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スラストメーター（推力計） 取扱説明書
この度は、タマゾースラストメーターをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用につきましては説明書をよく読み安全に注意してください。

付属品
・ モーター取付マウント
・ マウント取付六角ビス 2 本
・ 六角レンチ ２種類
・ 単４乾電池 3 本 （本体に装着済）
※電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。

諸元および機能

風袋引調整ボタン
単位切り替えボタン

パワースイッチ

①本体にモーター取付けマウントを付属のビス （インチ規格） と六角レンチでしっかりと取付けます。
②本体を丈夫なテーブルまたは厚板にしっかりとネジ止めします （取付ネジは入っていません）
③測定するモーターを取付マウントにしっかりと取りつけます。 モーターの取付ネジ等は入っていません）
④モーターにプロペラを取り付けます。
⑤パワースイッチを１回押して電源を入れます。
⑥88888 の表示が 0.000 になってから、 右側の●ボタンを押して測定単位を [kg] にします。
⑦0.000kg と表示されればＯＫですが、 それ以外の数値が出た場合は左側の●ボタンを短く押して風袋引調
節をします。 ボタンを長押しすると関係の無い数値が表示されます。 その際はパワースイッチを押すと元の
画面に戻ります。 （風袋引調節をした場合は表示部左側に [TARE] と表示されます。
⑧モーターを回すと表示部に推力が出ます。（プロペラの回転が逆の場合は正しい表示が出ません）
（例） 0.580kg 表示→580ｇ 1.325kg 表示→1325ｇ
⑨電源は約１分３０秒で自動切断されますが、 パワースイッチを押して強制的に切る事もできます。

バッテリーマークが出た時
バッテリーが消耗していますので下記の手順で電池交換してください。
①モーター取付けマウントを本体から取り外します。
②本体上面の４本の六角ネジを付属のレンチでゆるめます。
③フタを左側にスライドさせてから上にあげると中の電池が見えます。 中に細いコードがありますので無理に
フタを引っ張らない様に注意してください
④新しい単４電池を３本用意し、 極性に注意して古い電池と入れ替えます。
⑤元通りにフタをします。

カバー取付けビス （4 ヶ所）
液晶表示部

使用方法

・ 幅 150mm( モーターマウント取付部除く）
・ 奥行 118mm （取付フランジ含む）
・ 高さ 24mm
・ 重量 588g （モーター取付け台、 電池含む）
・ 電源 単４乾電池ｘ３
・ 測定範囲 10ｇ～ 9,995ｇ
・ 測定単位 5ｇきざみ
・ 測定単位切替機能付
kg、 oz （オンス）、 lb （ポンド）
・ 測定可能モーター径 最大φ60mm まで
・ モーター取付けビスピッチ 12 ～ 50mm
・ 風袋引機能付
・ 電源オートカット機能付

測定例
測定時にはワットメーター (48452) と
レーザータコメーター (48564)
を併用すると便利です。

取扱い上の注意
①本体は測定時に動いたり外れたりしないようにしかっりとした台にネジ止めして下さい。
②プロペラはバランサーで正確にバランスをとり、 適切なプロペラアダプターを使ってしっかり取付けて下さい。
③回転するプロペラに体が接触しないように十分気をつけて下さい。
④コード類がプロペラに巻きこまれることのないよう関連機器の配置には十分注意して下さい。

保障及び免責事項について：
本製品は厳密な検査を経てお届けしておりますが、 製造後お手許にお届けする間に予測できない故障が発
生する場合があります。 弊社ではこのような初期不良のみ補償の対象としておりますので購入より７日以内
に弊社サービス係までご連絡ください。
但し、 以下の場合は保証の対象とはなりません。
（1） 使用上の誤りにより生じた故障、 損傷。
（2） 改造や不当な修理による故障、 損傷。
（3） 火災、 地震、 水害等の天災地変、 その他外部要因による故障、 損傷。
（4） 輸送時による故障、 損傷。
なお、 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
・ 本製品を使用したことによって生じたいかなる事故、 傷害、 その他の損害についての責任はすべて使
用者にあり、 製造元および販売会社が責任をもつものではありません。
・ 修理について ： 初期不良以外の故障については有償にて修理を承っております。 ご希望のかたは当該
商品と共に 8,700 円 （税、 送料込） を弊社サービス係までお送りください。 （2015 年 4 月現在）

TAHMAZO総代理店

株式会社OK模型
〒577－0808 東大阪市横沼町3－3－11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
http://www.okmodel.co.jp

※本製品の価格、 仕様、 外観、 付属品などは予告なく変更する場合があります。

本文の一部またはすべての記述について、 株式会社 OK 模型の承諾を得ずに無断で複写、 複製することを禁じます。
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