
901H ドローン
取扱説明書

DROCON社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。ご使用の前
に取扱説明書をよくお読みください。

ご注意

この製品はジャイロスコープを使用しています。小規模なスペ
ースあるいは屋外での飛行が可能です。
風速レベル3未満の場合にのみ、飛行をお楽しみください。
この4chドローンは、前進·後進、左·右の横進、左·右折飛行
が可能です。
また3Dローリングのような特殊飛行も楽しめます。
快適な操縦体験のために、使用前にマニュアルをよくお読みに
なり、マニュアルは大切に保管してください。



安全と注意

製品ボタンの機能説明

1. 小型の部品があり、事故の危険を避けるため、小さなお子さまの手が届かな
いようにしてください。

2. 機体はパワフルなエネルギーを持っています。最初の飛行の際は、左レバー
をゆっくり押してください。衝突や損傷を引き起こす危険がありますの
で、高速での飛行は避けてください。

3. 飛行後は、リモコンの電源をオフにしてから機体の電源を落としてくださ
い。

4. バッテリーを高温、高温の場所（火のそば·電気·加熱装置の近くなど）に
置かないでください。

5. 飛行中は、機体と操縦者や他の人の間に最低でもおよそ 2～ 3m の距離を
保つようにしてください。着陸の際、他の人にケガをさせないように注意
してください。

6. お子さまには一人で操縦させず、かならず大人の監督下で遊ばせてくださ
い。

7. 非充電式の電池を充電して使用しないでください。電池は極性の方向を正
しく挿入し、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。

8. 飛行を停止する際、送信機の電源をオフにし、機体のバッテリーと送信機の
電池を取り外してください。

高速回転
送信機充電ケーブル

前進トリム

後進トリム

方向スティック

右トリム

左トリム

ヘッドレスモード

速度調整

スロットルスティック

ワンキー着陸
ワンキー離陸

電源スイッチ

ワンキーリータン
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送信機バッテリーの安装方法

機体の電源をオフにし、送信機をオンにして、充電ケーブ
ルを送信機に接続します。充電中は青いランプが点灯し、
充電が完了すると赤いランプが点灯します。
充電時間は約40～60分です。
注意：
充電の際は、送信機の電力が十分あることを確認してくだ
さい。

機体の電源をオフにし、充電用のUSBケーブルを機体の充
電プラグとコンピュータのUSBソケットに接続します。
充電中はUSB充電ランプが点灯し、充電が完了すると消灯
します。
充電時間は約60分です。

ブレード

機体

可動軸
ソケット / 電源スイッチ

モーター

LED ライト

バッテリーカバー

ドローンの充電方法

バッテリーカバー

図中のプロペラ AB の位置のようにブレードを交換してください。
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フライト前の準備

１.送信機とドローンの同期
ドローンの電源をオンにし、水平状態に設置します。送信機の電源ボタン
を押して起動し（機体底部の4つのLEDランプが急速に点滅）、左のスティ
ックを一番上へ上げ、一番下へ２秒下げると、送信機とドローンは同期完
了になります（初回のみ）。同期が完了すると、送信機からはっきりを音
がします。

ご注意：
飛行場所の気圧によるドローンは安定飛行できない場合もあります（ホバ
リングの状態でドローンは一方へ傾斜）。その場合は送信機のトリムボタ
ンを押してドローンのバランスを調整可能です。あるいはドローンのバラ
ンスをリセットしてください。リセット方法：送信機左のレバーを左に動
かし、右のレバーを左に動かしてください（この操作は同時に行います。）。

3.モーターロッグ解除：
キャリブレーション後、左のレバーを左下に
押し、右のレバーを右下に押します（この操
作は同時に行う必要があります）。モーター
ロッグが解除され、モーターの回転開始し、
ドローンは離陸待機状態になります。

2.キャリブレーション
A:ドローンの電源をオンにして水平状態に設置します。
B:送信機の電源をオンにして、その過程で、送信機とドローンは自動的に
同期できます。
C:左のレバーを右下に押し、右のレバーを左
下に押します（この操作は同時に行う必要が
あります）。キャリブレーションが成功の場
合、ドローン下の4つのLEDライトがすばやく
点滅からずっと点灯になります。
 注意：飛行する前に、キャリブレーションす
る必要があります。
D.ジャイロはリセットになります。
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送信機の基本操作（本製品はモード2）：

スロットルを押し、
レバーを上あるいは
下に動かすと、機体
は上昇或いは下降の
動作です。

左あるいは右にス
ロットルを押すと、
機体は左あるいは右
に旋回します。

方向レバーを上ある
いは下に動かすと、
機体は前進あるいは
後退の動作です。

方向レバーを左ある
いは右に動かすと、
機体は左進行あるい
は右進行の動作で
す。

右のスティックを押
し込みのまま前に倒
すと、機体は 360°
の前方回転飛行しま
す。
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右のスティックを押
し込みのまま後ろに
倒 す と 、 機 体 は
360°の後回転飛行
します。

右のスティックを押
し込みのまま左に倒
すと、機体は 360°
の左回転飛行しま
す。

右のスティックを押
し込みのまま右に倒
すと、機体は 360°
の右回転飛行しま
す。

ボタンを1秒押し続け
ると、機体は急速に
時計回りに回転しま
す。方向スティック
を動かすと、急速回
転状態が解除されま
す。

ボタンを3秒押し続け
ると、機体は時計回
りに円を描いて飛行
します。方向スティ
ックを動かすと、円
形飛行状態が解除さ
れます。
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機能説明と操作方法

準備設定： 機体を水平になるように置くか、空中をホ
バリングさせて、機体の前方（赤いLEDランプ）と送
信機の向かう方向が、同方向を向くように確認してく
ださい。
ヘッドレスモードボタンを押ます（送信機は「ディ」
という音を発し、送信機のランプは緑のまま）。ヘッ
ドレスモードが有効になると、機体の対角ランプが点
滅します。

ヘッドレスモードを取消す：ヘッドレスモードボタン
をおします（送信機は「ディ」という音を発し、ラン
プが消えます）。
ヘッドレスモードが取消されると、機体のLEDが点灯
します。

飛行中いつでもヘッドレスモードを利用できることができます。

ヘッドレスモード
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ドローンの機首の向きに関係なく、操縦者から見た方向（前方/後方/左右）
に向けて機体を飛ばすモードです。上空のドローンの向きを把握することが
難しいので、ドローン初心者には非常に助かります。
機体がどこを向いていても、操縦者から見た方向に機体が動きます。自視点
を基準とした操縦が可能となるのでRCマルチコプターやヘリに慣れていな
い方でも感覚的に操縦を楽しむことができます。
ヘッドレスモードがあり、飛行前にドローンの位置を調整する必要がありま
せん。

★飛行中、左スロットルスティックを右下に動か
し、右スロットルスティックを左下に動かす
と、機体は飛行停止します。(緊急停止の場合、
飛行高さによるドローンは墜落損害の恐れが
あるので、慎重に使用してください。)

★機体が衝撃を受けたり、衝突を起こした場合、機体の方向が狂うことがあ
ります。この場合、機体を平らな地面に着陸させ、機体のが向く方角（赤
ランプ側が前方）が送信機の向きと同じ方向を向いていることを確かめま
す。左レバーを右に動かし、右レバーを左に動かします。（同時に動かし
ます。）

ワンキー離陸：ロック解除後、ワンキー離陸ボタンを押します。
送信機が「ティッ」という音を発します。ワンキーリターンを完了した後、
機体は約1.5mの高度でホバリングします。
ワンキー着陸：機体の飛行中にワンキー着陸を押します。
送信機が「ティッ」という音を発します。ワンキー着陸の操作が始動される
と、機体はゆっくり地面に着陸し、モーターの回転が停止します。

初心者の方は急がずワンキー離陸を使用、慣れた以後左キーを操作にて離陸
を勧めます。

★ワンキーリターンボタンを押します（送信機は「ディ」という音を発しま
す）。機体が自動的に戻ってきます。右レバーを上に動かすと、もちろんワン
キーリターンは無効になります。
再度ワンキーリターンボタンを押すと（送信機は「ディ」という音を発しま
す）、機体は戻るのを停止になります。
あるいは右レバーを上に動かしても、機体は戻るのを停止します。

緊急停止

●ジャイロスコープの再キャリブレーション

●ワンキーリターン

●ワンキー離陸・着陸
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保護カバーの取り付けと取扱い説明

プロペラの交換方法

1. ドローンを展開してください。
2. ドローン LED ライトの方向を基準とし（右図参
考）、金属レンチを利用して、プロペラを取り
外ししてください。

3. プロペラは 2種類（Aと B）がありますので、間
違いないようにご注意ください。

4．プロペラをモーターキャフトの上の穴に合わせ
て置き、プロペラを押し下げてしっかりと取り
付けます。

ご注意：
1. 安定飛行のために、取り付けたプロペラはモーターケースの表面に接して
ください。

2. プロペラを保護のために、ドローンにプロテクターを取り付けて飛行して
ください。
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使用の重要ヒント

リポバッテリー使用の際の注意事項

1．使用する前に、慎重に説明書を読んでください。お子供さんがご使用になる
場合は必ず保護者の方が一緒に遊んでください。安全のため、機体から 2-3
Ｍ適切な距離を保ってください。

2．ドローンを充電する時、充電ケーブルを反対に入れられば、短絡の可能性が
ありますので、ご注意ください。

3．使用したあとまだ熱い機体をすぐ充電しないてください。
4．長期間使用しないときは、液漏れを防ぐために、送信機の電池を取り出して
ください。

5．初心者の方は急がずワンキー離陸を使用、慣れた以後左キーを操作にて離
陸を勧めます。

6．ドローンの有効制御距離は 40Ｍ以内、40Ｍ以上は制御不能の恐れがありま
すので。ご注意ください。

●リチウムイオン電池の使用には、人身事故や物的損害の恐れがある場合が
あります。

●使用者がすべての責任を負うことになります。
●製造業者および販売業者は、使用者の電池の使用（充電および放電および貯
蔵など）を規制するすべがなく、一切の責任を負いません。

●また個人的損害や財産的損失の責任を負いません。

●出荷時付属の充電器のみを使用してください。機体をクリーンアップする
際は、機体が充電器と接続してないてください。

●膨張·漏れ·損傷のあるバッテリーを充電しないでください。
●バッテリーを過量充電しないでください。バッテリーが完全に充電された
ら、接続ケーブルを取り外してください。充電完了後は、過熱を避けるため
に再充電しないでください。

●可燃物や燃えやすいもの（カーペット、木製床、木製家具など）の近く、また
は導電性物体の表面では充電しないでください。充電中はバッテリーから
目を外さないでください。

●バッテリーがまだ熱い状態の際は、充電しないでください。
●バッテリーの正常温度は 0～ 40°Cの間です。
●充電しない時は、機体からケーブルを抜いてください。

充電器および充電の注意事項
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●プラスチックなどの外装が破損した電池を使用しないでください。
●機器の電源がオンの状態の時にバッテリーや電池を取り付けたり、取り外
したりしないでください。

●バッテリーに大きな物理的衝撃を与えないでください。
●膨張、漏れ、破損、あるいは臭いのするバッテリーは使わないでください。
●お子供さんがバッテリーを取り扱うことは絶対に禁止です。
●バッテリーを火中に投げ入れたり、液体につけたりしないでください。機器
を雨に濡らしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。

●バッテリーを解体したり、切断したり、穴を開けたりしないでください。
バッテリーや充電器には、重いものを載せないでください。バッテリーを
強打しないでください。

●充電器の清掃には、溶剤、アルコールなどの可燃性溶剤を使用しないでくだ
さい。

●短絡の防止をお願いします。電池の電解質への直接接触は避けてください。
電解質、電解スチームは体に有害です。
●製品を直射日光のもとに放置しないでください。製品を極端な温度状況に
さらさないでください。

●温度が高いところに保存すると、重要な部分が変形する恐れがあります。
●熱源の近くに置かないでください。

●通常の家庭ごみとして処理しないでください。
●バッテリーは、バッテリー用に指定された容器に分別して廃棄してくださ
い。

●製品は電子部品と電池で作られています。
●電気·電子機器に関する規制に従って廃棄してください。地域の廃棄物処
理のルールをよく知り、準拠してください。

使用と保管

リサイクル
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ブランド名：DROCON
モデル：901H
内蔵ジャイロ：6軸
チャンネル：4CH
リモートコントロール周波数：2.4GHz
送信機モード：モード 2
主要材料：ABS
バッテリー：3.7V 220mAh リチウムバッテリー内蔵
送信機のバッテリ：4* 単 4 電池（別売）
使用時間：5-7 分
充電時間：40-60 分
遠隔操作距離：約 40Ｍ
送信機サイズ：14.5*8.5*5cm
ドローンサイズ（折りたたみ）：5 * 5 * 2.7cm
ドローンサイズ（展開済み）：6.5 * 6.5 * 2.7cm
製品重量（バッテリー含む）：45.7g

アフターサービスメール：
service@drocon.co.uk  

商品不良、及び操作問題はお気楽にご連絡ください。

製品仕様：
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別キャンペーン：

DROCON公式ページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して
頂ければ、今すぐ保証期間を1年延長することができます！
DROCONはお客様へより良い使用体験を提供するために努め続けています！

品質保証ページ お問い合わせ
service@vipsupport.jp

万が一、不具合、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございま
したら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1営業日以内に懇切丁寧
に対応いたします。


