mm.

Lid

*When using Nickel Metal-Hydride batteries (AA-size), the transmitter battery compartment has partitions to stop reverse flow of current.  
  The plus (+) terminal on some types of batteries is not long enough so please check when purchasing.  

Do NOT operate when transmitter and/or receiver batteries are low or else the control of the model will be lost.

When the battery level indicator (LED / Red) flashes, insert new batteries immediately.

Battery Level Indicator

バッテリーレベルインジケーター

電源スイッチが ONの時に、ランプが点灯します。

送信機 KT-100

電源スイッチ

バッテリーカバー

ステアリングリバーススイッチ

スロットルリバーススイッチ

ステアリングトリム

車がまっすぐに走るように調整します。

ステアリングホイール

左右に曲がる操作を行います。

スロットルトリム

車が走り出さないように調整します。

スロットルトリガー

前進、ブレーキの操作を行います。

ステアリングD/Rアジャスター

ステアリングの舵角を調整します。

電池のセット 

注意 / 

フタをはずす。 フタをしめる。単3乾電池4本を図のように入れる。

送信機の準備  / 

電池は指定の電池を使用し、逆接続・分解は絶対にしないでください。発熱や破損の原因となり大変危険です。

※注意：オキシライド乾電池は、電圧が高いため使用できません！

プラス端子の突起が1.4mm以上

フタ

※送信機に、ニッケル水素（単3形）電池を使用する場合、電池ボックスに安全上逆接防止リブ（仕切り）が付いています。
　一部の電池で、プラス端子の形状が短く通電しない物が有りますので、電池を購入する前に必ず確認してください。

バッテリーレベルインジケーター（LED/赤）が点滅したら、すぐに乾電池を新品と交換してください。

送信機の電池が無くなるとコントロールが不能になり大変危険です。

バッテリーレベルインジケーター /
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Chassis (Switch)

Battery level indicator (LED / Red) lights up.

Binding the transmitter with the receiver. (Binding is already complete at time of shipment and is not required to be setup).

Switch transmitter power on.

Switch receiver on.

push the link button on the receiver for at least 1 second.

When Green LED lights up, binding is complete.

Link Button

Green LED

Link Button Green LED

Switch

Reverse Switch

Throttle is on reverse side

Steering is on reverse side

1

2

3

4

Prepare to Drive

1
Transmitter (Switch)

2
Chassis (Switch)

3
Binding

Switch transmitter then receiver power on.

Set the throttle trigger to the fail safe position and push the link button on the receiver for at least 1 second.
After the green LED lights up again, setup is complete.

To check the fail safe function, turn the transmitter power off. Fail safe is working properly if the throttle servo stays in the fail safe position that was set.

※ This can be dangerous for electric powered cars if not set properly. Place car on a stand and use caution.

To turn the fail safe function off, push and hold the link button and switch the receiver power on

1

2

3

4

If green LED flashes quickly when receiver power is switched on, fail safe is ON. If the LED does not light up, fail safe is OFF.
5

4
Fail Safe Setup

5
Check the Steering Place on top of a platform to free the wheels. 

If turning the transmitter wheel causes the front tires to move in the 
direction opposite to that 
shown in the diagram, change the position of the Servo Reversing 
Switch (see page 3). 

Operate the steering wheel to check if the front tires move correctly. 

* Amount of front tire movement varies according to the amount 
   of steering wheel movement.  
   If the wheel is turned all the way left or right, the front tires also 
   steer all the way left or right. 

Left Right

Neutral

Right LeftLeft Right

車体の電源スイッチを入れる。

バッテリーレベルインジケーター（LED/赤）が点灯。

送信機と受信機のバインディングを行います。（工場出荷時はバインディングされているので、設定の必要はありません。）

送信機の電源を入れます。

受信機のスイッチを入れます。

受信機のリンクボタンを1秒以上押します。

グリーンLEDが点灯に変わってバインディング完了。

リンクボタン

グリーンLED

リンクボタン グリーンLED

スイッチ

リバーススイッチ

ステアリングはリバース側

スロットルはリバース側

走行の準備  / 

送信機（スイッチ）

シャシー（スイッチ）

バインディング

送信機、受信機の順にスイッチをONにします。

フェイルセーフを効かせたい位置にスロットルトリガーを固定したまま受信機のリンクボタンを1秒以上押します。
一度消えたグリーンLEDが点灯したら設定完了です。

動作確認のため送信機のスイッチをOFFにします。設定した位置にスロットルサーボが固定されたらOKです。

※この時電動カーの場合など正常に設定されていない場合には危険を伴いますので、車を台の上に乗せるなど安全には十分に注意してください。

フェイルセーフを解除する場合にはリンクボタンを押しながら受信機のスイッチをONにします。

フェイルセーフの設定がON/OFFの確認は、受信機のスイッチをONにした時にグリーンLEDが早い点滅をした場合は設定済、点滅しない場合は設定なしの状態となります。

フェイルセーフ設定

ステアリングのチェック 台に乗せて浮かせます。

フロントタイヤが左右逆の動きになる時はP3リバーススイッチの
位置を確認してください。

ステアリングホイールを操作してフロントタイヤの動きをチェック。

左 右

ニュートラル

左左 右 右 *ステアリングホイールの操作量に応じて舵角が変わります。
  操作量が大きいほど、舵角も大きくなります。
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