


●各部の名称

①フロントサイト②リアサイト③ トリガー ④ハンドガー ド⑤デルタリング⑥マガジン ⑦マガジンキャッチ
③エジエクションポー ト⑨ボル ト⑩ダス トカバー ①ス トック⑫ス トックリリースレバー
⑬ボル トキャッチ ⑭チャージングハンドル ⑮バットプレー ト①チューブエンドキャップ
○エンドキヤップスクリュー⑩バッファーチューブ⑩バッテリー接続端子⑩ヒューズ④バッテリー

●バッテリーのセット方法

1上図⑮バットプレートのツメを左右に開いてストックから取り外します。
2上図①エンドキャップスクリューを回してチューブエンドキャップを
取り外します。
3上図⑩ヒューズを避けながらバッテリーをコードと逆側から入れます。
コネクターの+と―を確認して接続してください。
4接続が出来ましたらバッファーチューブの中に全てうまく収めてから
取り外しと逆の順でエンドキャップとバットプレートを取り付けてください

● セレクターの説明

トリガーを引く事が出来ません。SAFE安全位置

SEMIセミオート(単発 ) トリガーを引くと1発ずつ弾が出ます。

トリガーを引いている間連続して弾が出ます。AUTOフルオート(連発 )



● カートリッジヘのBB弾の入れ方

カートリッジ先端の細くなつている方にシリコンオイルを塗布してください。
オイルが切れていると弾詰まりしやすくなります。
カートリッジ1発 に付き6mmBB弾を1発 、先端から入れてください。
BB弾を入れる時は力を入れずに軽く抑えるかポトンと落とすように
入れるだけで大文夫です。

● マガジンのセット
を入れたカートリッジの前後の向きを間違えないようにしてマガジンに

入れます。カートリッジが逆向きに入つていますと作動不良の原因になりま
この時BB]単をこぼさないように注意してください。
また、BB弾を入れなくてもカートリッジの排爽のみを楽しむ事も出来ます。
マガジンにカートリッジは30発入れる事が出来ます。
―トリッジを入れたマガジンを上下、前後に注意して本体にセットします。

バッテリーとマガジンをセットできましたらセレクターがSAFEの位置に
ある事を確認してください。
チャージングハンドルをいっぱいまで後ろに引いたらそのまま手を離し
てください。ダストカバーが閉じていてもチャージングハンドル
を引くと連動して開きます。
ボルトが完全に閉鎖して初弾が装填できましたら射撃準備は完了です

●イージーチャージングシステム

当製品にはあまり力の無い方でも簡単に装填が行えるイージーチャージングシステムが搭載されています。
バッテリーとマガジンを装填した状態でセレクターをSEMI又はAUTOにの位置にしてからチャージングハンドルを
数センチ引いて離すだけで初弾の装填が可能です。



● 射撃終了・マガジンチェンジ

全弾撃ち終わるとボルトキヤッチが作動してボルトが後退位置で止まる事ににより、弾が無くなつた事を射手に知らせます。
カートリッジを装填済みのマガジンに交換すれば続けて射撃ができます。その際の初弾の装填方法はボルトキャッチを押し
てボルトを前進させるだけです。射撃が終了しましたら、チャンバーにカートリッジが残っていないかを確認し、マガジンを抜
いてからボルトキャッチを押してボルトを前進位置にして終了します。

● 手動によるコッキング式射撃方法
当製品はパッテリーを使用しなくても、コッキング式エアーガンとしてチャージングハンドルを1回 引けば1発の射撃が可能
です。この場合、セレクターがSEMI、 AUTOどちらの位置にあってもセミオート(半 自動 単発)又はフルオート(全 自動 連発)

での射撃は出来ません。
また、イージーチャージングシステムも機能しません。

● 装填、排爽不良(ジャミング)の解決方法

射撃中にカートリッジが正常に装填・排夷されない場合があります。これは実銃でも発生するジャミングと言う状態です。
玩具銃・実銃問わず、カートリッジを使用している銃では完全には避けられないアクシデントですので故障ではありません。
装填又は排爽不良が発生しましたら、マガジンを抜き、チャージングハンドルを引いて装填又は排爽されなかつたカートリッジ
を排除した後にマガジンを再度銃本体にセットしてください。この時エジェクションポートやマガジンハウジング(マガジン挿入
口)から指を入れるのは大変危険です。柔らかい綿棒等でカートリッジのリム (後端部分)に引つ掛けて排除してください。

● ホップシステム の調 整 方 法

当製品には可変式ホップアップシステムが搭載されております。このシステムは発射されるBB弾に上向きの回転を与え
揚力を持たせて、より遠くの目標物に着弾させる物です。
調整方法はデルタリングを後ろに引き下側のハンドガードを外します。アウターバレルの根本の大くなっている部分にホップ
アップ調整ダイアルがあります。これを矢印方向に回す事によつて強くホップをかける事ができます。また矢印とは逆側に回
すとホップを弱める事ができます。どちらも回転が止まる部分があり、そこがホップアップの最強、最弱の所になります。
ホップアップをかけ過ぎるとBB弾は上昇してしまい、ホップアップがかかってぃないと下降線を描きます。
水平飛行を描く弾道が最適な調整位置です。



● メンテナンス

カートリッジの入つていないマガジンを銃本体にセットした状態でチャージングハンドルを引き、ボルトを後退位置にします。
図① その状態でエジェクションポート前方にあるピボットピンのネジを外しピボットピンも外します。
図②③ チャージングハンドルがレシーバーにロックされてない状態でアッパーレシーバーを前方に抜き取ります。
図④ アッパーレシーバーとロアーレシーバーを外しますとチャージングハンドルが取れますのでご注意ください。
組立時もボルトを後退位置に保持して行いますのでボルトを前進させてしまわない様に注意してください。
図⑤ アッパーレシーバーとロアーレシーバーが外れましたら、アッパーレシーバーからチャンバーごとインナーバレルを
抜き取る事ができます。
組立は分解と逆の順で行います。
インナーバレルのクリーニングをする時はホップアップダイアルを最弱の位置にして、市販されているエアーソフトガン用の
バレルクリーニングロッドに柔らかい布等を巻き、バレル内を拭き取つてください。
この時、布等を必要以上に巻き過ぎて分厚くなつてしまうと、チャンバーパッキンやホップアップパッキンを傷めてしまいま
すので注意してください。ボルトに付いている埃などは市販のエアーダスターなどで吹き飛ばしてください。
組立時にダストカバーがロアーレシーバーに引つ掛かつてしまいうまく行かない時がありますので注意して
組み立ててください

性能を維持するために定期的にインナーバレルのクリーニング等のメンテナンスをしてください。

トラブルシュ ン

症状 原 因 対処の方法

イ乍動 し な い セレクターがSAFEの位置にある セレクターをSEMIかAUTOの位置にする

バッテリーのコネクターが外れている コネクターをつなぐ

ヒューズが切れている 切れているヒューズを交換する
ヒューズは市販されている
ミニブレー ドヒューズ20Aですが
ショー ト防止のため被服で絶縁されています
交換後は元のように熱収縮チューブ等で
絶縁 してください

モーターが動かない モーターの寿命か接点、配線、回路の故障
お買い求めのお店か当社にて

修理を受けてください

正常にカー トリッジが排出されていない

チャンバーにカー トリッジが詰まつて
ボル トが閉鎖しきらない

装填・排爽不良 (ジ ャミング)の解決方法の項目を
参照 してカー トリッジを取 り除いて
再装填 してください

バッテリーが充電されていない バッテリー トラブルの疑いがあります
バッテリーチェッカー等を使用し正常な
状態かチェックし異常がありましたら
そのバッテリーは使用 しないでください

モーターは動いて

いるが弾が出ない

マガジン内でカー トリッジが
詰まつている

一度カー トリッジを全て抜いてカー トリッジと
マガジンをクリーニングしてください

落としたりして変形しているマガジンを
使用 しますと トラブルの原因になります。
マガジンに変形が見られましたら別売りの
スペアマガジンを使用 してください



● トラブルシューティング

症状 原 因 対処の方法
モーターは動いて
いるが弾が出ない

カー トリッジ内にBB弾が残 っている 一度BB弾を抜きカー トリッジにシリコンオイルを拭き
BB弾を入れる時は強 く押 し込まないでください

カー トリッジが変形 している 排爽不良、装填不良を起こしたカー トリッジ
は変形 している可能性があります
特にカー トリッジの先端部分が著 しく変形
してしまうとBB弾を入れられません
別売 リスペアカー トリッジを用意するか
変形 している部分を修正 してからご使用 ください

内部から異常な作動音がする モーターは回つているがガリガリと削れている様な
音がしている時はギアーの トラブルです    ・

お買い求めいただいたお店か当社にて点検、
修理を受けてください

サイクルが落ちてきた
ボル トが動かない

バッテ リーの電力不足 すぐに使用を中止 してバッテリーチェッカー等を
使用 し正常な状態かチェックした後
正常な状態でしたら充電 してください

異常がありましたらそのバッテリーは
使用 しないでください

セミ/フルオー ト共に
射撃が出来ない

ボル トの開鎖不良 チヤンバーにBB弾や異物が詰まっていると
ボル トが定位置 (閉鎖位置)に戻 りません
チャンバーを確認 してください
BB弾がこばれて落ちてしまい干渉 している場合が
ありますので確認 してください。

正軍に装項できている

のにBB弾だけ発射 して

ボル トが作動しなかつた

スイッチタイミングのズレ、
センサーの誤作動

バッテリーが正常にセットされているか確認後
一度マガジンを抜いて装填の最初からやり直 して
ください 初弾からセミオー トでの射撃の時、
スイッチ類が正常な位置から外れてしまう事があり
BB弾発射後ボル トが作動 しない時があります。
その時は一度マガジンを抜いて初弾の装填を
やり直 してください

水にぬれてしまった 危険な状態です すぐに使用を中止 して感電に注意 してバッテリーを
外 してください。本体内外、バッテリーの水気を除去
し、十分に乾燥させた後にバッテリーをチェックして
異常が無いようでしたら再度セッ トし、作動チェック
を行つてください。この時、異臭や発熱等が無いか必
ず確認 してください。誤作動・作動不能等がありまし
たら、お買い求め頂きました販売店又は当社にて点検
・修理を受けてください。
バッテリーに異臭・発熱等の異常が見られましたら
そのバッテリーは絶対に使用 しないでください

当製品が故障などを起こした場合にはお買い求め頂きました販売店又は当社アフターサービス部までご連絡
ください。修理依頼品を当社アフターサービス部までお送りいただける場合は、①郵便番号、②住所、③氏名、
④電話番号 (連絡の取り易い番号)、 ⑤メールア ドレス、⑥FAX番号、⑦製品名、③故障内容 (な るべく詳細に)

を明記したメモを必ず添えてください。
修理期間は時期により変わりますので事前にお問い合わせください。
修理品の往復送料は基本的にお客様のご負担になりますので、ご了承ください。
安全性に問題のある改造品カスタムパーツの組み込まれた製品等の分解改造の形跡が見られる
製品は修理をお受けできません。
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全長 約812/895mm(ス トック伸長時)

重量 約2300g

装弾数 30発 弾丸 6mmBB弾

初速 約85m/秒 発射サイクル 約780発/分

冒昌渕巨 TOP」 APAN ll lV 850mAh  High power Lithium
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〒131-0031 東京都墨田区塁田2-8-7
TEL 03-3612-5539

E… ma‖:  ebbsupoort@lop― airsoftocooipPolymer Battery(男 1デ電)


