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This manual is intended to be for information purposes only. The manual’s content is
based on the best knowledge available at the time of publication. We put every effort
to correct the mistakes we encountered but we cannot guarantee that all errors have
been found. This is why errors found in this manual cannot be treated as the basis
for any legal claims. Information included in the present publication are the property
of Air Conception group.
Copying, distributing, and content sharing of the whole text or its parts with third
party is not permitted without Air Conception group’s written consent. We retain the
right to make changes without notifying the users. Due to the fact that we make
constant changes in order to improve our products some parts of the manual may not
correspond to the version or the equipment of the purchased product. If this is the
case, please contact Air Conception.
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このマニュアルは情報提供のみを目的としています。 マニュアルの内容は、
出版時に入手可能な最善の知識に基づいています。 私たちは遭遇した間違
いを訂正するためにあらゆる努力を払っていますが、すべての誤りが発見
されたことを保証するものではありません。 このため、このマニュアルに
記載されているエラーを法的主張の根拠として扱うことはできません。 本
刊行物に含まれる情報は、エアコンセプショングループの財産です。
Air Conception グループの書面による同意がない限り、テキストまたは
その部分の第三者とのコピー、配布、およびコンテンツの共有は許可され
ません。 当社は、ユーザーに通知することなく変更を加える権利を保持し
ます。 製品を改善するために絶えず変更を行っているため、マニュアルの
一部が購入した製品のバージョンや機器に対応していない可能性がありま
す。 この場合は、エアコンセプションにお問い合わせください。
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1. Introduction.
We congratulate you on choosing the paramotor with Nitro 200 engine! We know that you
are a person who treats adventure, passion and the beauty of flying as an important part of
life. We are happy that you decided to pursue your passion with our equipment. We are
proud that more and more pilots choose our paramotors in order to realize their adventures.
We are pleased to welcome you as our customer.
1.はじめに。
Nitro 200 エンジンでパラモータを選んだことをお祝いします！ 冒険、情熱、飛行の美しさを人生の重要
な部分として扱っている人物であることがわかっています。 私たちは、あなたが私たちの機器であなたの
情熱を追求することを決心したことをうれしく思います。 私たちは、冒険を実現するために、より多くの
パイロットがパラモーターを選ぶことを誇りに思っています。 我々は顧客としてあなたを歓迎することを
嬉しく思っています。

1.1 Limitation of liability:
Remember! In certain circumstances, paragliding could be extremely dangerous.
An accident on the paraglider could result in severe disability or even death.
Paragliding is allowed only in weather conditions that are not conducive to
dangerous situations.
1.1 責任の制限：

覚えておいてください！ 特定の状況では、パラグライダーは非常に危険です。 パラグライダーで事故が
起こると、重度の障害や死に至ることがあります。 パラグライダーは危険な状況には適していない気象
条件でのみ許可されます。

Warning : The paramotor is only a device that supports the flight of the
paraglider. Thus, in case the engine stops working during the flight, you have to be
always prepared for safe landing.
警告：パラメータは、パラグライダーの飛行をサポートするデバイスのみです。 したがって、飛行中にエンジン
が作動しなくなった場合は、常に安全な着陸の準備をする必要があります。

You should never fly above reservoirs, vast forests or other areas where safe
landing is impossible when the paramotor’s breaks down, you lack fuel or you
experience other unpredicted situations. You should also remember that each
country has its own air traffic regulations. You should read existing regulations
before starting your flights in a given country.
貯水池、広大な森林、またはパラモータが壊れたときに安全な着陸が不可能な場所、燃料が不足したり、他の予
期しない状況が発生した場合は、決して飛行しないでください。 また、各国には独自の航空交通規則があります。
あなたは特定の国であなたのフライトを開始する前に、既存の規制を読むべきです。
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If you want to paraglide with paramotor you must have a license, which can be
obtained by attending special training. Paragliding with paramotor without license
or third party insurance is forbidden. In some countries, you can take off and land
only on the areas specially designated for these purposes. Moreover, radio
communication is often obligatory. If you plan to paraglide get to know about
aviation areas in order to avoid the places where flying is forbidden.
あなたがパラモータでパラグライドしたい場合は、特別なトレーニングに参加することで得られるライセンスを
取得する必要があります。 免許証や第三者保険を持たないパラモータによるパラグライダーは禁止されています。
一部の国では、これらの目的のために特別に指定された地域でのみ離陸して着陸することができます。 さらに、
無線通信はしばしば義務的である。 飛行が禁止されている場所を避けるためにパラグライダーを計画している場
合は、航空エリアについて知ることができます。

Although we took all necessary precautions in order to provide you with the
equipment that is maximally safe and without structural and material defects, you
must be always ready for safe emergency landing. You should always keep
adequate altitude and distance margin that is indispensable if you want to fly
safely to the landing area.
The fact that the engine at work is extremely dangerous means that using it and
performing any operations with it is forbidden after drinking alcohol.
最大限安全で構造的かつ材料的な欠陥のない装置を提供するために必要な予防措置をすべて講じていましたが、
安全な緊急着陸の準備ができている必要があります。 着陸エリアまで安全に飛行したい場合は、常に十分な標高
と距離マージンを確保する必要があります。
運転中のエンジンが非常に危険であるという事実は、アルコールを飲んだ後に使用し、それを使用して作業を行
うことは禁じられています。

Paramotor Nitro 200 was designed only for amateur paradliging. The paramotor is
not designed for participating in sport competitions, aerobatics, or stunts. It is also
not designed for commercial purposes. We accept no liability for any financial
losses and lost revenues caused by the paramotor’s breakdown, waiting time for
repair and spare parts, as well as health and property damages incurred by the
third party.
Paramotor Nitro 200 は、アマチュアパラダイギング専用に設計されています。 パラモータは、スポーツ
競技、曲技、またはスタントに参加するためのものではありません。 また、商業目的で設計されていませ
ん。 当社は、パラモータの故障、修理および予備部品の待機時間、ならびに第三者による健康および財産
の損害に起因する財政的損失および収益の損失について一切の責任を負いません。
It is not allowed to make any modifications or adjustments, to use non-original
spare parts, and to make repairs without the permission and control of the
producer or its authorized representative. Such actions cause the loss of the
warranty rights. They could also lead to problems with the working of the
equipment, serious equipment damage, and severe body damage including the
risks to the pilot’s and the third party’s lives. The pilot is obliged to follow all
instructions that are included in this manual.
プロデューサーまたはその認定代理人の許可および管理なしに、元のスペアパーツを使用したり、修理
を行うことはできません。 そのような行為は、保証の権利を失う原因となります。 彼らはまた、機器の
© Air Conception
122 Rue du Docteur Babin
91220 BRETIGNY, Sur Orge, France

www.airconception.com
2015-11-17

Page 4

操作、重大な機器の損傷、パイロットや第三者の生活へのリスクを含む深刻な身体の損傷につながる可
能性があります。 パイロットは、このマニュアルに記載されているすべての指示に従うことが義務付け
られています。

1.2 The meaning of symbols used in the manual:
Warning : This indicates the instruction that should be followed if you want to avoid
harming or risking the life of the pilot, mechanic or third party.

Attention : The instruction that should be followed if you want to avoid a severe
engine’s damage. In some cases, not following this instruction could result in health risks.



Important: Information that are important during the exploitation.

 Note: Information that help in using the equipment and in its proper maintenance.
 Indicates maintenance activities.
 Indicates check-up activities.
警告：これは、パイロット、整備士、または第三者の生命を傷つけたり、危
険にさらしたりしないようにするために必要な指示です。
注意：重大なエンジンの損傷を避けるために必要な指示。 場合によって
は、この指示に従わないと健康上の危険が生じる可能性があります。
重要：搾取中に重要な情報。
注：装置の使用および適切なメンテナンスに役立つ情報。
maintenance メンテナンス作業を示します。
チェックアウト活動を示します。
2. Preparing paramotor for exploitation.
2.1 Package content.
The complete package of Nitro 200 paramotor in standard version includes the following
items:
1. Frame with engine and harness
2. Propeller cage

1 pc.
1 cpl.
© Air Conception

122 Rue du Docteur Babin
91220 BRETIGNY, Sur Orge, France

www.airconception.com
2015-11-17

Page 5

3.
4.
5.
6.

Propeller
Propeller mounting screws
Optional frame bag & prop covers
User’s manual and warranty card

1
1
1
1

cpl.
cpl.
pc.
pc.



The serial number of the propeller is on the inner surface of its hub and is visible when
separated from the paramotor.
 The serial number of the engine is stamped on the casing below the small
pulley.

2.搾取のためのパラモータの準備。
2.1 パッケージ内容。
標準バージョンの Nitro 200 パラモータの完全なパッケージには、以下の項目が含まれていま
す：

1.エンジンとハーネスを備えたフレーム 1 個。
2.プロペラケージ 1 cpl。
3.プロペラ 1cpl。
4.プロペラ取り付け用ネジ 1 個。
5.オプションのフレームバッグ＆プロップカバー1 個。
6.ユーザーズ・マニュアルおよび保証書 1 個。

●プロペラの通し番号は、ハブの内側面にあり、パラモーターから分離すると見えます。
●エンジンのシリアル番号は、小さなプーリーの下のケーシングに刻印されています。

2.2 Assembling paramotor for the first time.
2.2.1 Mounting of the propeller.
The Nitro 200 paramotor’s propeller is mounted with six M6 screws steel or titanium
depending on model with washers. The set of propeller mounting screws with the aluminium
washer (propeller screw plate) can be found in the side pocket of the harness. Propeller
mounting screws must be screwed cross-wide in two stages: first – using 6 Nm torque –
then you should check blade axial wobbling. The difference between the trail of both tips of
the blade should not exceed 2mm. In second stage, screws must be tightened using 10 Nm
torque. If the difference of the trail exceeds 2mm you should loosen the screws and then
tighten them cross-wide once again but this time using bigger torque on the side of the
blade that sticks out more from the engine. You should not use any washers under the
propeller because they can break off the screws that hold the propeller during the flight.
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 For mounting of the propeller use allen key 5. Tools are not included in the package.
You should not tighten the screws that hold the propeller by using torque bigger than
10 Nm.
2.2 パラモーターをはじめて組み立てる。
2.2.1 プロペラの取り付け。
ニトロ 200 パラモーターのプロペラには、ワッシャー付きモデルに応じて 6 本の M6 スクリューまたはチタンが
取り付けられています。ハーネスのサイドポケットには、アルミワッシャー（プロペラスクリュープレート）付
きのプロペラ取り付け用ネジがあります。プロペラの取り付けネジは、最初に 6Nm のトルクを使用する 2 段階
でクロス幅でネジ止めする必要があります。ブレードの軸方向のぐらつきを確認する必要があります。ブレード
の両先端の間の差は 2mm を超えてはならない。第 2 段階では、ねじは 10Nm のトルクで締め付けなければなら
ない。トレールの違いが 2mm を超える場合は、ネジをゆるめ、クロスワイドにもう一度締めてください。今回
は、ブレードの側面に大きなトルクを加えて、エンジンからさらに突き出てください。プロペラの下には、飛行
中にプロペラを保持するネジを外すことができるため、ワッシャを使用しないでください。

prop プロペラの取り付けにはアレンキーを使用してください。5.工具はパッケージに含まれていません。
10 Nm を超えるトルクでプロペラを固定しているねじを締めてはいけません。

2.2.2 Propeller cage mounting.
Air Conception propeller cage mounting.
We start to mount the propeller cage by inserting 6 carbon connectors into the frame. Care
must be taken as they are 3 different lengths. Long tubes in the top, Medium tubes at the
bottom and shortest tubes in the middle. Next, after stretching out the cage’s frame with the
net, we insert all 4 parts of the cage into connectors. The next step is inserting the black Cclips that connect the cage directly with the lower part of the frame. When all the elements
of the cage are connected you should tighten the netting by pulling the rope in the lower
part of the security net. This is designed to pass though the spring and pull back on itself to
hook the loop which is already on the line. The last, but very important activity is mounting
three security Velcro bands , which prevent the cage from accidental unfastening of the
cage, the velcro is there just to hold it closed you do not have to pull it very strongly.



After mounting the propeller cage you should once again check if it is correctly mounted
and protected.

 It is recommendable to memorize the exact sequence of all activities.
2.2.2 プロペラケージの取り付け。

エアコンセプトプロペラケージ取り付け。
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我々は 6 本のカーボンコネクターをフレームに挿入してプロペラケージを取り付ける作業を開始します。
彼らは 3 つの異なる長さであるように注意する必要があります。上部に長いチューブ、下部に中間チュー
ブ、中央に最短チューブ。次に、ケージの枠をネットで引き伸ばした後、ケージの 4 つの部分すべてをコ
ネクターに挿入します。次のステップは、ケージをフレームの下部に直接接続する黒の C クリップを挿入
することです。ケージのすべての要素が接続されたら、セキュリティネットの下部にあるロープを引っ張
ってネットを締めてください。これは、スプリングを通過させて元に戻ってループを引っ張るように設計
されています。最後の、しかし非常に重要な活動は、ケージが偶発的にケージを緩めないようにする 3 つ
の安全なベルクロバンドを取り付けることです。ベルクロはちょうど閉じたままにしておきます。
●プロペラケージを取り付けた後、再び正しく取り付けられ、保護されているかどうかを再度確認する必
要があります。
all すべての活動の正確な順序を覚えることをお勧めします。

2.2.3 Harness adjusting.
Adjusting of the harness consists of two steps. First, you adjust the harness with the
paramotor on your back. Second, you make final adjustments with the suspended paramotor
with fuel.
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Warning : If you forget to adjust the harness or you do it improperly, it could
cause serious problems during the start or it could even prevent you from taking
off. It could also lead to twisting of the tapes during the flight which could result in
the immediate paraglider’s air dive. When something like this happens at low
altitude it could result in a very dangerous fall on the ground.
2.2.3 ハーネス調整。
ハーネスの調整は 2 つのステップで構成されています。 最初に、あなたはあなたの背中のパラモーターで
ハーネスを調整します。 次に、停止したパラモーターを燃料で最終的に調整します。

警告：ハーネスの調整を忘れた場合、またはハーネスを不適切に操作すると、始動時に重大な問題を引き起
こすか、離陸を妨げる可能性があります。 また、飛行中にテープが捻れて、すぐにパラグライダのエアダイ
ブが発生する可能性があります。 このようなことが低高度で起こると、地面に非常に危険な落下を招く可能
性があります。

3. Fuel.
Two-stroke engine in Your paramotor requires using oil-petrol mixture in 1:40 ratio during
regular usage and 1:33 when you run it in.
3.燃料。
あなたのパラモーターの 2 ストロークエンジンは、通常の使用中は 1:40 の比率で、慣らし運転時は 1:33
の比率でオイル - ガソリン混合物を使用する必要があります。

Warning! : Fuels are extremely flammable liquids and their fumes are
explosive. You mustn’t use open flame while preparing the mixture, refueling or
when you are close to the place where you store it. You should handle fuel very
carefully. Do it only in well-ventilated places or in the open air.
警告！ ：燃料は非常に可燃性の液体であり、その煙は爆発性である。 混合物の準備中、給油
中、またはあなたがそれを保管する場所の近くにいるときは、火を使わないでください。 あなたは非
常に注意深く燃料を扱うべきです。 換気の良い場所や屋外でのみ行ってください。

Attention: Remember to use only unleaded petrol with an octane rating minimum 95.



In order to correctly prepare the fuel-oil mixture, you should use a special canister. The
best situation is when the canister is not red because most oils dye fuel in this way. In short,
with a red canister it would be difficult to tell whether the fuel has been already mixed or
not.

Warning : You should not mix the fuel with oil in the paramotor’s fuel tank, especially if
the tank was empty before refueling.
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You should only use high quality synthetic oils. Try to find out
available and popular in the place where you live or in the area where
regular basis. If you choose a particular oil grade try not to change it.
to change it as rarely as possible. The Nitro 200 engine is not designed
oils!

what oil grades are
you want to fly on a
If it is necessary, try
to work with mineral

Warning: Fuel mixed up with oil loses its properties with time. Do not use the mixture
that was prepared a month ago. Try to plan the amount you will need for your flight and
prepare only as much mixture as you need. If you are going to store the paramotor for a
long time, you should empty the tank completely.

注意：オクタン価 95 以上の無鉛ガソリンのみを使用してください。
fuel 燃料油混合物を正しく調製するには、特殊なキャニスターを使用する必要があります。ほとん
どのオイルがこのように燃料を染めるので、キャニスターが赤でないときが最も良い状況です。要
するに、赤い缶では、燃料が既に混ざっているかどうかを知ることは難しいでしょう。
警告：パラモータの燃料タンクに燃料を混入してはいけません。特に給油前にタンクが空の場合
は、燃料を混合しないでください。
high 高品質の合成油のみを使用してください。あなたが住んでいる場所や定期的に飛行したい場
所で、どのような石油グレードが入手可能で人気があるのかを調べてみてください。特定のオイル
グレードを選択した場合は、変更しないでください。必要な場合は、できるだけ変更しないでくだ
さい。 Nitro 200 エンジンはミネラルオイルで動作するように設計されていません！
警告：燃料と混合した燃料は、時間とともにその特性を失います。 1 ヶ月前に調製した混合物
は使用しないでください。あなたの飛行に必要な量を計画し、必要なだけ混合物を準備してくださ
い。パラモータを長期間保管する場合は、タンクを完全に空にする必要があります。

 This table shows how to prepare the proper ratio of the mixture:
この表は、混合物の適切な比率を調製する方法を示しています。
During the run-in 1:33

Regular use 1:40

慣らし運転の期間

通常の使用時

Petrol [litres]

Oil [ml]

Petrol [litres]

Oil [ml]

0,5
1
2
3
4
5

15
30
60
90
120
150

0,5
1
2
3
4
5

7.5
25
50
75
100
125
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10

300

10

250



The majority of contaminations that get inside the fuel tank come from a contaminated
funnel. After filling the tank, petrol immediately evaporates from the funnel surface and it
leaves a thin oil layer. Dust and various small and big molecules stick to this layer. Some of
them get inside the fuel tank because they cannot be stopped by the filter. These
contaminations get into the tank during the next refill. That is why one of the most
important aspects of keeping the tank clean is protecting the funnel from dirt in between
refills. This task is very often neglected by the users.
We strongly recommend to pre-filter the mixture before pouring it into the tank.
Poor quality of the fuel or storing it in dirty containers are the most common causes of
engine problems.
Filter the fuel using manual or electrical pump with the additional fuel filter installed on the
pipe. The filter kit could replace inconvenient funnel. Moreover, it helps to empty the fuel
tank easily, e.g. for transportation or at the end of the season.

fuel 燃料タンクの内部に入る汚染の大半は、汚染された漏斗からのものです。タンクを充填し
た後、ガソリンはすぐに漏斗表面から蒸発し、薄い油層を残す。この層には、ほこりや様々な
小さな分子や大きな分子が付着しています。フィルターによって止められないので、燃料タン
クの中に入ることがあります。これらの汚染物は、次回の補充の際にタンクに入る。それで、
タンクをきれいに保つ最も重要な側面の 1 つは、詰め替えの間の汚れから漏斗を保護すること
です。この作業は、ユーザーによって無視されることがよくあります。
混合物をタンクに注ぐ前に、その混合物を予め濾過することを強くお勧めします。燃料の品質
が悪いか、汚れた容器に保管することが、エンジンの問題の最も一般的な原因です。
パイプに追加の燃料フィルタを取り付けた状態で、手動または電気ポンプを使用して燃料を濾
過します。フィルタキットは、不便な漏斗を置き換えることができます。さらに、燃料タンク
を容易に空にするのに役立つ。輸送のために、または季節の終わりに。

4. Starting the engine for the first time.
4.初めてエンジンを始動する。
Every time you want to start up the engine you must secure the gas throttle in such a way
that it will not be possible to turn it on by accident. You should also check whether the
starter rope is not tangled or jammed, and the carburetor throttle is not left ajar. In case
エンジンを始動させるたびに、偶然にガススロットルをターンオンすることができないようにガススロッ
トルを固定する必要があります。 また、スターターロープが絡まっていないか、詰まっていないかどう
かを確認してください。キャブレターのスロットルが外れないようにしてください。 万一に備えて
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Warning : It is obligatory to check the working of the gas throttle each
time you want to start up the engine.
警告：エンジンを始動させるたびに、ガススロットルの動作を確認することが義務付けられて
います。

Warning : When you start up the engine please bear in mind that if you pull
the rope too strong you could break the locks or break the rope itself.

After the

start-up it is recommended to drive the handle with the rope back to the initial
position. You mustn’t drop the handle and let the rope come back to the initial
position with high speed without your control.
警告：エンジンを始動するときは、ロープを強く引っ張ってしまうと、ロックを壊したり、ロ
ープ自体を壊したりする可能性があることに注意してください。 始動後、ハンドルをロープで元の
位置に戻すことを推奨します。 ハンドルを落として、ロープを制御せずに高速で初期位置に戻らな
いようにしてください。
you need to turn the engine off immediately, the gas throttle should be placed in such a way
that it is possible to reach quickly and easily for the ignition switch.
直ちにエンジンをオフにする必要があります。ガススロットルは、イグニッションスイッチにすばやく簡単
に届くように配置する必要があります。

Warning : If the engine starts working rapidly, and unexpectedly at high
speed (high rpm) it may cause very serious body injuries resulting from getting
hit by the propeller.
警告：エンジンが急速に作動し始めると、予期せず高速（高速回転）でプロペラにぶつかって
重大な身体損傷を引き起こす可能性があります。

4.1 In order to insert fuel inside WB37 carburetor, you need to pressurise the fuel tank by
blowing into the fuel tank vent pipe, you should delicately press the membrane through the
special opening in the carburetor’s cover. In this way you will be able to open the valve and
enable the flow of fuel. When fuel, which is visible in the fuel pipe, will enter the carburetor
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you should insert additional small portion of fuel in order to enrich the mixture for starting
the cold engine. It is usually enough to estimate 1cm of fuel passing though into the carb.
After pulling out the starter’s handle and feeling the first resistance you should energetically
pull the starter’s handle in a down and away direction. You have to pull it a couple of times
until the engines starts running.
4.1 WB37 キャブレターの内部に燃料を挿入するには、燃料タンクの通気パイプに吹きつけて燃料タンクを
加圧する必要があります。キャブレターのカバーの特別な開口部を通して微妙にメンブレンを押してくださ
い。 このようにして、バルブを開き、燃料の流れを可能にすることができます。 燃料パイプに見える燃料
が気化器に入ると、エンジンを始動するために混合物を豊かにするために、燃料の少量を追加する必要があ
ります。 通常、炭水化物に入る 1cm の燃料を見積もるだけで十分です。 スターターのハンドルを引き出し、
最初の抵抗を感じたら、スターターのハンドルをエネルギー的に引き下げて遠ざけてください。 エンジンが
始動するまで数回プルする必要があります。
4.1.1
An alternative method, you can press and hold the membrane through the special
opening in the carburetor’s cover in order to open the valve and to enable the flow of fuel to
the carburetor. While observing the level of fuel in the fuel pipe, you should move the
propeller energetically (right/left, the range of 60 o/70o). When fuel enters the carburetor,
you should insert additional small portion of fuel in order to enrich the mixture for starting
the cold engine. After pulling out the starter’s handle and feeling the first resistance you
should energetically pull the starter’s handle in a down and away direction. You have to pull it
a couple of times until the engines starts running.
4.1.1 別の方法では、バルブを開き、キャブレターへの燃料の流れを可能にするために、キャブレターのカ
バーの特別な開口部を通して膜を押して保持することができます。 燃料パイプ内の燃料レベルを観察しなが
ら、プロペラを精力的に動かす必要があります（右/左、60°/ 70°の範囲）。 燃料がキャブレターに入ると、
エンジンを始動するために混合物を豊かにするために燃料の少量を追加する必要があります。 スターターの
ハンドルを引き出し、最初の抵抗を感じたら、スターターのハンドルをエネルギー的に引き下げて遠ざけて
ください。 エンジンが始動するまで数回プルする必要があります。

NEVER START THE PARAMOTOR WHILE STANDING ON THE GROUND, IT WILL
RESULT IN SERIOUS INJURY & EVEN DEATH!
地面に乗っている間は、絶対にパラメーターを始動しないでください。重傷を負ったり、死を招いたりしま
す。



When you start up the paramator, ALWAYS start on your back, you should focus on
driving the rope and handle downwards along the body. Pulling it forward leads only to
stressing the paramotor.
パラメータを起動するときはいつも背中から始まり、ロープを動かすことに集中し、身体に沿って下向きに
操作する必要があります。 それを前方に引っ張ると、パラモータが強調されます。

Warning : All engine trials performed when the propeller is spinning must be
undertaken with utmost caution. On your back or using a purpose made test
bench. You must not hold the propeller’s cage! If you do this the engine’s thrust
might bend the cage towards the spinning propeller. Always make sure whether
the propeller’s cage is properly mounted on the frame and whether it is protected.
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警告：プロペラが回転しているときに実行されるすべてのエンジン試験は、十分注意して行う必要があり
ます。 あなたの背中または目的のテストベンチを使用して。 プロペラのケージを持ってはいけません！
これを行うと、エンジンの推力によってケージが回転するプロペラに向かって曲がることがあります。
プロペラのケージがフレームに正しく取り付けられているかどうか、およびプロペラが保護されているか
どうかを必ず確認してください。
Properly regulated and flooded engine starts usually after one or two pulls and works steadily
at idle speed, though immediately after the start-up the speed is much higher than 2000-2200
rpm and decreases during the warm-up. When you have problems with this, the reason might
be:
適切に規制され、浸水したエンジンは、通常、1 回または 2 回のプル後に始まり、アイドリング速度で着実
に作動するが、始動直後は速度が 2000〜2200rpm よりはるかに高く、ウォームアップ中に減少する。 こ
れに問題がある場合、その理由は次のようなものです。


Over-flooding – too much fuel in the carburetor
Symptoms: When engine starts with a few strokes and cuts out, but with each startup attempt engine works a little bit longer and then cuts out, we are dealing with a
too rich mixture. When engine is over-flooded it might be necessary to push slightly
the handle throttle.


Not enough fuel
Symptoms: The engine does not start at all, or works shorter with each start-up till it
ceases to start. In that case one should apply brief fuel „injection”, introducing fuel
back to the carburetor.

•オーバーフロー - キャブレター内の燃料が多すぎる
症状：エンジンが数ストロークで始まって切り取られても、始動の試行エンジンが少しずつ長くなってから
切り取られると、あまりにも豊富な混合物が扱われます。 エンジンが過剰に浸水しているときは、ハンドル
のスロットルをわずかに押す必要があります。

•燃料が足りない
症状：エンジンがまったく始動しないか、始動が始まるまでエンジンが短く作動します。 その場合、簡単な
燃料「噴射」を適用し、燃料を気化器に戻す。

Warning: You should not flood the carburetor with additional fuel when the engine is
still warm – it might damage the spark plug isolator or cause problems during the next startup.



Warning! : Never pull out the starter rope to its maximal length.

In the first engine start-ups you should pull the rope gently to its very end so as to
remember its furthest position. This rope should never be pulled that far again. To assure
trouble-free operation of the starter just before yanking you should pull the rope gently till
the first perceivable resistance induced by snapping the hook on the flywheel. It helps you to
avoid “knocks” on triggers and it noticeably extends the time of the trouble-free operation of
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the starter.
Warning: After the start-up of the engine you mustn’t (in any case!) pull the starter
handle. Every time you pull the rope while the engine is working the triggers are pushed
towards the cup clutch, which could lead to serious damage of the starter.
警告：エンジンがまだ暖かいときに気化器に燃料を補給しないでください。スパークプラグアイソレータが損傷し
たり、次回の始動時に問題が発生する可能性があります。
警告！ ：スターターロープを最大長まで引き出さないでください。
first 最初のエンジン始動時には、最も遠い位置を覚えておくために、ロープを静かに最後まで引っ張ってくださ
い。 このロープはそれほど遠くまで引っ張られるべきではありません。 フライホイールのフックをスナップする
ことによって最初の知覚可能な抵抗が誘発されるまで、ヤンクする直前にスターターが問題なく動作するように、
ロープを静かに引っ張ってください。 これは、トリガーを「ノックする」のを避けるのに役立ち、始動装置のト
ラブルフリー動作の時間を顕著に延長します。
警告：エンジンの始動後、スターターハンドルを引っ張ってはいけません（いずれの場合も！）。 エンジンが
作動している間にロープを引くたびに、トリガーがカップクラッチに向かって押し込まれ、スターターの重大な損
傷につながる可能性があります。

4.2 Turning off the engine.
In order to turn off the engine you should push the button on the gas throttle and wait till the
engine stops completely. If you release the button earlier the engine will start up again.
4.2 エンジンの電源を切る。
エンジンをオフにするには、ガススロットルのボタンを押し、エンジンが完全に停止するまで待つ必要があ
ります。 ボタンを前に放すと、エンジンが再び始動します。
4.3 Emergency engine stop.
In order to turn off the engine you should bend the fuel pipe and wait till the engine stops
completely. If the set is equipped with the fuel tap you should turn it off.
4.3 緊急時エンジン停止。
エンジンを止めるには、燃料パイプを曲げ、エンジンが完全に停止するまで待つ必要があります。 セット
に燃料タップが装備されている場合は、それをオフにする必要があります。

5. The run-in and the engine use.
5.1 New engine check-up on the ground
Every engine in a new paramotor has been already switched on and initially regulated. Due
to the fact that membrane carburetors are sensitive to changes in atmospheric pressure,
humidity etc., the adjustment of the idle speed might be needed. You should perform the
initial run-in on your back on the ground right before the first flight.
When you start up the cold engine you should briefly warm it up (1-2 minutes) on medium
speed. Then increase it to around 4000 rpm and keep like that for around 30 seconds. Next,
you should check the idle speed, and check how the engine reacts to rapid opening of the
throttle. If the engine chokes you should increase the speed again to around 4000 rpm for
around 30 seconds and try to accelerate once again. If the engine is properly regulated and
warmed-up it smoothly reacts to the changes in position of the throttle. If the engine after
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warming-up chokes during rapid opening of the throttle you should enrich the idle speed
mixture by delicately loosening the “L” screw .
5.ランイン＝慣らし運転とエンジンの使用。
5.1 地上での新しいエンジンチェック
新しいパラモータのすべてのエンジンは、すでにスイッチが入っており、最初は規制されています。メンブ
レンキャブレターは大気圧や湿度などの変化に敏感であるため、アイドリング速度の調整が必要になること
があります。あなたは最初の飛行の直前に地上で背中の最初のランインを行うべきです。
コールドエンジンを始動するときは、中速で短時間ウォームアップ（1~2 分）する必要があります。次にそ
れを約 4000 rpm に上げ、それを約 30 秒間維持します。次に、アイドルスピードをチェックして、エンジ
ンがスロットルの急速な開きにどのように反応するかを確認します。エンジンが鳴る場合は、約 30 秒間、
再び約 4000 rpm に速度を上げ、もう一度加速してください。エンジンが適切に調整され、暖機されていれ
ば、スムーズにスロットル位置の変化に反応します。ウォームアップ後のエンジンがスロットルを急速に開
く間にチョークする場合は、微妙に "L"ネジを緩めてアイドルスピードの混合物を豊かにする必要がありま
す。
5.2 The run-in of the new engine on the ground.
After warming-up the new engine you should initially set its speed. In order to do that you
should start up the engine and try to keep the speed at around 4000 rpm for 30 minutes.
After that time you should increase the speed to 6000 rpm and keep it for around 10
minutes.
Next, you should check whether the engine reacts properly and smoothly to speeding from
idle to maximum. You should also check whether the engine does not choke and does not
have the tendency to cut out.
If you observe any alarming symptoms please contact the distributor or directly our service.

After every flight you should check if all threaded connections, exhaust system parts, and
rubber parts are not loosened, broken etc. Any disturbing symptoms (vibrations, sounds
etc.) should be thoroughly checked. If in doubt, you should contact the service.
5.2 地面に新エンジンのランイン。
新しいエンジンを暖機した後は、最初に速度を設定する必要があります。 これを行うには、エンジンを始動して、
約 4000 rpm で 30 分間スピードを保つようにしてください。 その後、速度を 6000 rpm に上げて約 10 分間保
持してください。
次に、エンジンがアイドル状態から最大状態までスピーディーに適切かつスムーズに反応するかどうかを確認する
必要があります。 また、エンジンがチョークしていないか、切り取る傾向がないかどうかを確認する必要があり
ます。
異常が認められた場合は、販売店または当社のサービスに直接ご連絡ください。
各飛行の後、ネジ接続、排気システム部品、およびゴム部品が緩んでいないか、壊れていないかどうかを確認する
必要があります。邪魔な症状（振動、音など）は完全にチェックする必要があります。 ご不明な点がある場合は、
サービスにご連絡ください。
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5.3 The run-in of the engine in the first hours of its exploitation.

その搾取の最初の数時間でのエンジンのランイン。

Warning : The Nitro 200 engine is equipped with WG-37 carburetor. This
carburetor is extremely sensitive to the changes in the location of the screw
regulating high Speed – „T”-shaped screw with letter „H” on the carburetor’s
body. Even small change in the location of this screw causes big changes in
mixture composition.
You should also be very careful while regulating „L” screw – minimum speed,
because it is responsible for mixture composition during horizontal flight
rotation.
警告：Nitro 200 エンジンには WG-37 キャブレターが装備されています。 このキャブレター
は、キャブレター本体の文字「H」の高速「T」型スクリューを調整するスクリューの位置の変化に
非常に敏感です。 このスクリューの位置のわずかな変化でさえ、混合物組成の大きな変化を引き起
こす。
また、 "L"スクリュー - 最低速度を調整する際には、水平飛行回転中の混合物の組成に責任を負う
ため、非常に注意する必要があります。

© Air Conception
122 Rue du Docteur Babin
91220 BRETIGNY, Sur Orge, France

www.airconception.com
2015-11-17

Page 18

The run-in during the flight is divided into two stages:
First stage involves making first take-offs and first flights maintaining the lowest possible
speed. Maximum speed must not be reached unless it is absolutely necessary and it should
take as short as possible. High altitudes are not advisable, but if necessary they should be
reached in steps, making pauses while ascending in order to cool the engine. We advise you
to maintain high ascent for no longer than half a minute, then keep lower ascent for about
one minute.
The first test flight should take no longer than 10-20 minutes. After landing you
should check combustion conditions by checking the condition of the spark plug.
飛行中のランインは、2 つの段階に分かれています。

第一段階では、第一の離陸と第一の飛行を可能な限り低速に保つことが必要です。 最高速度は絶対に必要
でない限り到達してはならず、できるだけ短くする必要があります。 高度はお勧めできませんが、必要に
応じて段階的に到達する必要があります。エンジンを冷却するために、上昇中は一時停止してください。
30 分以内に高い上昇を維持し、その後約 1 分間低い上昇を維持することをお勧めします。
最初のテスト飛行は、10〜20 分を要しません。 着陸後、点火プラグの状態を確認して燃焼状態を確認し
てください。



Spark plug evaluation in the engine working previously for a long time at idle speed is
not reliable. For proper evaluation you should turn the engine off after a few minutes on
medium and high speed (horizontal flight) and land on the turned-off engine.
idle アイドルスピードで長時間前からエンジンの点火プラグを評価していると信頼性がありません。 適切な評価のために、数分後に
中速（水平飛行）でエンジンをオフにして、オフにしたエンジンに着陸させる必要があります。

Attention : There are only two ways of checking whether the mixture’s
composition is correct! First, taking the temperature of the fumes. Second,
evaluating the state of the spark plug!
注意：混合物の組成が正しいかどうかを確認するには、2 つの方法しかありません。 ま
ず、ヒュームの温度を取る。 次に、スパークプラグの状態を評価する！
Second stage: If the spark plug has dark color or is black after the test flight, we can
continue flying also using maximum engine power.
第 2 段階：試験飛行後に点火プラグが暗い色や黒色の場合は、最大エンジンパワーを使用して飛行を続
けることができます。
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Warning : The greatest threat for the engine is when it is working on too
lean mixture. This leads to rapid temperature growth of the piston crown, and
could result in melting or burning of the piston crown. In such case, serious
damages of cylinder, piston and crankshaft bearing could appear. In practice, it
means very high repair costs. Due to the fact that only the user is responsible
for mixture composition, the producer takes no responsibility for damages
caused by overloading the engine thermally, engine seizure, tearing off the
connecting rod, jamming the piston rings, using inadequate oil, or using not
enough amount of oil!
警告：エンジンの最大の脅威は、あまりにも希薄な混合気で作業している場合です。 これ
は、ピストンクラウンの急速な温度上昇をもたらし、ピストンクラウンの溶融または燃焼をもたら
す可能性がある。 このような場合、シリンダ、ピストン、およびクランクシャフトベアリングの重
大な損傷が現れることがあります。 実際には、非常に高い修理費を意味します。 使用者だけが混合
物の組成を担当しているため、エンジンの過負荷、エンジンの焼き付き、コネクティングロッドの
引き裂き、ピストンリングの詰まり、不適切なオイルの使用、または不十分な使用による損傷 オイ
ルの量！
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5.4 Typical spark plug hues are shown below
5.4 典型的な点火プラグの色合いを以下に示します

1
mixture is too lean
– it could damage
the engine,

2
mixture is too rich,
but is correct for
the run-in time

3
correct electrode
hue, optimal
Mixture

混合物が希薄すぎる
損傷する可能性がある
そのエンジン、

混合物が豊富すぎる、
しかし、正しいです
慣らし運転期間

正しい電極
色合い、最適
混合

4
new spark plug –
for comparison

新しいスパークプラグ 比較のために



During the run-in time a wet and tarry spark plug is a good sign because it means
that the mixture is rich. Petrol in a two-stroke engine is not only a fuel but also a warmth
conductor, which is emitted excessively during the run-in. During the run-in time, we even
advise you to use a too rich mixture at the expense of slightly weaker engine
performance.



During the run-in time it is generally recommended to use the engine on differential
speed and not to keep one speed for a long time (e.g. long flight on a steady altitude).



Manipulating gently with the gas throttle during the run-in and acting according to the
guidelines described above will lead to sustained and trouble-free engine running and
significant prolongation of the time before the first repair. If the user intentionally does not
follow the guidelines presented above, it will not cause the loss of any warranty rights or
the engine’s damage, but it is important to bear in mind that preserving the engine in the
best shape during further exploitation depends on how we handle it in the first hours.
run ランニング・タイムには、混合物が豊富であることを意味するので、湿ったタールリー・スパー
ク・プラグは良い兆候です。 2 ストロークエンジンのガソリンは、燃料だけでなく、暖機導管であり、
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流入中に過度に放出される。ランニング・イン・タイムでは、エンジン性能をやや弱めながら、豊富
な混合物を使用するようお勧めします。
run ランニング・タイムの間は、通常、エンジンを差動速度で使用し、1 つの速度を長時間保持しない
ことが推奨されています（たとえば、定常高度での長時間の飛行）。
走行中にガススロットルを軽く操作し、上記のガイドラインに従って動作させると、エンジンの運
転が問題なく継続され、最初の修理までの時間が大幅に延長されます。ユーザーが意図的に上記のガ
イドラインに従わない場合は、保証の権利またはエンジンの損害は発生しませんが、さらなる搾取中
にエンジンを最良の形状に保つことは、最初の時間にそれを処理してください。

The run-in time for the “Nitro 200” engine is about 15-20 hours of flight.



The practical way of estimating the length of run-in stage is using up 1 litre bottle of

oil.



We advise you to mount the tachometer, which facilitates both evaluating the engine’s
state and basic adjustments. It also has the hour meter.
「Nitro 200」エンジンの運転時間は約 15〜20 時間です。
◇ランインステージの長さを見積もる実際的な方法は、1 リットルのオイルボトルを使い切ることです。

t タコメータを取り付けることをお勧めします。エンジンの状態と基本的な調整の両方を容易に評価できます。
また、時間計もあります。

5.5 Regulating the carburetor during the run-in time.
Before sale every carburetor gets its default, factory settings.
If it works well, you only need to regulate the idle speed because it changes together with
the changes in atmospheric pressure (horizontal screw lifting the throttle lever).
After the warm-up, we set speed on 2100-2200 rpm or so that the engine could work
steadily and would not cut out. A tick over any lower than 2100 rpm could damage the
engine.
During the run-in time you might feel slight and irregular vibrations when the engine is
below 4000 rpm. It is usually caused by too rich minimum speed mixture (the L screw) and
it usually happens when the surrounding temperature is too high. The similar symptom
appears when the space between the spark plug electrodes is too wide. The difference is
that when the problem is a too rich mixture on minimum speed, the symptom disappears
when the speed is increased, and when the electrodes are too far away or the spark plug is
damaged those symptoms increase along with the speed. This can be prevented by leaning
the mixture slightly by using the L screw (vertical screw with head for flat-blade
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screwdriver). You must tighten the screw once, for 5’ clockwise and check how the engine
works. Then, you must perform the test flight with the spark plug check-up.
During the run-in time you should avoid changing high-speed mixture composition (the H
screw) even if the spark plug check-up shows that the mixture is too rich. At this time, your
priority is lubricating and preventing the engine from overheating.
5.5 運転時間中の気化器の調整。
販売前に、すべてのキャブレターは工場出荷時の設定になります。
それがうまくいけば、大気圧の変化（スロットルレバーを持ち上げている水平スクリュー）と共に変化する
ので、アイドルスピードを調整する必要があります。
ウォームアップ後、2100〜2200rpm のスピードを設定するか、エンジンが安定して動作し、エンジンが
切れないようにします。 2100rpm より遅い場合は、エンジンに損傷を与える可能性があります。
ランニング・タイムの間、エンジンが 4000 rpm を下回ると、微妙で不規則な振動を感じることがありま
す。これは、通常、過度に豊富な最低速度混合物（L スクリュー）によって引き起こされ、周囲温度が高す
ぎると通常発生します。点火プラグ電極間の間隔が広すぎる場合も同様の現象が現れる。相違点は、問題が
スピードがあまりにも濃厚な混合物である場合、スピードを上げると症状が消え、電極が遠すぎるか、また
はスパークプラグが損傷すると、スピードとともにこれらの症状が増すことです。これは、L スクリュー
（マイナスドライバーの頭部付き垂直スクリュー）を使用して、混合物をわずかに傾けて防止することがで
きます。スクリューを時計回りに 5 度締めて、エンジンがどのように作動するかを確認してください。その
後、スパークプラグの点検をしてテストフライトを実行する必要があります。
運転中は、点火プラグの点検で混合物が濃すぎると表示されても、高速混合気組成（H スクリュー）を変更
しないでください。現時点では、エンジンが過熱するのを防ぐために、潤滑油が優先されます。



Each newly purchased spark plug has about 1mm space between the
electrodes. You must necessarily reduce it to 0,5mm.

NEVER START THE ENGINE WITHOUT MOUNTING THE PROPELLER. IF THE
ENGINE STARTS WORKING WITHOUT THE BALLAST IT COULD CAUSE IMMEDIATE
AND VERY SERIOUS DAMAGES TO ENGINE.

When the engine is hot, the temperature of some exhaust system parts may exceed
300o C. Touching the engine, even by accident, may cause serious burns.

The Paramotor with the Nitro 200 engine is to be used with 125cm or 130cm
propellers.
Using other propellers is not recommended. For instance, too „ballasted” ones might lead to
accelerated engine wear. In turn, too „light” propellers might lead to exceeding the
maximum propeller speed limit, overheating and damage of the engine mechanical parts.
Damages caused by using inadequate propellers are not covered by the warranty.
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When the paramotor is running with a damaged, unevenly balanced or not
correctly routed propeller, the gear unit components and rubber parts wear off
very quickly. The gear unit damages due to the use of inadequate, damaged,
unevenly balanced and incorrectly routed propeller are not covered by the
warranty.

newly 新たに購入したスパークプラグは、電極間に約 1mm のスペースがあります。必
ず 0.5mm に減らなければなりません。
プロペラを取り付けずにエンジンを始動しないでください。バラストを使用しないで
エンジンを作動させると、すぐにエンジンを壊す可能性があります。
エンジンが高温になると、排気システム部品の温度が 300°C を超えることがあります。
エンジンを偶然にしても、重傷を負う可能性があります。
Nitro 200 エンジンを搭載した Paramotor は、125cm または 130cm のプロペ
ラとともに使用されます。
他のプロペラの使用はお勧めしません。例えば、あまりにも「バラスト」すぎると、エン
ジンの摩耗が加速する可能性があります。次に、軽すぎるプロペラも、最大のプロペラ速
度限界、エンジン機械部品の過熱および損傷を超えることにつながる可能性があります。
不十分なプロペラの使用による損傷は保証の対象外です。

パラモータが破損した、不均一にバランスのとれた、または正しく配線されていないプロ
ペラを使用して走行しているとき、ギヤユニットのコンポーネントとゴムパーツは非常に
早く消耗します。不適切な、損傷した、不均一にバランスのとれた、不適切に配線された
プロペラの使用によるギアユニットの損傷は、保証の対象外です。
6. Pre-flight check-up and adjustments
6.1 Pre-flight paramotor check-up.
Checking up the paramotor before taking off includes obligatory propeller cage mounting
check-up and the gas throttle performance check-up. The propeller check-up means
controlling its mounting and checking for mechanical damages or cracks.
6.飛行前の点検および調整
6.1 飛行前パラモーターチェック。
離陸前にパラモーターを点検するには、プロペラケージの取り付けチェックとガススロットルの性能チェッ
クが必須です。 プロペラの点検は、機械的な損傷や亀裂の有無を点検し、点検することを意味します。
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The propeller should rotate steadily, whistles or whizzes indicating blade damage should
not be heard.

Never put your hands into the propeller space when the engine is on, even if
the propeller does not rotate.

Never turn on the engine without mounted and secured propeller cage.

Never leave the paramotor turned on without supervision, especially with the
gas throttle lying on the ground. If you step on it accidentally it may cause serious
injuries.
プロペラが順調に回転し、羽根の損傷を示すホイッスルや鳴き声が聞こえてはならない。
プロペラが回転しなくても、エンジンが作動しているときは、プロペラスペースに手を入れないでくだ
さい。
マウントされた固定されたプロペラケージを使用せずに、エンジンの電源を絶対に入れないでください。
パラモーターは、特にガススロットルが地面に横たわっている状態では、監督なしではオンにしないで
ください。 誤って踏むと、重傷を負う可能性があります。







Check harness, tapes, joints and carbines. Check the condition of all rubber parts of
the paramotor. Check all the accessible screws - whether they are not broken,
missing, loosened. Check the engine power supply system, filter and fuel pipes –
whether there are no leaks that could lead to sucking-in the „fake” air.
Check the mounting of the engine, the exhaust system, mounting of the suction
murmur silencer, and pay special attention to the condition of rubber parts.
Check the propeller cage ropes, speed ropes and footstool. Make sure that starting
the engine will not cause sucking in other objects by the propeller – i.e. gloves, radio
cables, helmet or loose clothing parts. Make sure that turning the engine on will not
pose any threat to other objects or third party.

Monitoring the engine technical state after each flight is strongly advised. By doing this
you can avoid mistakes during the pre-taking off rush and you can shorten the preparations.
•ハーネス、テープ、ジョイント、カービンを点検する。 パラモーターのすべてのゴム部分の状態を確認
してください。 アクセス可能なすべてのネジが壊れていないか、抜けていないか、緩められているかど
うかを確認します。 「偽の」空気を吸い込む可能性のある漏れがないかどうか、エンジン電源システム、
フィルタ、燃料パイプを点検します。
・エンジン、排気装置、吸気雑音消音器の取り付けを確認し、ゴムパーツの状態に特に注意してくださ
い。
•プロペラケージロープ、スピードロープ、フットスツールを点検します。 開始することを確認してくだ
さい
エンジンは、プロペラによって他の物体、すなわち手袋、無線ケーブル、ヘルメットまたはゆるい衣服
部分を吸い込むことはない。 エンジンをオンにしても、他の物や第三者に脅かされることはありません。
each 各飛行後にエンジンの技術状態を監視することが強く推奨されています。 これを行うことで、離
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陸前のラスト中のミスを避けることができ、準備を短くすることができます。

© Air Conception
122 Rue du Docteur Babin
91220 BRETIGNY, Sur Orge, France

www.airconception.com
2015-11-17

Page 26

Never perform maximum thrust test with the paramotor standing on the
ground. If you want to do this put the paramotor with the turned off engine on
your back and then turn the engine on.

One of the most dangerous and unpredictable events during the flight is
tearing off the parts of the exhaust system. This usually causes damage to the
propeller and immediate thrust loss. It also leads to immediate preparation for
emergency landing. When the parts of the exhaust system start to fracture it is
usually indicated by a sudden change or increase of sound intensity produced by
the engine. Tearing off or loosing up the parts is indicated by perceivable increase
in vibrations. It leads to exhaust leaks that are indicated by increased noise.



Small capacity engines have small heat capacity, therefore they warm up quickly. After
refueling, flooding and initial start-up (on the ground), 30 seconds on low speed and about
30 seconds on medium speed is enough to prepare the engine. Then the engine can be
turned off in order to finish preparations for the take-off. After the wing is attached and the
pre-start wing monitoring is already performed, we advise you to start up the engine while
keeping it on your back and then to lean forward to perform the high speed test (it should
take a few seconds). It will help you to “push” the rest of the air into fuel system and it will
warm up the engine to the optimal temperature. Moreover, it will enable you to evaluate how
the engine is running on high speed.
パラモーターを地面に立てて最大推力試験を行わないでください。あなたがこれをしたい場合は、あなたの背中
にエンジンをオフにしてパラモータを置き、エンジンをオンにします。
飛行中に最も危険で予測不可能な出来事の 1 つは、排気システムの部品を引き裂くことです。これは通常プロペ
ラに損傷を与え、即座に推力損失を引き起こします。また、緊急着陸のための即時準備につながる。排気システ
ムの部品が破損し始めると、通常、エンジンによって生成される音響強度の急激な変化または増加によって示さ
れる。部品を引き裂いたり、緩めたりすることは、振動の知覚可能な増加によって示される。それは、ノイズの
増加によって示される排気リークを引き起こす。
小容量のエンジンは熱容量が小さいため、すばやくウォームアップします。燃料補給、洪水、初期始動（地
上）、低速で約 30 秒
中速で 30 秒でエンジンを準備するのに十分です。その後、エンジンをオフにして離陸の準備を完了することがで
きます。翼が取り付けられ、始動前の翼の監視がすでに実行されたら、エンジンを背もたれにしてから始動し、
前方に傾けて高速テストを実行することをお勧めします（数秒かかるはずです）。それは燃料システムに空気の
残りを「プッシュ」するのに役立ち、エンジンを最適な温度に温めます。さらに、エンジンがどのように高速で
動いているかを評価することができます。

6.2 Basic engine adjustments.
WB37 Carburetor adjustments.
The most frequent activity is adjusting the idle speed. Membrane carburetors are quite
sensitive to the changes in atmospheric pressure. It means that there are days when the
engine works properly at idle speed, and days when it works unevenly, cuts out or, for
instance, works on too high speed.
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6.2 基本的なエンジン調整。
WB37 キャブレター調整。
最も頻繁な活動は、アイドル速度を調整することです。 メンブレンキャブレターは大気圧の変化に非常に敏
感です。 それは、エンジンがアイドルスピードで適切に動作する日数と、それが不均等に動作したり、切り
取ったり、たとえばあまりにも高速で動作したりする日があることを意味します。

Attention! : All carburetor adjustments should be performed after warming up
the engine (approximately 2-3min on low and medium speed)
If you notice that it takes too much effort for the engine to start and it does not work evenly
on low speed or if it works unsteadily (e.g. has a tendency to cut out), you should correct
minimum speed settings. It is usually enough to adjust the throttle’s position with a screw
(horizontal screw lifting throttle lever), but in some cases it is necessary to change the
composition of the idle speed mixture.
WB37 carburetor has three screws that can be regulated. These are: throttle positioning
screw, idle speed mixture composition screw (L for low speed) and high speed mixture
composition screw (H for high speed).

注意！ ：すべてのキャブレターの調整は、エンジンを暖機した後に行う必要があります（低速と
中速で約 2〜3 分）
エンジンが始動するのに多大な労力を要し、低速で均等に動作しない、または不安定に動作する
（たとえば、切り取る傾向がある）場合は、最小速度設定を修正する必要があります。 通常、ス
クリュー（水平スクリューリフトスロットルレバー）でスロットルの位置を調整するだけで十分で
すが、場合によってはアイドルスピード混合の組成を変更する必要があります。

WB37 キャブレターには、調整可能な 3 本のネジがあります。 スロットルポジショニングスクリ
ュー、アイドルスピード混合合成スクリュー（低速用 L）、高速混合用スクリュー（高速用 H）で
す。

Default mixture composition screws settings in Nitro 200 engine are:
The L screw unscrewed for 50’ – 1,00’ of the clock face - 1 turn from closed position,
The H screw unscrewed for 1, 00’ – 1, 10’ of clock face from closed position.

Attention : You must not start the engine with the opening smaller than one H
screw turn (the mixture is too lean).
Nitro 200 エンジンのデフォルトの混合構成ネジの設定は次のとおりです。
時計の面の 50 '〜1,00'にねじを緩めた L ねじを閉位置から 1 回転させ、時計の面の 1、00 '〜1、10'を
閉位置からねじ止めします。
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注意：エンジンの始動は、H スクリューターンよりも小さい（混合気が希薄です）始動しないでください。
This setting is risky because it could lead to serious engine damage. With a correctly
warmed-up engine you should set the „H” screw in such a way that the engine could reach
maximum speed while opening the throttle completely. You should monitor the speed using
the tachometer. Next, you should unscrew the “H” screw (enrich the mixture) so that the
speed would slightly decrease (about 100-150 rpm). After performing the high speed
regulation you should not use the maximum engine power until you evaluate fuel usage and
spark plug condition and confirm that the composition of the mixture is adequate.
この設定はエンジンに重大な損傷を与える可能性があるため、危険です。 正しく暖機されたエンジンでは、スロ
ットルを完全に開けた状態でエンジンが最高速度に達するように「H」ネジを設定する必要があります。 タコメ
ータを使用して速度を監視する必要があります。 次に、 "H"スクリューを緩めて（混合物を濃縮して）、速度が
わずかに低下するようにします（約 100-150 rpm）。 高速調整を行った後、燃料使用量と点火プラグの状態を
評価し、混合物の組成が適切であることを確認するまで、最大エンジン出力を使用しないでください。

The composition of the minimum speed mixture is set by unscrewing the „L” screw (one
turn) and then evaluating how regularly the engine runs and the level of idle speed. Idle
speed of a properly regulated engine usually range between 2000-2200 rpm and may vary
due to temporary engine temperatures. Adjustments should be performed by means of slight
corrections of screw position (approximately the width of the slot on the circumference of the
screw head). If you observe the following symptoms: after warming up the engine starts
slowly and decreases the speed steadily until the cut out, it floods the spark plug, and at the
same time the slight opening of the throttle makes it easier to start it – you should make the
idle speed mixture leaner by screwing the “L” screw and you should make another attempt
after re-warming up for about 1 minute on medium speed.
最小速度混合物の組成は、「L」スクリュー（1 回転）をゆるめ、次にエンジンがどのくらい規則的に作動してい
るか、およびアイドリング速度のレベルを評価することによって設定される。 適切に調整されたエンジンのアイ
ドル速度は、通常、2000〜2200rpm の範囲であり、一時的なエンジン温度のために変化し得る。 調整は、ねじ
の位置（ねじ頭の周囲のスロットのおおよその幅）のわずかな修正によって行う必要があります。 次のような症
状が見られる場合：ウォーミングアップ後、エンジンがゆっくりと始まり、切り取られるまでスピーディーに速
度が落ちると、スパークプラグが溢れると同時に、スロットルをわずかに開くと始動が容易になります。 「L」ネ
ジを締めてアイドルスピード混合気をよりリーンにしてください。中速で約 1 分間再ウォームアップした後、も
う一度試行してください。

If the engine works with large fluctuations on low speed, and it has strong vibrations on idle,
you should slightly unscrew the „L” screw, increasing throttle’s opening by screwing the
throttle buffer screw in order to increase the idle speed.
The symptoms of too rich mixture at idle speed are the following: after starting the cold
engine it works properly for a while and when the temperature increases it starts to work
slower and slower until it cuts out. Opening the throttle before the cut-out increases the
amount of fumes, and the engine reluctantly gains speed. After a while on high speed (40005000 rpm) the engine takes low speed again, but left on it for a short time its speed would
decrease systematically until the cut-out.
エンジンが低速で大きく変動し、アイドリング時に強い振動がある場合は、スロットルバッファーのねじを
ゆるめてスロットルの開度を上げ、アイドルスピードを上げてください。
コールド・エンジンを始動させた後は、しばらくの間は正常に作動し、温度が上昇すると、エンジンが切れ
るまでゆっくりと遅く作動し始めます。 カットアウトの前にスロットルを開くと、煙の量が増え、エンジン
は消極的にスピードを上げます。 しばらくの間、高速（4000〜5000rpm）でエンジンを低速に戻します
が、短時間放置すると、速度が系統的に低下するまで減少します。
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Another symptom of too rich idle speed mixture: the engine works properly on low speed in
low temperatures (e.g. right after the start) and has very low speed and tendency to cut out
after warming up significantly (2-3 minutes on minimum 6000 rpm speed).
Engine with too rich idle speed mixture very often starts reluctantly when hot. At the same
time, it starts much better with the throttle opened a little. Sometimes starting the hot
engine without opening the throttle just a little bit may be impossible. In any of these cases
you should make the mixture leaner by screwing the “L” screw slightly.

あまりにも豊富なアイドルスピード混合気の別の症状：エンジンは低温（例えば、始動直後）で低
速で適切に動作し、非常に低速であり、ウォームアップ後に切り取る傾向がある（最低 6000rpm
の速度で 2〜3 分 ）。
あまりにも豊富なアイドリングスピードの混合気を持つエンジンは、しばしば暑いときに不本意に
始まります。 同時に、スロットルを少し開けて、はるかに良く始まります。 時々スロットルを開
かずにホットエンジンを始動させることは不可能かもしれません。 いずれの場合でも、「L」ネジ
をわずかにねじ込むことによって混合物をより薄くする必要があります。
The symptoms of too lean mixture at idle speed could be:
The tendency to cut out and problems with keeping low speed on cold engine, especially
right after the start. The engine works irregularly, vibrates strongly, stops. Loosening the „L”
screw a bit causes speed decrease, but the engine works more steadily and does not cut out.
The cold engine very often cuts out after the start and it is impossible to start it again
without a slight re-fueling with the fuel pump. This does not refer to the situation when the
engine was not filled with enough fuel.
After adjusting the composition of idle speed mixture you should perform the high speed
adjustment again – „H” screw.

アイドリング速度であまりにも希薄な混合物の症状は、
冷たいエンジンの低速を保つことを切り取る傾向と問題、特に始動直後。 エンジンは不規則
に作動し、強く振動し、停止する。 "L"ねじを少し緩めると速度が低下しますが、エンジンは
より安定して動作し、切り取られません。
コールドエンジンは始動後に非常に頻繁に切り離され、燃料ポンプに若干の燃料補給をしなけ
れば再び始動することは不可能です。 これは、エンジンが十分な燃料で満たされていない状
況を参照していません。
アイドルスピード混合の構成を調整したら、もう一度高速調整を行う必要があります - "H"ね
じ。

7. Storing the paramotor and other maintenance operations.
While storing the paramotor in a standing position you should loosen up the fuel tank
stopper. Even small changes in the surrounding temperature may cause significant pressure
changes in the sealed tank. When planning long-term storing of the paramotor, you should
empty the fuel tank completely, completely remove the wires, and the carburetor. It is
extremely dangerous to leave even the tiniest amount of fuel in the sealed tank in highly
sunlit place or other place where intense heating (car trunk etc.) could occur.
You should also remember not to store the paramotor in humid places because it could
influence its technical and visual state. Direct exposition to such conditions is not covered by
the warranty.
7.パラモーターの保管およびその他のメンテナンス作業。
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パラモーターを立位に保管している間は、燃料タンクストッパーを緩めてください。 周囲温度のわずかな変
化でさえ、密閉されたタンクに著しい圧力変化を引き起こす可能性がある。 パラモーターの長期保管を計画
するときは、燃料タンクを完全に空にし、ワイヤーとキャブレターを完全に取り外してください。 非常に日
焼けした場所や強烈な暖房（車のトランクなど）が発生する可能性のある場所では、密閉されたタンクには
燃料をほとんど入れないことは非常に危険です。
パラモーターは、技術的および視覚的な状態に影響する可能性があるため、湿気の多い場所に保管しないで
ください。 そのような条件への直接的な説明は、保証の対象ではありません。
7.1 Pre-flight paramotor check-up – daily check-up.
 Check and evaluate general state of the paramotor’s parts by looking for cracks, leaks
etc.
 Check the engine mounting, check the fuel system for leaks, and check the way the
shifter and the throttle work.
 Pay special attention to the state of the exhaust system. Check the silencer mounting,
condition of all threaded connections, and rubber shock absorbers.
 Check the propeller’s mounting, clean oil deposits, soot and other impurities from the
propeller. Treating the propeller with a piece of cloth will help you to find cracks and
other damages.
 Check the electric installation thoroughly looking for mechanical damage, abrasions,
joints or some disconnections between the elements.
 Check the engine starter.
 Pay special attention to all leakages, scratches and atypical stains. In case of any
doubts, contact a Air Conception representative.
 Check the frame and the propeller cage. Check the construction’s geometry. Inspect
thoroughly harness settings, condition of tapes, carbines and braking system.
7.1 飛行前のパラメトリーチェック - 毎日のチェックイン。
•亀裂や漏れなどを探して、パラモーターの部品の一般的な状態をチェックして評価する。
•エンジンの取り付けを確認し、燃料システムの漏れをチェックし、
シフターとスロットル作業。
•排気システムの状態に特に注意してください。サイレンサの取り付け、すべてのねじ接続の状態、
およびゴムショックアブソーバを点検してください。
•プロペラの取り付け、清潔な油溜まり、すすやその他の不純物を
プロペラ。プロペラを布で処理すると、亀裂やその他の損傷を見つけるのに役立ちます。
•機械的損傷、擦り傷、ジョイント、またはエレメント間の断線を徹底的に調べて、電気設備を点
検してください。
•エンジンスタータを点検します。
•すべての漏れ、傷および異型の汚れに特別な注意を払う。ご不明な点がある場合は、エアコンセ
プションの担当者にご連絡ください。
•フレームとプロペラケージを確認します。構造のジオメトリを確認してください。検査する
テープ、カービン、ブレーキシステムの状態を徹底的に活用してください。

7.2 The paramotor’s maintenance and servicing – recommended operations.
After first 5 hours:
1. Check the tightening of all screws and nuts (visual control).
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2.
3.
4.
5.

Check
Check
Check
Check

the tightening of the head (torque 13 Nm)
the internal carburetor filter (by unscrewing 4 screws on fuel pump’s cover-WG37)
the spark plug – condition of electrodes and spark plug hue. Torque 26Nm.
the engine regulation.

7.2 パラモーターのメンテナンスと整備 - 推奨される作業。
最初の 5 時間後：
1.すべてのねじとナット（視覚コントロール）の締め付けを点検します。
2.ヘッドの締め付けを確認します（トルク 13 Nm）
3.内部のキャブレターフィルターをチェックします（燃料ポンプのカバー-WG37 の 4 本のネジを緩めます）
4.電極と点火プラグの色相の点火プラグの状態を点検します。 トルク 26Nm。
5.エンジンの調整を確認します。



Carburetor WB-37 has the opening (diameter circa 8 mm) closed up with the net,
which is located under the back lid and rubber petal. This is the additional fuel filter. On the
filter, especially in the first period of exploitation there could be some technological
contamination of the fuel system as well as gel deposits caused by poor fuel quality. The
easiest way to get rid of contaminations noticed during the check-up is to rinse it by means
of regular syringe with the stream of pure washing benzene or brake cleaning spray.
Reducing the fuel flow through a sieve could cause intermittent engine running,
lack of power. In some cases, this could lead to leaning of the mixture,
temperature growth and the engine seizure!
キャブレターWB-37 は、裏蓋とゴム製の花弁の下にあるネットで閉じられた開口部（直径 8mm）を持
っています。 これは追加の燃料フィルターです。 フィルター上では、特に最初の開発期間中に、燃料シス
テムの技術的な汚染や、燃料品質の悪さに起因するゲル析出物が存在する可能性があります。 チェック中
に気付いた汚染を取り除く最も簡単な方法は、純粋な洗浄ベンゼンまたはブレーキ洗浄スプレーの流れを有
する通常のシリンジによってそれをすすぐことである。
篩を通る燃料の流れを減少させると、エンジンが断続的に作動し、動力が不足する可能性があります。 場
合によっては、これは混合気の傾き、温度上昇、エンジン発作につながる可能性があります。
After first 10 hours:
1. All steps performed after first 5 hours.
最初の 10 時間後：
すべてのステップは、最初の 5 時間後に実行されます。

Every 25 Hours:
The same activities performed after 10 hours plus:
1.
2.
3.
4.

Check the Spark plug condition – the electrode gap and the isolator’s hue.
Clean the carburetor (internal mesh filter).
Clean or replace the main fuel filter.
Check the tension of the transmission belt.

25 時間ごと：
同じ活動が 10 時間後に実行されました：
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1.スパークプラグの状態 - 電極ギャップとアイソレータの色合いを確認します。
2.キャブレター（内部メッシュフィルター）を清掃します。
3.メイン燃料フィルタを清掃または交換します。
4.伝動ベルトの張力を確認します。

Every 50 hours or once a year:
The same as every 25 hours plus:
1.
2.
3.
4.
5.

Replace the spark plug.
Replace the starter rope.
The starter’s check-up (clearing and lubrication).
Control the engine’s regulation.
Replace the transmission belt.

50 時間ごとまたは 1 年に 1 回：
25 時間ごとと同じです：
1.スパークプラグを交換します。
2.スターターロープを交換します。
3.スターターの点検（清掃と潤滑）。
4.エンジンの制御を制御します。
5.トランスミッションベルトを交換します。
Every 100 hours:
The same activities as every 50 hours plus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Remove carbon deposits from the combustion chamber.
Replace the head gasket.
Replace the piston with piston pin rings and needle bearing.
Check the condition of the shaft bearings and connecting rod bearings .
Replace the manual fuel pump.
Replace the rubber joint of suction murmurs silencer.
Replace the silencer rubber shock absorber.
Replace the spark plug pipe.

100 時間ごと：
50 時間ごとの同じ活動に加えて：
1.燃焼室から炭素析出物を除去する。
2.ヘッドガスケットを交換します。
3.ピストンをピストンピンリングとニードルベアリングに交換します。
4.シャフトベアリングとコネクティングロッドベアリングの状態を確認します。
5.手動燃料ポンプを交換します。
6.吸引雑音サイレンサのゴムジョイントを交換します。
7.消音ゴムショックアブソーバーを交換します。
8.スパークプラグのパイプを交換します。

Every 200 hours.
The same activities as every 100 hours plus:
1. Replace the membrane valve petals
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200 時間ごと。
100 時間ごとの同じ活動に加えて：
1.リードバルブぺタル交換する。

8. Technical specifications of the paramator engine Nitro 200
Paramotor :

Nitro 200

Engine type

Two-stroke

Power

27 KM / 7800 rpm

Capacity

190cm3

Compression ratio

10:1

Cooling

With air

Cylinder

Aluminium with Nicasil layer

Cylinder diameter

65 mm

Exhaust pipe

The resonance tube, pointing down

Starter

Manual

Carburetor

WB 37

Ignition

TCI

Spark plug

NGK (BR10SE) / DENSO (W31ESR-U) / DENSO (IW31)

Propeller

125 cm / 130 cm ( 6x50mm )

Max thrust at 7900 rpm

~ 70-75 kg

Gear ratio

1:2,65

Gear unit

Belt transmission

Fuel tank

11,5 L / 15,5 L

Cage

Aluminium and carbon

Suspension

Upper / Lower

Harness

Air Conception

Carbines

30mm / 45mm

Engine’s weight (with Exhaust
pipe and suction murmurs
silencer and absorbers)

11.5 kg

Combustion at 5000 rpm

3 – 3,5 l/h (after the run-in)

Fuel

Pb 95
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Recommended pilot weight

60-130 kg

Weight of the paramotor ready
to flight without fuel

19 kg

9. Warranty and service
9.1 We are putting every effort in order to make our paramotors durable and reliable. Still,
being mechanical devices, they can sometimes have material and assembly defects which are
independent of our will (the components from external suppliers).
In order to guarantee proper exploitation, Air Conception company provides you with
telephone consultations. Contact us in case of any doubts concerning proper exploitation of
the equipment.
The invoice is the document confirming your warranty rights.
9.保証とサービス
9.1 私たちはパラモータを耐久性と信頼性を持たせるためにあらゆる努力をしています。 それでも、機械的な
デバイスであっても、当社の意志（外部供給業者からのコンポーネント）とは独立した材料およびアセンブリ
の欠陥を有することがあります。
適切な搾取を保証するため、エアコンセプト会社は電話相談を提供します。 機器の適切な使用に関する疑問
が生じた場合は、お問い合わせください。
請求書は保証の権利を確認する書類です。
9.2 Air Conception grants 24-month warranty on new paramotors from the day of purchase
as indicated in the invoice. Warranty covers charge-free repair of damages caused by material
and assembly defects, provided that the user acted according to our exploitation
recommendations and inspection rules presented in the manual and presented in the course of
the training. The inspections described in the manual during the warranty period are
obligatory.
9.2 エアコンセプションは、請求書に記載されているように、購入日から新しいパラモーターに 24 ヶ月の保
証を付与します。保証は、材料や組立の欠陥に起因する損害の無償修理をカバーして提供されるマニュアルに
提示され、訓練の過程で提示され、当社の搾取の推奨と検査ルールに従って行動したユーザー。 保証期間中
にマニュアルに記載されている点検は義務付けられています。
9.3 We guarantee the engine repair in max. 14 working days from the day of receiving the
equipment and frame repair in max. 30 days. If the user could replace the spare parts on
his/her own, we send them by courier or post in 3 working days.
The service has most spare and consumable parts, but the repair time might be exceeded
when it is necessary to import components from abroad or to run a detailed test and weather
conditions are not to good enough for that.
9.3 我々は最大でエンジン修理を保証します。 最大 14 日間の修理を受けた日から 14 営業日。 30 日。 ユー
ザーがスペアパーツを交換することができる場合は、3 営業日以内に宅配便または郵便で発送します。
修理には予備部品と消耗部品がほとんどありますが、部品を海外から輸入したり、詳細な試験を行う必要があ
る場合は修理時間を超過することがあります。
9.4 All manual starters used in Air Conception engines have to be checked up every 50
hours. This could be done only by a specially trained person. Taking into consideration the
reliability and security we strongly discourage you from making any changes in the
paramotor on your own.
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9.4 エアコンセプトエンジンで使用されるすべての手動始動機は、50 時間ごとに点検する必要があります。
これは特別に訓練された人だけが行うことができます。 信頼性とセキュリティを考慮して、お客様がパラモ
ータで何らかの変更を行うことを強くお勧めします。
9.5 The warranty does not cover repairs after seizing the engine due to thermal reasons
(mixture is too lean due to a number of reasons) or foreign matter getting inside.
The warranty also does not cover damage due to long-term engine exploitation on maximum
speed or without mounted propeller.
9.5 熱的な理由（混合物が多くの理由により希薄過ぎる）または異物が内部に侵入したために、エンジンをつ
かんだ後の修理は保証対象外です。
また、最高速度での長期的なエンジンの使用による損傷や、取り付けられたプロペラを使用しないことによる
損傷は保証対象外です。
9.6 The paramotor must be delivered to the service personally or by courier in a package
preventing it from any transportation damage.
9.6 パラメータは、サービスに個人的にまたは宅配便で梱包して、輸送上の損傷を防止する必要があります。
Please empty the paramotor’s fuel tank. Do not send the propeller, the propeller
cage or any other additional elements unless they are directly connected to the
repair carried out by the service.
You should add to the package a sheet of paper with a brief description of the problem and
contact details to enable us to contact you in case of any doubts or questions.

Attention! : All extra processing and repairs of the paramotor, without prior
agreement of the producer result in the immediate loss of warranty!!!
パラモーターの燃料タンクを空にしてください。 プロペラ、プロペラケージ、またはその他の追加要素は、サービ
スによって実行される修理に直接接続されていない限り、送信しないでください。
問題の簡単な説明と連絡先の詳細が記載された用紙をパッケージに追加して、疑問や疑問が生じた場合に連絡する
ことができます。
注意！ ：生産者の事前の合意なしに、パラメターのすべての余分な処理と修理が保証の即時の喪失につながりま
す！
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10. Service book.
Date

Description

Service operations

0-h

Service review

25 - h

Service review

50 - h

Service review

100 - h

Service review

200 - h

Service review

Comments

Signature
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Date

Description

Service operations

Comments

Signature

Date

Description

Other service
operations

Comments

Signature
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Date

Description

Service operations

Comments

Signature
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