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明日の農業に応える。

その誓いを胸にFAZERは生まれ変わりました。

大容量カセットタンクを搭載してパワフルでより長い時間のフライトの実現により、最大の目標「作業効率向上」を達成。

この新しい機体に加えられたゴールドのラインはその証であり、豊作の願いを込めた印で丸

32L(16Lタ ンク×2)の大容量を実現するため、素材とデザインを基本から再検討。

試作品製作と落下テストを繰り返し、新たな素材を開発することで、既存の材料では実現

できなかった理想のタンクに辿り着きました。

軽さと強度を両立、透明度アップで薬剤残量も判別しやすい

機体装着用の金属部品がタンクと一体化 (イ ンサート成形)

タンク外部からの取り付けが可能となり、内部突起がなくなり洗浄が容易に

内容量表示の数字を見やすく大きく、目盛リラインもくっきり
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ナット埋め込み型タンクでメンテ

ナンスも洗浄も容易に
※16Lタ ンクのみ
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タンクの目盛りの数字やラインを

くっきり見やすく改良
※16Lタ ンクのみ

エンジン出力を7.8%向上 (19.lkW→ 20.6kW)し燃料タンクも増量。

テールローターの新開発により、エネルギーロスを抑え、パワフルでより長いフライトが可能となりました。

【エンジンのパワーアップ】

■ カムプロフィールの変更

■ 圧縮比の見直し(高圧縮比化)

● マフラーの最適化を行い、

排気抵抗を軽減

【テールローター】

● JAXA(※ )の技術指導を踏まえ最適な3D翼形状を設計
テールローターの空力効率を向上

■ 軽量な炭素繊維を用い、破損の際も飛散しない積層構成を採用

■機動力と操作レスポンスが向上
※」AXA(ジャクサ)宇宙航空研究開発機構。

宇宙航空分野の研究開発を実施する国立研究開発法人

【ロングフライトの実現】

■ 燃料タンクを5.OLか ら5.8Lに大型化することにより、

24L散布2回 の連続フライトも行えるようになりました。
※ほ場条件により異なります。

【周波数の増波】

■操縦に使用する周波数を7波から10波へと拡張しました。
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薬剤の搭載量向上のため、新たに開発された大容量カセットタンクと大容量ホッパーに対応。

使いやすさと安定した散布を追及したシステムにより作業効率がさらに向上。用途に応じて容量が選択可能です。

液斉」散布装置

■ダウンウォッシュによる空気の流れを利用し、さらに飛散低減を実現するセンターノズル付き

■薬剤タンク装着時のエア抜き作業が不要

センターノズル

多量散布装置

■ 1分間に4.OLの 多量吐出で、松くい虫防除等の用途でも活躍

■薬剤タンク装着時のエア抜き作業が不要

粒剤散布装置

■落下分散性能の向上

■装置形状や機体メインマストを2.5度 右へ傾斜させたことにより薬剤詰まりを低減

幡

選択可能な容量

・ 32L
(16LタンクX2)

1錢 ).

・ 24L
(12LタンクX2)
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※従来のL40散布装置用12Lタ ンクと同等品

選択可能な容量

・ 30kg_×
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・ 20kg
(10kgホ ッバ…X2)
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※従来のL4A散布装置用 1 0kgホ ッパーと同等品

水稲直播・肥料・除草斉」 大豆・小豆



永年愛されてきたRMAXから時流に乗って進化したFAZERは 、優れた機能と高い信頼性を兼ね備え、

天馬のごとく農業のさまざまなシーンの空を駆け、省力化、低コスト化を牽引してきました。

FAZER Rは、その圧倒的な操作性を誇る血統を確実に受け継いでいま丸
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■ メインマストを2.5度右へ傾斜させたことで、

エルロンを操舵することなく、水平離陸。

左右ランナーの同時着地で着陸の安定性が向上

■離陸から着陸までをカバーするGPS制御
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機体制御系を2重化し、信頼性を向上

■ フライトスイッチを送信機側に移設し、操作性と安全性が向上

=エ
ンジン自動停止機能 (地上で10分以上アイドリング状態が続くと、

自動的にエンジンが停止)

●機体送受信機の1対 1対応でセキュリティ強化

デザイン性と全方位冷却性を両立したカバー形状と装備品レイアウト

テールローター駆動にカーボンシャフトドライブ採用

フルチタンマフラー・スターター等、各種部材を軽量コンパクト化

従業機■ШA刈
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操作パネル

翡 隧褥榜勒吻螂愧瘍鰊辟鰊隕磋鰊
鰈 シンプルで分かり易いコントロールパネル

脩 速度維持飛行 (オートクルーズ)に より、

「―定速度でのフライト」を実現

送信機

鶉 送信機バッテリーの小型化、着脱性向上、

利用時間を延長するなど利便性がアップ

瘍 ワーニングランプ表示の一元化

鰺 黎饂膠楊ぞ豊鰺鼈鰊饒鰤廂勒鱚ヅ蝙蟷同躙魃鶉黎讚
瘍 速度制御モードにより、速度維持飛行 (オートクルーズ)が容易に可能

鰈 YACS I制御システムにより、飛行速度・高度・方位の安定性が高まり、狙い通りの散布を実現

鸞 突風・気圧変化など使用環境の変化によるフライトヘの影響が低減

跛 速度維持飛行 (オートクルーズ)

速度制御モード時にエレベータスティックを使い、一定速度を維持しながら飛行させることが可能

希望速度に達するまで進行方向へ飛行  ワーニングランプ『黄』点灯 一定速度を維持しながら飛行 ニングラン

骰呟

希望速度に達するまで

進行方向『今』に倒す →

ワーニングランプ『黄』を

点灯

ワーニングランプ『黄』点

灯中→『中立0』位置

に戻す→ 一定速度を維

持しながら飛行

エンドラインに達した際、エレ

ベータスティックを進行方向と

逆『↓』に操舵→ワーニングラ
ンプ『黄』消灯 → ホバリング
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●仕様諸元/外観寸法

■ 多量散布装置 32L/24L
型式       I L47
覇葛 lグラフ轟詈■■:[Σ/1藤】
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吐出方法     |ギ ヤ方式ポンプ・コーンタイプノズル

吐出量      |サ イドノズル40L/分 (速 度連動無し)

ノズル間隔    11,520mm
装置重量     18 1kg(16Lタ ンク×2搭載時)

単位/mm

ll粒斉」散布装置 30kg//20kg
型式       :L48
ホッパー容量   15k9x2/10kgx2
吐出方法     |ス ピンナー方式 (直径300mm)
吐出量      2 5kg/分

安全にお使しヽしヽただくために

争取扱説明書をよく読んで、正 しく使いましょう。

■点検・整備を忘れずに行いましょう。

寺周囲の状況をよく確認 してから使いましょう。

幸ヘルメットとマスクは必ず着用しましょう。

■天気予報を確認し、悪天候での飛行を避けましょう。

キスカイテックアカデミーの教習を必ず受けましょう。
幸盗難により、不正に使用されることがないよう機体などの管理・保管にご注意 ください。

書農林水産航空協会の産業用無人ヘ リコプターの運用要領を守 りましょう。

産業用無人ヘリコプターの操縦は、一般社団法人農林水産航空

協会が指定する教習施設で、農薬学科安全知識及び操業技能を

修得する必要があります。ヤマハスカイテックアカデミーは同協

会の指定を受けた専門の教習カリキュラムであり、経験豊富な

インストラクターによる親切丁寧な指導と専門の教習システム

により、多くの優れたオペレーターを育成・輩出しています
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錮YAMAHA
ヤマ八発動機株式会社
〒438-8501静 岡県磐田市新員2500
URL http:〃wwwiyamaha‐ motor.co.jprskyノ

驀本仕様は改良のため予告な く変更される場合があ ります。

機本カラーは印昴Jの 関係で実物と違って見えることがあります。

犠本印刷物を無断転載・無断使用することはお断 りいた します。

(20]6年 10月 )

特約店


