使用説明書

1.INTRODUCTION 製品説明
Thank you for purchasing KDS Products.The KDS 450SV Helicopter is designed as an easy to use,full featured
Helicopter R/C model capable of all forms of rotary flight. Please read the manual carefully before assembling the
model, and follow all precautions and recommendations located within the manual. Be sure to retain the manual for
future reference, routine maintenance, and tuning. The KDS 450SV is a new product developed by KDS. lt
features the best design available on the Micro-Heli market to date, providing flying stability for beginners, full
aerobatic capability for advanced fliers, and unsurpassed reliability for customer support.
この度はＫＤＳ製品をお買い上げいただき、誠にありがとございました。ＫＤＳ450ヘリコプターは使いやすく設定されています。
このヘリコプターは、ＲＣモデルとしてあらゆる飛行に対応しています。組み立てる前にこの説明書をよく読んで、内容を
理解してから注意事項、指示項目に従って確実に組み立ててください。
この説明書は、定期点検や調整時に必要ですので、無くさないように大切に保管して下さい。
ＫＤＳが開発したフライメンター３Ｄは機体の安定性と細かな調整機能を備えており、今までに無い画期的な製品です。

IMPORTANT NOTES 重要事項
R/C helicopters, including the KDS 450SV are not toys. R/C helicopter utilize
various high-tech products and technologies to provide superior performance.
lmproper use of this product can result in serious injury or even death. Please read
this manual carefully before using and make sure to be conscious of your own
personal safety and the safety of others and your environment when operating
all KDS products. Manufacturer and seller assume no liability for the operation or
the use of this product. lntended for use only by adults with experience flying remote
control helicopters. After the sale of this product we cannot maintain any control
over its operation or usage.
Ｒ／Ｃヘリコプターは玩具ではありません。Ｒ／Ｃヘリコプターは、優れた性能を発揮するために、様々な技術や製品を使用しています。
間違った取扱いをすると、大変危険です、場合によっては大怪我をする事もありますので、無線操縦の安全規則や地域の法律を必ず確認し
て、それらを遵守して下さい。分からない事は、地元のホビーショップとよく相談して下さい。ＫＤＳ製品を操縦する時には、あなた自身
や、他人の安全を確認し、周囲にも十分な注意をする事を心がけてください。適切に使用すれば、ＫＤＳ製品は長期にわたって、無線操縦
の楽しさを味わえることでしょう。初めての飛行には、必ずベテランの操縦者に手助けをしてもらってください。
初心者が正しく組立、調整、飛行調整をするのは困難ですので、ホビーショップや熟練者の助けを借りるのがベストです。最初にホバリン
グをマスターしてから飛行して下さい。ＫＤＳ４５０ヘリコプターの操縦には一定の技術が必要です。その為には、自分で技術を習得しな
ければいけません。時間をかけて確実にとマスターして下さい。取扱いや操縦ミスによる事故や、メーカーの認めた部品の取り付け以外の
改造による機体の損傷や不具合は保証の対象とはまりませんので、無償修理や返品はお受けできません。それ以外の理由で問題が発生した
場合は、製品を購入したホビーショップまたは、お近くのＫＤＳ販売店にお問い合わせください。

NOTE 注意
Fly only in safe areas, away from other people. Do not operate R/C aircraft within the vicinity of homes or crowds of
people. R/C aircraft is prone to accidents, failures, and crashes due to a variety of reasons, including lack of
maintenance, pilot error, and radio interference. Pilots are liable for their actions and damage or injury
occurring during the operation or as a result of R/C aircraft models.
安全 な 場 所で、 人 から離れ て 飛行さ せ て くださ い 。住宅地 や 人のい る と ころで は 、Ｒ／Ｃ モ デルは 飛 行 させな い で くださ い 。
Ｒ／ Ｃ モ デルの 事 故・不具 合 ・墜落 は 、 整備不 良 や誤操作 や 無線の 干 渉 などの 人 為的な理 由 で発生 し が ちです 。 操 縦者は 操 縦中
に発 生 し たトラ ブ ルや破損 や 怪我に 対 し て責任 が あるだけ で はなく 、 Ｒ ／Ｃモ デ ルに起因 す る全て の 事 柄に対 し て の責任 が 有り
ます 。 万 一に備 え て、ラジ コ ン保険 等 に 加入す る ことを推 奨 します 。

2.SAFETY NOTES 安全のための注意事項

·LOCATE AN APPROPRIATE LOCATION 適 切な場 所 で飛行 す る
R/C helicopters fly at high speed, thus posing a certain degree of potential danger. Choose an appropriate
flying site consisting of flat, smooth ground ,a clear open field, or a large open room, such as gymnasium
or warehouse without obstacles.Do not fly near buildings, high voltage cables,or trees to ensure the
safety of yourself, others,and your model. Do not play your model in inclement weather, such as rain,
wind, snow or darkness.
Ｒ／Ｃヘリコプターは高速で飛行しますので、常に一定の危険が伴います。フライトには、Ｒ／Ｃ専用飛行
場や、平坦で見通しの良い場所を選びましょう。安全のため、建物や高圧線や樹木の近くでは飛行させない
でください。雨、雪、強風、暗がりの様な天候でＲ／Ｃを飛行させないでください。

·OBTAIN THE ASSISTANCE OF AN EXPERIENCED PILOTベテラン操縦者の支援を受ける
Before turning on your model and transmitter, check to make sure no one else is operating
on the same frequency. Frequency interference can cause your model, or other models to
crash. The guidance provided by an experienced pilot will be invaluable for the assembly,
tuning, trimming, and actual first flight, (Recommend you to practice with computer-based
flight simulator.)
Ｒ／Ｃモデルや送信機のスイッチを入れる前に、同じ周波数の人がいない事を確認し
てください。周波数の干渉は、自分や他人のＲ／Ｃモデルの墜落の原因になります。
経験豊富な人の指導は、組立や調整や初飛行のために貴重です。
（Ｒ／Ｃモデルでのフライトの前にフライトシミュレーターで練習することを
推奨します。）

·ALWAYS BE AWARE OF THE ROTATING BLADES ローターブレードに注意する
During the operation of the helicopter, the main rotor and tail rotor will be spinning at a
high rate of speed. The blades are capable of inflicting serious bodily injury and damage to
the environment. Be conscious of your actions, and careful to keep your face, eyes,
hands, and loose clothing away from the blades. Always fly the model a safe distance from
yourself and others, as well as surrounding objects. Never take your eyes off the model
or leave it unattended while it is turned on. Immediately turn off the model and transmitter
when you have landed the model.
Ｒ／Ｃヘリコプターのメインローターやテールローターは高速で回転しますので、ブレードにより重
傷を負ったり、周囲の物を破損することが有ります。
自分の行動に注意し、顔や目や手、衣類などをブレードから離して下さい。
常に、自分や他人、周囲の物から安全な距離をおいて飛行させてください。
スイッチを入れている間はＲ／Ｃモデルから目を離さないで、飛行中はコントロールを失った状態
にしないでください。Ｒ／Ｃモデルを着陸させたら、すぐに機体と送信機のスイッチを切ってください。

·PREVENT MOISTURE 湿気を避ける
R/C models are composed of many precision electrical components. It is critical to keep
the model and associated equipment away from moisture and other contaminants. The
introduction or exposure to water or moist u re in any f or m can cause the model to
malfunction resulting in loss of use, or a crash. Do not operate or expose to rain or
moisture.
Ｒ／Ｃモデルは多くの電子部品で構成されていますので、機体や関連機器も湿気や汚染物質か
ら遠ざけてください。水や湿気に露出させると、Ｒ／Ｃモデルは不具合を発生させ、使用不能
や墜落の原因となります。雨や湿気の多い中で飛行したり、そのような状況で保管しないでください。

·KEEP AWAY FROM HEAT 高温から遠ざける
R/C models are made up various forms of plastic. Plastic is very susceptible to damage or
deformation due to extreme heat and cold climate. Make sure not to store the model near
any source of heat such as an oven, or heater. It is best to store the model indoors, in a
climate-controlled, room temperature environment.
Ｒ／Ｃモデルは様々な形状のプラスティックから出来ています。プラスティックは
高温により変形が発生しやすいので、オーブン、ストーブ、ヒーターなどの熱源の
近くには保管しないでください。温度、湿度とも室温環境にＲ／Ｃモデルを保管して下さい。

·PROPER OPERATION 適切な使用
Please use the replacement of parts on the manual to ensure the safety of structure.
This product is for R/C model, so do not use for other purpose.
部品を交換する場合には、安全のため説明書に記載されている部品を使用して下さい。
Ｒ／Ｃモデルはホビー用です。他の目的には使用しないでください。

·SAFE OPERATION 安全操作
Operate this unit within your ability. Dot not fly under tired condition and improper operation,
which may cause danger.
操縦者の 能 力 を 超 え た 操 縦 は し な い で く だ さ い 。 体 調が良くない時はＲ／Ｃヘリコプターを飛行さ
せないで く だ さ い 。 不 適 切 な 操 縦 は 危 険 の 原 因 に な ります

3.SAFETY CHECK BEFORE FLYING 飛行前の安全確認
Before flying, please check to make sure no one else is operating on the same frequency for the safety.
Before flight, please check if the power of transmitter and helicopter are enough for the flight.
Before turning on the transmitter, please check if the throttle stick is in the lowest position. IDLE switch is OFF.
When turn off the unit, please follow the power on/off procedure. Power ON-Please turn on the transmitter first, and then turn on
helicopter power. Power OFF-Please turn off the helicopter power first and then turn off the transmitter. Improper procedure may
cause out of control, so please have this correct habit.
Before operation, check every movement is smooth and directions are correct. Carefully inspect servos for interference and broken gear.
Check for missing or loose screws and nuts. See if there is any cracked and incomplete assembly of parts.
Carefully check main rotor blades and rotor holders. Broken and premature failures of parts possibly resulting in a dangerous situation.
Check all ball links to avoid excess play and replace as needed. Failure to do so will result in poor flight stability.
Check the battery and power plug are fastened. Vibration and violent flight may cause the plug loose and result out of control.
Check for the tension of tail drive belt.
実際の飛行前に注意深く確認してください。
1 .飛行前に同じ周波数で作動している操縦者がいない事を確認してください。
2.飛行前に、送信機や受信機電源、動力バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
3.送信機のスイッチを入れる前にスティックの位置がＬｏになっていることを確認してください。
4.電源を入れる場合は、必ず送信機を先に入れ受信機を後から入れます。電源を切る場合は、受信側を先に切り、後から送信機の電源を切ります。
5.操縦をする前には、必ず全ての動作を確認してください。動きが滑らかで、サーボやギヤに破損がないか点検して下さい。
6.ネジやナットの脱落や緩みを点検して下さい。各部位に亀裂や破損が無いことを確認してください。メインブレードやテールブレード
は注意深く確認してください。部品の亀裂や破損、不具合は、危険な状態を発生させる原因となります。
7.全てのボールリンクを点検し、余分な遊びを無くして下さい。ガタが多い場合は交換します。点検を怠ると飛行の安定性を失います。
8.バッテリーの接続が確実であるか、確認してください。接続が不完全な場合、飛行中に接続がゆるみ、制御不能になることがあります。
9.テールドライブベルトの張りを点検して下さい。

When you see the marks as below, please use glue
or grease to ensure flying safety.
以下 の 様な記 号 が付記 さ れて い る部位 に は、接 着
剤や 潤 滑剤を 使 用して 下 さい 。
502:Apply CA Glue to fix.
609:Apply Anaerobics Retainer to fix.
340:Apply Thread Lock to fix.
OIL:Add Grease.

Green
緑色

Transparent
透明
340 Glue width:approx.1mm
340先端に１ｍｍぐらい塗布
してください。

502:固 定 の た め 瞬 間 接 着 剤 を 使 用します。
609:固 定 の た め ネ ジ ロ ッ ク を 使 用します。
340:Thread lock を使用します。（接着剤）
609 metal tubular adhesive(eg.Bearings).340 thread lock, apply
OIL:潤 滑 油 を 使 用 し ま す 。

When assembling ball links, make sure the”A”
character outside.

ボ ールリン ク にはＡ 又 は Ｂの表 示 が有りま す ので、
外 側に文字 が 見える よ う に取り 付 けるのが 正 しい
取 り付けで す 。

a small amount on screws or metal parts and wipe surplus off.
When disassembling, recommend to heat the metal joint about 15
Seconds.(NOTE:Keep plastic parts away from heat.)
金属用接着剤
340 金属のネジやナットに塗布する場合は少量を塗布します。外す
場合には、接着部を温めれば外すことが出来ます。（この時プラステ
ィック部品は熱から遠ざけてください。）
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4.ASSEMBLY SECTION 组 装说明

Make sure the mount can slide up
and down smoothly and freely
スムーズに動くことを確認して取り付け
てください 。

Metal main rotor housing
メタル メイン ローターハウジング
17*37.5*11mm

Collar screw
カラースクリュウ
M2*8.5mm

Metal flybar seesaw holder
メタルシーソーホルダー
36*14.5*7mm
Pin
ピン
1.5*18.7mm

Bearing
フランジベアリング
2*5*2.5
Collar screw
カラースクリュウ
M2*6mm

Bearing
ベアリング
2*5*2.5

Collar screw
カラースクリュー
M2*7mm

Bearing
ベアリング
Washer
ワッシャー 2*5*2.5
2*3.5*0.6mm

Washer
ワッシヤー
2*3.5*0.3mm
Make sure the linkage balls
are tightly secured.
しっかりと固定して下さい

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.6mm

Bearing
ベアリング
2*5*2.5

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.6mm

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.3mm

Bearing
ベアリング

2*5*2.5

Copper Ball parts
SF mixing arm
フランジベアリングボール ミキシングアーム
4.7mm
31.45*5.5mm

Make sure the arms move
smoothly and freely.
スムーズにアームが動くことを確認し
てください
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Collar screw
カラースクリュー
M2*8.5mm
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Collar screw
スクリュー
M2*8mm

Washer
垫片
2*3.5*0.2mm

Metal washout control arm
メタルウォッシュアウトＣＲアーム
31.45*5.5mm
Copper Ball parts
ボール
4.7mm

Bearing
2x5x2.5 ベアリング

Collar
1.5x3x2.6mm カラー

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.2mm

Collar screw
M1.4x6.5mm スクリュー

Nut
M2 ナット

Metal head stopper
ストッププレート
18*6mm

Main shaft
メインシャフト

Lock ring
メインシャフトストッパー

Collar screw
スクリュー
M2*7mm

Metal washout base
メタルウォッシュアウ
トベース
Collar screw
スクリュー
M1.4*6mm

CAUTION
注意

Bearing
ベアリング

Collar screw
スクリュー
M2*7mm

Collar screw
M2x12mm スクリュー

O-Ring
Ｏリング

Feathering shaft
フェザリングシャフト
Bearing
4.0mm
Aluminum collar
ベアリング
カラー
4*7*2.5mm
6*4*1.5mm

Screw
スクリュー
M2*6mm

Bearing
ベアリング
3*8*4mm
Washer
ワッシャー
2*5*0.5mm

Metal main rotor holder
メタルメインローターホルダー

Bearing
ベアリング

ベアリング

Bearing

Copper Ball parts
ボール
Metal main rotor holder
4.7mm
メタルメインローターホルダー

Socket screw
スクリュー
M2*6mm

Bearing
ベアリング
4*8*3mm

Metal main rotor holder
メタルローターホルダー

Set screw
イモネジ
M3*3mm

Metal flybar control arm
メタルフライバーＣＲアーム
38.3*4.5mm

Cross screw
スクリュー
M2*5mm

Set screw
イモネジ
M3*3mm

Cross screw
スクリュー
M2*5mm

Set screw
イモネジ
M3*3mm

Swashplate
スワッシュプレート
Lock ring
メインシャフト
ストッパー
Set screw
イモネジ
M3*3mm

Flybar paddle
フライバー
Set screw
パドル
イモネジ
M3*3mm

Set screw
イモネジ
M3*3mm

71.6mm

71.6mm
Set screw
イモネジ
M3*3mm
Make sure both sides are equal in length
フライバーロッドの長さが、左右均一に
なる様に取り付けてください

Approx.62mm
約６２ｍｍ

-6-

Rotate in a clockwise direction.
時計回りに回転

Linkage rod(A)
Appox.20mm
リンケージロッド（Ａ）
約２０ｍｍ

リンケージロッド（Ｂ）
約23.5ｍｍ

5.5mm

12.5mm

23.5mm

Linkage rod(B)
Appox.23.5mm

Linkage rod(B)
Appox.23.5mm
リンケージロッド
（Ｂ）
約23.5ｍｍ

23mm

リンケージロッド
（M）
約41ｍｍ

29mm

Linkage rod(M)
Appox.41mm

41mm

13.3mm

19mm

リンケージロッド（O）
約31. 3ｍｍ

31.3mm

Linkage rod(O)
Appox.31.3mm

28mm

リンケージロッド
（N）
約46ｍｍ

34mm

Linkage rod(N)
Appox.46mm

46mm

24mm

32mm

リンケージロッ
ド（D）
約4 2ｍｍ

42mm

Linkage rod(D)
Appox.42mm

4mm

Shorter length 4mm faces down
中心から４ｍｍの方が下になります

LINKAGE ROD リンケージロッド
Linkage rod(A)x2
リンケージロッド

9mm

41mm

23.5mm

20mm

( A ) x2

12.5mm

Linkage rod(M)x1
リンケージロッド

( B ) x2

29mm

( M ) x1

46mm

31.3mm

42mm

32mm

Linkage rod(B)x2
リンケージロッド

Linkage rod(D)x2

Linkage rod(O)x1

Linkage rod(N)x1

リンケージロッド

リンケージロッド

リンケージロッド

( D ) x2

19mm

( O ) x1

( N ) x1

34mm
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Collar screw
カラースクリュー
M2*4mm
340
Anti rotation bracket
アンチローテイションブラケット

609
Servo mount
サーボマウント

Metal main shaft block
メインシャフトベアリングブロック
23*22*7mm

Motor mount
モーターマウント

340

Bearing
ベアリング
5* 11*5mm

340
Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*6mm
340

Collar screw
カラースクリュー
M2*5mm

340

Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*5mm
340
Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*6mm
Collar screw
カラースクリュー
M2*4mm

340
Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*6mm

Tail boom
Front press belt wheel mount(L)
テールブームマウント（Ｌ）
ベルトテンショ

ンプーリー

340
340

GF

Socket button head screw
Canopy mounting bolt
キャップスクリュー
キャノピーマウント
M2*6mm
Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*10mm

Already assembled by factory,
please note to check again.
工場組立済みですが、組立には
再度確認をお願いします。
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Frame
フレーム

Big gear base
メインギヤマウント

One-way Shaft ring
カラー
6*8*1.6mm

Main drive gear
メインドライブギヤ
150T

Cross screw
スクリュー
M2*5mm

OIL

One-way bearing
ワンウェイベアリング
Φ 6* Φ10 *12mm

One-way bearing shaft
ワンウェイベアリングシャフト

5*6*21.5mm

Skid pipe end cap
スキッドパイプ エンドキャップ

Antenna pipe
アンテナパイプ

Skid pipe
スキッドパイプ

Landing skid
ランディングスキット

Socket button head self
tapping screw
タッピングスクリュー
2*10mm

Landing skid nut
ランディングスキット
ナット
Socket button head self tapping screw
タッピングスクリュー
2*10mm
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Tail drive gear
テールドライブギヤ
46T
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CAUTION
注意

Tail gear case
テールギヤケース
14*20*20mm

Aluminum collar
アルミカラー

Washer
ワッシャー
2.1*3.5*3.0mm

Collar screw
カラースクリュー
2*12mm

Collar screw
カラースクリュー
2*7mm

Tail drive belt
テールドライブベルト
453T
Copper Ball parts
ボール
4.7

Bearing
轴承
3*8*3mm

Control arm holder
コントロールアームホルダー
11*22mm

Tail rotor shaft assembly
テールローターシャフト

Washer
ワッシャー
4.4*5*1.25mm

Tail pulley assembly
テールプーリー
8*5mm

Socket button head screw
キャップスクリュー
2*5mm

Please do not bend or scrape the
drive belt to reduce damage risk.
ベルトは適切な張り調整をしてください.
間違った調整はベルトやプーリーを傷めます。

Metal tail unit housing(L)
メタルテールケース（Ｌ）

Bearing
ベアリング
3*8*3mm

Tail boom
テールブーム
12*347mm

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.2mm

Bearing
ベアリング
2*5*2.5mm

Washer
ワッシャー
3*2*2.6mm

Socket screw
スクリュー
2*5mm

Tail rotor control arm
テールローターＣＲアーム

Bearing
ベアリング
2*5*2.5mm

Tail fork
テールフォーク

Washer
ワッシャー
2*3.5*0.2mm

Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*13mm

Socket button head screw
キャップスクリュー
2*4mm

Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*13mm
Socket button head screw
キャップスクリュー
M2*14mm
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340

340

340

Collar
Collar screw
カラー
カラースクリュー
M2*8.5mm

340

組み 立て 済 みで すが再度 確認を
お願 いし ま す。

Already assembled by factory, please note to
check again

Bearing
ベアリング
4*8*3mm

Collar screw
カラースクリュー
M1.4*6.5mm

テールシャフ トを組み 立て る 際に は
全てのネジの 締め付け を確認 して く ださい 。

Please check if all screws are right before
assembling Tail rotor shaft

Set screw
イモネジ
M3*3mm

340

609

Tail rotor hub
テールローター
8*18mm

609
Bearing
ベアリング
3*6*2.5mm

Metal tail rotor holder
金属尾旋翼夹座

Bearing
ベアリング
2*5*2.5mm

340

340

340

Collar screw
カラースクリュー
M2*9mm

Collar screw
カラースクリュー
M2*9mm

Collar screw
カラースクリュー
M2*8mm

Tail rotor blade
尾旋翼
60.75*2.2mm

Apply some glue on tail boom brace ends to avoild
vibration.When gluing,note the two ends must be
parallel to each other,or they can't be fixed flat.

テールブレースの組み立ては接着材を使っ
てください。
両端が平行になるように取り付けてください。
502

テールブレースエンド
502

キャップスクリュー

ワッシャー
340

ワッシャー

340

340

カーボン水平尾翼
-メタルサーボマウント

キャップスクリュー

340

340
スクリュー

テールブームブレース
M2
スタビライザーマウント

340

スクリュー
0

スクリュー

ワッシャー
340

340

スクリュー

90度ひねって取り付けます。
ベルトがスリップしない様
に組立後に張り調整を行います。
カーボン垂直尾翼

後
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325 Carbon rotor blade
325mm カーボンブレード
325mm

ベルトの張りは3/4程度まで押せる位に調整して
ください。
中 心線

テールドライブプーリー
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ベルト

5.SERVO INSTALLATION 伺服器安装
1.Please prepare three micro servos(9g)for CCPM swashplate control and one quick speed(0.12sec/within 60degrees)micro servo(6~9g)
for tail rudder control. First remove the servo horn from the three servos for swashplate.
ＣＣＰＭ方式では3ケのサーボーは同じスペックの物を使用してください。
スペックは0.12sec/60°で9ｇのサーボを使用してください。

Frame aluminum bolt
フレームサポートパイプ

1.5mm Hex wrench
１.５ｍｍ 六角レンチ

Servo
サーボ

Socket button head self tapping screw
スクリュー
M2x6mm

Servo
サーボ

Socket button head self tapping screw
スクリュー
M2x6mm
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Servo

サー ボ

See the picture, install the third servo outside the rear mount of
the main frame(L) or (R).The servo is installed outside of the
frame and the output shaft must be oriented toward the rear of
the helicopter, set the signal wire in the retained space to avoid
any scrape. Then use the screws and nuts to fix.
ＳＶとＳタイプは図━①の様にサーボはメインフレームの内側
に入ります。
専用サーボマウントに取り付けます。

Rudder cotrol rod
ラダーコントロールロッド

Keep parallel
平行になるように

90°

Servo horn
サーボホーン

Rudder cotrol rod
ラダーコントロールロッド
Tail rotor control arm
ラダーコントロールアー ム

Please not over tighten the screws to
make sure the control arm moves smoothly.
スムーズに動く様に取り付けてください。
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6.EQUIPMENT ILLUSTRATION メ カの 取 り付け

PARTS AND EQUIPMENT ASSEMBLY ILLUSTRATION
パーツ ・機材の取り 付け 説明

I llustration of Main Rotor's Pitch at 0 degree
メインローターの角度が０度になるところに合わせてください

Linkage rod(A)
リンケージロッド(A)
Linkage rod(B)
リンケージロッド(B)
Linkage rod(D)
リンケージロッド(D)
Linkage rod(O)
リンケージロッド(O)

Set flybar paddle horizontally
パドルが水平になる様に取り
付けてください
Set control arm horizontally
コントロールアームを水平
に取り付けてください

Normal Mode:
Throttle stick at the
lowest position.
Normal模式油门摇杆最
低点

Set swashplate horizontally
スワッシュプレートを水平にします

Gyro
ジャイロ

Battery
バッテリー
Battery/Receiver
mounting plate
バッテリー・受信機
取り付けプレート

Rudder servo
ラダーサーボ

Install the receiver in the back of
the heli to avoid the interference
by the motor or ESC.
重心に合わせて、受信機やＥＳＣ
を取り付けてください 。

Motor
马达

7.MAIN ROTOR BLADE BALANCING AND CORRECTION
メインローターのバランス調整とトラッキ ン グ調 整

Tape location
目印のテ ー プを貼 り ま す

Important-Before flying it is necessary to balance the blades. Screw the rotor blades together
as in the illustration. The rotor blades are properly balanced when they are suspended exactly horizontally.
If not, the blades are not in equilibrium. This is corrected by applying tape to lighter blade.
メインローターの静バランスを取ってから、取りつけてください。トラッキング調整は、実際に取り付け、回転させてから行います。
横から見てローターのずれが無いように、リンケージロッド（Ｄ）を調整します。

Color mark
颜色标 记
Linkage rod(A)
リンケージロッド(A)
Linkage rod(D)
リンケージロッド(D)

Linkage rod(A):Regular pitch trim(For large variations).
リンケージロッドＡは、同じ長さに調整して下さい
Linkage rod(D):Slight pitch trim(For large variations).
リンケージロッドＤは、トラッキング調整で長さを調節します

Apply a red piece of tape on one blade, or paint a red stripe with a marker or paint to identify one blade.
Run the helicopter at a safe distance and have someone look at the spinning blades at the reference angle
shown in the photo. If the blade tracking is not set correctly, you will be able to identify the blade with the red
identifying mark rotating higher or lower than the other blade. Adjust the linkage rod length shorter or longer
to make both blades track level.
メインローターにテープを巻きつけ、目印にして調整します。また、ドラッグボルトは、左右が同じ硬さになる様に
締め付けを行ってください。メインローターが回転するため、安全に注意して行ってください。
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-17ゲイン調整

（Ch5）
Gain channel wire

ジャイロ

Gyro

6-channel
receiver
6 chレ シ ーバー

ヘリコプターには6チャンネル以上のチャンネルが必要です 。

ゲイン調整

（Ch5）
Gain channel wire

ジャイロ

7-channel
receiver
7 chレ シ ー バー

7-Channel Receiver is adequate for the requirements of the KDS heli.
You will need the following channels at a minimum: Throttle,Rudder,
Elevator, Aileron, and especially Pitch and Gyro controls.
ヘリコプターには7チャンネル以上のチャンネルが必要です 。

Pitch
ピッチ

Rudder
ラダー
Ch4

Elevator
エレベータ
Ch2

Aileron
エルロン
Ch1

Throttle
スロットル
Ch3

Gyro

Keep the rod and tail boom parallel to
each other for smooth movement
ロッドは平行に取り付けスムーズに
動く様にしてください。

JR 7CH receiver wiring
Jr7chレシーバー配線図

Rudder servo
ラダーサーボ

Canopy nut
キャノピーナット

6-Channel Receiver is adequate for the requirements of the KDS heli.
You will need the following channels at a minimum: Throttle,Rudder,
Elevator, Aileron,and especially Pitch(CH6) and Gyro(CH5) controls.

Pitch
ピッチ

Rudder
ラダー
Ch4

Throttle
ESC
スロットルESC 马达调速器
Ch3

Elevator
エレベータ
Ch2

Aileron
エルロン
Ch1

HITEC,FUTABA 6CH receiver wiring
HITEC,FUTABAレシーバー配線図

Canopy
キャノピー

8.CANOPY ASSEMBLY キャ ノピ ーの 取 り 付 け

9.SERVO SETTING AND ADJUSTMENT サーボの取り付けと調整
Linkage rod(O)
连杆(O)

JR Transmitter/Servo

JR 送 信 機 ／ サーボ

FUTABA/HITEC Transmitter/Servo
FUTABA / HITEC 送信機／サーボ

Please note to set the sub trim neutral for the first trial fight.
If the helicopter wags, please trim linkage rod(M)(N)
Trim both rods simultaneously to adjust for forward/backward
tilt. Trim rod(M)or,(N) for right/left tilt.
ス ワッシュ プ レ ー トの下面 が 水 平になる 様 に リンケージロッ
ド を調整し ま す 。 左右のサ ー ボ が動きま す の で、リンケージ
の 調整は、 左 右 の ロッドそ れ ぞ れの調整 を し てください。
前 後も同様 に 行 っ てくださ い 。

Linkage rod(M)
リン ケージ ロッド(M)

If any interference caused by rod(N) and outer
covering, please install the ball links inside.
リ ン ケ ー ジロッド が キ ャノピー に干渉しない
よ う に 、 ボールを 内 側 に取り付 け ます。

Linkage rod(N)
リン ケージ ロッ ド(N)
Aileron:CH1

Elevator:CH3
エレ ベ ータ ー ：
Ch3

Aileron:CH2
エルロン：CH2

Pitch:CH6
ピ ッ チ ：CH6

Pitch:CH6
ピッチ ：CH6

Ai ler on: CH 2
エルロン ：CH 2

エルロン:CH1

Pitch:CH6
ピッ チ ：CH6

Pitch:CH6
ピッ チ ：CH6

エルロン:CH1

Aileron:CH1

Elevator:CH2
エ レベ ー ター ：
Ch2

Positions of CH2、CH6 are exchangeable, After assembling
as photo (Note: Set the transmitter under CCPM 120
degrees mode),pull throttle stick (pitch) upward. lf one
swashplate servo (or two servos),pull throttle stick (pitch)
upward. lf one swashplate(REV) on the transmitter to make
it moves upward. If three servos move downward, adjust the
travel value(+-)of SWASH Ch6 on the transmitter to make
them move upward. When the actions of Aileron and Elevator
are opposite, adjust travel values of SWASH Ch2 and Ch3.
CH1 とCH6 は位置が反対でも送信機の設定で調整が出来ます。
送信機の設定は、１２０度タイプＣＣＰMに設定して下さい。
プロポメーカーの説明書を参照してください。
スロットルのＵＰ／ＤＮで、スワッシュは上下します。
エルロンは、２個のサーボでスワッシュを左右に傾けます。
※フライメンターを取り付ける際は、別紙を参照してください。

Positions of CH1、CH6 are exchangeable, After assembling
as photo (Note: Set the transmitter under CCPM 120
degrees mode),pull throttle stick (pitch) upward. lf one
swashplate servo (or two servos),pull throttle stick (pitch)
upward. Lf one swashplate(REV) on the transmitter to make
it moves upward. If three servos move downward, adjust the
travel value(+-)of SWASH Ch6 on the transmitter to make
them move upward. When the actions of Aileron and Elevator
are opposite, adjust travel values of SWASH Ch1 and Ch2.
CH1 とCH6 は位置が反対でも送信機の設定で調整が出来ます。
送信機の設定は、１２０度タイプＣＣＰMに設定して下さい。
プロポメーカーの説明書を参照してください。
スロットルのＵＰ／ＤＮで、スワッシュは上下します。
エルロンは、２個のサーボでスワッシュを左右に傾けます。
※フライメンターを取り付ける際は、別紙を参照してください 。

9.PRE - FLIGHT CHECKLIST ( " MODE 1 " CONTROLS )
飛行前の調整と設定

This model helicopter is an electronically controlled mechanical device traveling at high speeds and altitudes, with high-speed
rotating blades posing a potential dangerous risk. Please make worn a habit to always perform a pre-flight check of the entire
model prior to each flight. lf you discover any broken, loose, or worn parts, do not fly the model. Repair or replace items
immediately. After each flight, completely clean the model and check for damage or wear. Following these simple steps will
provide for maximum enjoyment owning and operating the KDS Helicopter.
このヘリコプターは、小型ですがスピードも速く、ローターも高速回転していますので、飛行前の点検を怠ると大変な危険を伴います。
飛行前にはチェックを実施する習慣を身につけてください。日々の点検では、消耗品の交換、不良個所の発見につながり、損害を最小限
に留める事が出来ます。ラジコンヘリコプターを飛行するには、点検が必要です。ネジの緩み。機器の確認。パーツの変形・劣化ほか。
確認することが安全なフライトにとって第一です。また、飛行前にはシミュレーションのトレーニングは欠かせません。
実際の飛行までに、各操作を繰り返し練習して下さい。
Aileron Control
エルロン操作
Down
ダウン

Elevator Control
エレベーター操作

Up
上

Up
上

Flying control of Letf/Right cyclic
左右の操作で機体が傾きます

Flying control of Forward/Backward cyolic
前後の操作で機体が傾きます

Backward

後ろに傾く

Tilt right
Tilt left

Down
下

Forward
前に傾く

右に傾く

左に傾く

Forward
前に傾く

Backward
後ろに傾く

Left Right
左

右
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Rudder control

Throttle control

ラダー操作

スロットル操作

Up
上

Left
Right

左

右

Flying control of ascent/descent
上下の操作で機体が上昇・降下します
Ascent
上昇

Flying control of right/left turn
左右の操作で機体が左右回転します
Right
Left

Descent
降下

右

左

上昇・加速

Ascent/acceleration
High 高い
Low 低い
Descent/deceleration
降下・減速
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Left Right
左

右

11.PITCH AND THROTTLE SETTING ピッチとスロットルの設定
GENERAL FLIGHT一般的な飛行

Throttle スロットル

+9°~+11°

Pit ch ピッチ

100%高 速

65%Hovering
65%ホ バ リ ン グ

100%低 速

Stick position at high/Throttle100%/Pitch+9°~+11°
スロットル ハイ位置では、１００％／ピッチ（＋９度～＋１１度）

100%
85%

+5°bis+6°

65%
40%

5
3
4
1
2
Throttle Curve(Hovering Fight)
スロットルカーブ（ホバリング飛行）

Stick position at Hovering/Throttle 65%~70%/Pitch+5°~+6°
スロットル ホバリング位置では、６５％～７０％／ピッチ（＋５度～＋６度）

-2°
Pitch and Rotation Speed Pitch与转速关系
TIP：It is recommended to use a lower pitch
setting when using higher RPM\Head speed.
This will allow for better power.
高速飛行する場合には、ピッチ角をあまり多く取
らない方がモーターダメージが少なくなりますので、
ピッチ角を少なめに設定してください。

Stick position at low/Throttle 0%/Pitch 0°
-2°
スロットル ロー位置では、０％／ピッチ（－２度）
IDLE1:SPORT FLIGHT

Throttle スロットル

3D FLIGHT 3D ３Ｄフライト

Pit ch ピッチ

+9°bis+11°

Stick position at high/Throttle100%/Pitch+9°~+11°
スロットル ハイ位置では、１００％／ピッチ（＋１１度）

100%
90%
85%
80%

3
4
5
1
2
Throttle Curve(Simple Aerobatic Flight)
スロットルカーブ（一般的な上空飛行）
IDLE2:3D FLIGHT

Throttle スロットル

Pit ch ピッチ

Stick position at middle/Throttle 90%/Pitch 0°
スロットル ホバリング位置では、９０％／ピッチ（０度）

100%
90%

Stick position at low/Throttle 100%/Pitch-8°~10°
スロットル ロー位置では、１００％／ピッチ（－８度～－１０度）
1
1.Pitch range: Approx.25 degrees.
2.If the pitch is set too high, it will result in shorter fight duration
and poor motor performance.
CAUTION! 3.Setting the throttle to provide a higher speed is preferable to
注意
increasing the pitch too high.
1.ピッチ角度の範囲は＋－合計で２５度です。
2.ピッチ角度を多く設定しすぎると、動力性能がダウンすることになります。
3.スピードを出すには、ピッチ角度を増やすのではなく、適切な
スロットルの設定が有効です。
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5
3
4
2
Throttle Curve(3D Flight)
スロットルカーブ（３Ｄフライト）

12.FLIGHT ADJUSTMENT AND SETTING 飛行調整及び調整

モード１

モード 2

Move left
左に移動

Aileron エルロン

Elevator エレベーター

Move right
右に移動

Rotate left
左に傾く（回転）

Rotate right
右に傾く（回転）

Fly forward
前に移動

Fly backward
後に移動

Forward rotate
前に傾く（回転）

backward rotate
後に傾く（回転）

Ascent
上昇

Descent
降下

Throttle スロットル

Turn right
右回転

Turn left
左回転

Rudder ラダー
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13.FLIGHT ADJUSTMENT AND SETTING 飛行調整及び設定

Right
右 に 回転

Left
左に回 転

Right
Left
左に回転 右 に 回転

Right
Left
左に回転 右に回転

Down
下

Down
下

Forward
前に移動

Left
左 に 回転
Right
Left
左に回転 右に回転

Right
Left
左に回転 右に回転
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Backward
後に移動

Right
右 に回転

14.FLIGHT ADJUSTMENT AND SETTING 飛行調整及び設定

When the helicopter begins to lift-off the ground,
slowly reduce the throttle to bring the helicopter
back down. Keep practicing this action until you
control the throttle smoothly.
ヘリコプターが地面から離れたら少しスロット
ルを緩め停止し、その後、ゆっくり着陸出来る
まで何度も練習して下さい。

1.Raise the throttle stick slowly.
2.Move the helicopter in any direction back, forward,
left and right, slowly move the aileron and elevator
sticks in the opposite direction to fly back to its
original position.
1.ゆっくりスロットルスティックを上げてください。
2.ヘリコプターを前後左右に動かして下さい。動か
した反対方向に操作し、元の位置まで戻してくだ
さい。スティック操作はゆっくり操作して下さい。

1.Slowly raise the throttle stick.
2.Move the nose of the helicopter to right or left, and
then slowly move the rudder stick in the opposite
direction to fly back to its original position.
1.ゆっくりとスロットルスティックを上げてください
2.ノーズを左右に動かして下さい。そしてその反
対方向に操作し、最初の位置にノーズを戻してく
ださい。スティックはゆっくり動かします。
初めのうちは、回転させてはいけません 。

Color mark カ ラ ー 目 印 （ テ ー プ な ど ）
Incorrect tracking may cause vibrations.
Please repeat adjusting the tracking to
make sure the rotor is correctly aligned.
After tracking adjustment,please check
the pitch
angle is approx.+5°when hovering.
トラッキング調整は、危険ですので、
ヘリコプターから離れて調整して下さい。
２枚のブレードが同じ軌跡で回転する
ように、リンケージロッドで調整します。
バランスが有っていないと、振動でネジ
が緩んだり、ヘリコプターが不安定にな
ったりします。
ホバリングのピッチ角は、＋５度に設
定します。
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15.PARTS LIST 零 件 明细

1211
Mail rotor head
assembly
メインローターヘ
ッドＡＳＳＹ

1024-72
Washout control arm

1142-72
Main rotor housing
メインローターハ
ウジング

1111
CCPM swashplate

ウォッシュアウト
ＣＲアーム

スワッシュプレート

1137-SV
FG Frame set

1151SV
Motor mount

1065
Main rotor holder
メインローターホルダー

1110SV
Tail holder unit
assembly

1128
Flybar seesaw holder
シーソー

1129
SF mixing arm
ミキシングアーム

1108
Metal tail unit assembly

フライバーＣＲセット

1189-72
Tail rotor holder set

1117-2
Main shaft bearing block

テールケースセット

テールローターホルダー ベアリングホルダー

1113SV
Anti rotation bracket

1011
Main shaft

1196-72
Washout base
ウォッシュアウトベース

1138-SV
FG Main fram set
カーボンフレームセット

テールユニットＡＳＳＹ

1023
Servo mount

メインフレーム

モーターマウント

サーボマウント

アンチローテーショ
ンブラケット

メインシャフト

2002-10-4
One -way bearing

1014-2
Skid pipe

1117
Tail boom mount

1102
Tail boom347mm

1017
Rudder cotrol rod

テールブームマウント

テールブーム

テールＣＲロッド

ワンウェイベアリング

1081
Flybar control

スキッドパイプ

1003-2
Feathering shaft

1104
Flybar rod

フェザリングシャフト

フライバーロッド

1114
Metal tail servo
mount

1208
Stabilizer mount
尾翼マウント

テールサーボマウント

1135A
Tail pitch assembly

1135A
Tail fork

テールピッチＡＳＳＹ

テールフック

1154-3
Big gear base
ビッグギヤケース

1140
Tail rotor shaft
assembly

1108-3
Front press belt wheel

1189-70
Tail rotor hub

テールプーリー

テールローターハブ

1154-2
Main drive gear
メインギヤー

テールローターシャフト

1154-1-SV
Tail drive gear
テールドライブギヤ

1154
One-way bearing
shaft

1191
Flybar paddle

1208-75
FG Stabilizer

1192
Tail rotor blade

1193-1
325mm FG blade

1193-2
325mm CF blade

ブライバーパドル

尾翼セット

テールローター

Fgメインブレード

カーボンメインブ
レード

ワンウェイベアリ
ングシャフト

1016
Tail boom brace

1014
Landing skid

1015
Metal landing skid

1011-4
Lock ring

1042-1
Brake plate

テールブームブレース

ランディングス
キッド

メタルランディング
スキッド

シャフトスト
ッパー

ストッププレート

1040
Screw bag

1041-4
Canopy mouting bolt

1036
Main blade holder

1188
Tube & washer

キャノピーマウント

メインブレードホルダー

キャップボルトワッシャー ビスセット

1031-SV
Drive belt(453mm)
ドライブベルト453ｍｍ

1048-1
Copper Ball parts bag

1003-4
Aluminum collar

ボールリンクセット

アルミスペーサー

1047-7
FG Canopy
ＦＧキャノピー

002-4
Landing skid rubber
gasket
スキッドゴム

1002-1
Canopy rubber gasket
キャノピーゴム

1043SV
Ball linkage rod set
ボールリンク＆ロ
ッドセット

2013
Aluminum case
アルミケース
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16.REGULAR MAINTENANCE 定期点検
Regular maintenance is required to keep the KDS 450 helicopter in optimal and safe flying condition. The model requires precise
configuration of the components and settings to be kept by the owner. Maintain regular maintenance on the model to avoid accidents
or loss, and optimum performance.
ＫＤＳ４５０ヘリコプターの性能を維持するには、定期点検を行い、最適で安全な機体の状態にしておく事が要求されます。
ヘリコプターの所有者は、事故をさける準備が義務となりますので、定期点検を忘れずに行ってください。

MAIN ROTOR CHECKLIST メインローターチェックリスト
1.Main Rotor Housing: When the main rotor housing is worn or faulty, there will be obvious vibration and poor flight control. Check the
main rotor, main shaft, and feathering shaft for wear or deformity. Replace parts as necessary to eliminate imbalance.
2.O-Rings:The O-Rings will lose their elasticity over time. This will cause excess play on rotor and
cause instability. Replace as needed.
3.Main Rotor Holder: When the heli will not fly or react sluggishly, even after checking for proper setting of pitch and throttle, check
the following items: Plastic Parts
Bearings
Ball bearings
Rotor Blades
Check for excess play or broken parts, or binding or restricted movement. lt is important to check for main rotor balance before each
flight. Operating the model when out of balance will cause excessive wear and premature failure of parts, possibly resulting in a
dangerous situation.
4.Control Arm Assembly: Check regularly for cracked, worn, bent or binding control arms and pushrods. Smooth movement of control
arms and linkages is required for stable, vibration free flight.
5.Swashplate:Check for excess slop in the main ball where the main shaft rides on, and slop of
looseness between the plastic and metal surfaces. Swashplate wear will result in poor stability and lack of control during flight.
Replace as necessary.
1.メインブレードのスリキズ等、また、フェザリングシャフトの曲がりが原因でアンバランスになり、振動に原因になります。特に注意し
て下さい。
2.Ｏリングは時間とともに劣化したり、弾力を失います。ギヤやベルト、ワンウェイのグリス等は、５０フライト位を目安に交換や保守を
行ってください。
3.ピッチシステムのリンケージ・プラスティックパーツ・リンケージボールベアリング・ローター他の傷み・変形の点検をしてください。
4.コントロールアームがスムーズに動く事も確認します。
5.スワッシュプレートの傷みがあったり、動きが悪いと、操縦性に影響しますので、必ず、点検を行ってください。

FUSELAGE/CHASSIS

駆動部とフレームのチェック

1.Main Shaft Bearing: Normal replacement interval for proper operation is between 60-100 flights. If flying 3D or extreme aerobatics
often, inspect the bearing more frequently and shorten the interval as necessary.
2.One-way Bearing: One-way bearings have longer lifetimes. Failure is not common. To keep the one-way bearing in good operation,
remove it to clean and lubricate after every 50 flights. lf the main drive gear is loose, you should replace the one-way bearing 200210-4
3.Drive Belt: KDS uses only top quality, stretch-proof belts. lt is however, impossible to prevent the belt from stretching or wearing
out. Check belt tension regularly, and check for the wear on the teeth. Replace as necessary.
1.メインシャフトやベアリングは、６０フライトくらいで交換して下さい。３Ｄ飛行をされる場合は、その都度点検して下さい。
2.ワンウェイベアリングは、５０フライトくらいで洗浄し、グリスアップをします。この際、専用グリスを使用して下さい。
滑りが有る時には、シャフトも交換して下さい。 （2002-10-4）
3.ＫＤＳのドライブベルトは伸縮性に優れた品質の良い物を使っていますので、交換される場合は、ＫＤＳ純正品をご使用ください。
擦り減りや、歯飛びを防止するためにベルトに一定のテンションがかかる事を常に点検して下さい。

LINKAGE RODS & CONNECTING PARTS

リンケージロッドとコネクティングパーツの点検

During assembly,take special care to keep the connecting parts in smooth operation,and avoid excess play or binding.Failure to do so
will result in poor flight stability.The linkage rods and ends will break and wear due to normal usage,crashing,and poor maintenance
and environment.Check for wear and proper operation regularly,replace as needed.
リンケージやコネクティングパーツはスムーズに動く事を確認し、ガタの多い物はコネクティングパーツを取り替えてください。
飛行中に外れると大変危険です。

TAIL ROTOR SYSTEM

テールローターシステム

1.Tail Rotor Control Set: Check the tail rotor bearing regularly. If there is excess play or gaps , replace immediately. Avoid any binding
or improper contact on the tail components and bearings as this will cause excess wear and heat, potentially melting or deforming the
tail system.
2.Tail Unit Assembly: Avoid flying in tall grass or weeds. lf grass or weed becomes lodged in the tail rotor unit, it will interfere with the
operation, and cause the helicopter to lose control. Always check for foreign objects in the tail and clean them off immediately. Avoid
using lubricants on the exposed surfaces of the model as it will attract and collect dirt and debris, and cause failure.
3.Tail Rotor Housing: Disassemble Tail rotor housing for cleaning and maintenance after every 50flights. lf the tail does not operate
smoothly or shows any signs of stress or wear, please replace immediately.
4.Tail Rotor: Check the Tail Rotor blades regularly for damage, especially if the helicopter ever strikes the ground while flying, or after
hard landings. Damaged Tail Rotor blades can induce Vibration.
1.テールローターのベアリングは定期的に点検し、隙間が多いようなら交換して下さい。ベアリングの不良は、異常な摩耗や、発熱を起こ
し機器を破損する原因になります。異常が有ればすぐに飛行を中止してください。テール部品が壊れると飛行が出来ませんので、定期的に
部品の交換をしてください。
2.雑草や絡んだり、砂やほこりが原因でテールが制御できない事もありますので、異物を取り除いてください。
3.テールローターハウジング回りは、５０フライトくらいまでに定期的にクリーニングや、部品の交換をしてください。また、スムーズに
動く事も確認してください。
4.テールローターの石はねや、ハードランディング時にテールを破損した場合など、振動が増えネジの緩みや、機体の制御に影響が有りま
すので、交換してから飛行して下さい。
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