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バッテリー・充電する際の注意事項！

●充電中はその場から離れず、充電状況を監視してください。充電をした
　まま外出等でその場を離れますと、過充電となり発熱や破裂、発火等の
　恐れがあります。
●火の近く、高温多湿となる場所、車中等での充電・保管はしないでくだ
　さい。直射日光は避け、小さいお子様の手の届かないところで充電・保
　管してください。
●充電ケーブルは正しい向きで機体に挿し込んでください。逆向きに挿し
　込むと思わぬ事故の原因となります。
●充電中に異常な発熱、バッテリーの膨張、発煙等の異変が発生した場合、
　速やかに充電ケーブルを抜き、公式ホームページ内お問い合わせフォーム
　までご連絡ください。
●再度充電する際は、飛行後 30 分程度時間をあけ、バッテリーが冷めてか
　ら充電を行ってください。
●ショートさせたり、分解・改造したり、水や火の中に入れる等の危険
　行為は絶対にしないでください。思わぬ事故の原因となります。
●充電ケーブルは本商品に付属している充電ケーブルのみをご使用ください。
●本商品を廃棄する際は、お住いの自治体の廃棄物処理方法に従ってくだ
　さい。

●本商品にはリチウムポリマー充電池を使用しています。誤った取り扱い
　を行いますと大変危険です。本書をよくお読みいただき、注意事項に従っ
　てください。

保護者の方へ！

●対象年齢未満のお子様には本商品を絶対に与えないでください。
　また、対象年齢未満のお子様には本商品を使用させないでください。
　思わぬ事故が発生する恐れがあります。

●3歳未満のお子様に与えたり、近くに置いておくことは絶対にしないで
　ください。誤飲した場合、窒息等の危険があります。

●対象年齢未満のお子様の近くでは飛ばさないでください。

●本商品の対象年齢は 15 歳以上です。

ここに記載されている注意事項は安全に楽しくご使用していただくためのものです。
必ずお読みください。

！ 安全にご使用いただくための注意事項



●プロペラは高速で回転するため、目に接触すると失明等の危険性があります。
　飛行させる範囲に人がいないことを確認してから操縦してください。

飛行に関する注意事項！

●プロペラに指や髪の毛、衣服等が巻き込まれないように注意してください。

●飛行中に周囲の人が機体に近寄らないように注意してください。また、人に
　近づけたりしないでください。
●操作ミスで墜落や衝突により破損した場合、修理費用はお客様のご負担にな
　ります。飛行中または落下等による、器物の破損や人身への事故の補償は一
　切致しません。また飛行された後の機体の破損等は保証対象外となります。

●飛行中は機体から目を離さないようにしてください。

●飛行中に機体、プロペラから異音等の異常が発生した場合、速やかに着陸
　させ電源をお切りください。
●飛行前、飛行後にはプロペラがゆるみ等なく正常に取り付けられているか、
　プロペラが歪んでいないか、機体に傷や汚れがないか等、機体が正常に飛
　行できる状況であるかを確認してください。
●プロペラは２種類あります。本書 4ページに記載されている通り正しい位置に
　取り付けてください。正しく取り付けを行わなかった場合、正常に飛行ができ
　ません。

●本商品は屋内での使用を想定しております。屋外での使用はしないようにしてく
　ださい。
●扇風機やエアコン等、風を発生させる機器を飛行範囲で使用しないでください。
　機体が風の影響を受け、正常に飛ばない恐れがあります。また、部屋の窓は
　閉めてください。

●操作ミスによる水没、紛失、事故、怪我について当社は一切の責任を負
　いません。

機体、送信機等に関する注意事項！

●使用前に必ず本体、送信機に破損箇所がないか確認してください。危険ですので、
　破損した状態では飛行させないでください。
●機体や送信機の分解や改造をしないでください。また、異物を入れないでく
　ださい。
●誤作動を防ぐため、電源は必ず飛行させる直前に入れ、それ以外の時は必ず
　電源をお切りください。
●本商品は送受信機に 2.4GHz 帯の電波を使用しています。無線 LANや携帯
　電話等と干渉する恐れがあります。飛行させる際は周囲に電波干渉の恐れが
　あるものがないか確認の上、飛行させてください。
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●DRONE STAR アプリ以外のアプリを使用したことによる事故、破損等
　については当社は一切の責任を負いません。

●スマートフォンアプリの使用中に操縦者の不注意により発生した事故、
　破損等については当社は一切の責任を負いません。

●冬など気温の低いときは充電池の性能が落ちることがあります。できる
　だけ暖かい場所で遊んでください。

●プライバシーを侵害する画像・映像の撮影は法的に禁止されております。
　録画の有無に関わらず、飛行させる場合は十分ご注意ください。
●撮影した画像、映像をインターネット上にアップロードする際、第三者
　の知的財産権または肖像権等を侵害しないよう十分ご注意ください。
　また、公序良俗に反する内容の撮影を行わないようご注意ください。

●本書並びにWEB取扱説明書の注意事項を守らず発生した事故、故障に関して
　は当社では一切責任を負いません。

その他の注意事項！

●飛行させる際は関連法案を遵守し、飛行させてください。
●本商品の操縦は飛ばす状況や操縦ミスなどにより他人に怪我をさせたり
　物を壊してしまうなどの予期せぬ事故が起こる可能性もあります。
　お客様が事前に賠償責任保険などにご加入の上、飛行させることを
　お勧めいたします。詳しくは一般の保険会社にお問い合わせください。
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この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用
機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構
内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要し
ない無線局）が運用されています。
1．この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び
　  特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2．万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉
　  の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又
　  は電波の発射を停止した上、DRONE STARカスタマーサポートに
　  ご連絡頂き、混信回避のための処置等 （例えば、パーテーション
  　の設置など）についてご相談して下さい。
3．その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して
　  電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと
　  きは、DRONESTARカスタマーサポートへお問い合わせ下さい。

使用電波について

３
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●送信機 (プロポ )

８

離着陸スイッチモード１/モード２
切り替え

右レバー左レバー

電源スイッチ

●DRONE STAR 01 本体

プロペラB

プロペラB

プロペラ A

プロペラ A
カメラ

LEDランプ (青 )

電源スイッチ

充電ジャック

セット内容
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※お持ちのスマートフォンをご用意ください。タブレットは対応しておりません。
※送信機の電池は単４アルカリ乾電池 (別売 ) を使用してください。

※充電にはパソコンのUSBコネクタまたは、USB充電アダプタが必要です。
※USB充電アダプタは 1.0A 以下のものをご使用ください。

●充電用ケーブル (USB)

●プロペラガード

●ターゲットペーパー●クイックリファレンスガイド

●スマートフォンホルダー

●予備プロペラ (プロペラA、プロペラB各 2枚 )
　※プロペラの裏にAまたはBと表記されています。
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※送信機の電池は単4アルカリ乾電池を使用してください。
　充電式電池、マンガン乾電池や粗悪な電池は使用しないでください。
　また新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
※電池は WEB取扱説明書に従い、正しくセットしてください。
　長時間使用しない場合、電池を抜いて保管してください。
※飛行時間、操作距離、充電時間はあくまでも目安であり、
　使用状況によって変化します。

仕　様

機体サイズ 縦45mm × 横45mm ×　高さ28mm
 (プロペラは含まない )

飛行時間 4～5分

操作距離 およそ25メートル

電池 [本体 ]リチウムポリマー充電池
[送信機 ]単4アルカリ乾電池×2本 (別売 )

充電時間 20～30分

機体重量 18g

カメラ画素数 30万画素

使用周波数 2.4GHz

対象年齢 15歳以上

操縦モード モード1、2対応

使用場所 屋内専用



スマートフォンホルダーの取り付け方法

②機体の下部よりプロペラガードを装着する。①カメラ方向のプロペラガードをカット✂

※プロペラガードをカットする際は、機体からプロペラガードを外して行ってください。
　また、刃物の扱いには十分にご注意ください。

①スマートフォンホルダーを送信機の
　上部に装着する。

②スマートフォンホルダーにお持ちの
　スマートフォンを装着する。

※お持ちのスマートフォンをご用意く
　ださい。
※スマートフォンを装着する際は、ス
　マートフォンホルダーに指等を挟ま
　ないようご注意ください。

８

７

プロペラガードの取り付け方法



充電方法

USBコネクタ

①機体とUSBコネクタを充電ケーブルでつなぐ

市販されているパソコンのUSBコネクタまたはUSB電源アダプタとDRONE STAR
本体を充電ケーブルでつなぎます。接続すると充電用ケーブルのＵＳＢコネクタ側が
赤く光ります。

②充電が完了したら機体と充電ケーブルを外してください。接続し続けると
過充電となる可能性があり、発火や故障の危険性があります。充電中はその
場から離れず、充電状況を監視してください。
※USB電源アダプタは 1.0A 以下のものをご使用ください。

８

送信機の準備方法

①送信機後部の電池カバーを外す

上方向に押すと外れます

②単４電池２本をセットして、電池カバーを
つけてください。
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■機体安全確認
・飛行前に機体にプロペラガードはつけてください。

・機体、プロペラに傷や歪み等の異常がないことを確認してください。

・プロペラ、プロペラガードが緩み等なく正常に取り付けられていることを確認
  してください。

・機体は満充電にして使用してください。充電が不十分な場合、飛行時間が
　仕様に記載されている時間に満たない可能性があります。

・機体の LEDが正常に機能しているか確認してください。

【機体のLEDの挙動について】
高速点滅：起動時、電池切れ
　　点滅：バインド待機、バインド
　　点灯：バインド中

■周辺環境確認
機体を飛行させる場所から直径 1.5m
以上に障害物がない場所で飛行させ
てください。
扇風機やエアコン等、風を発生させる機
器を止めてください。また、部屋の窓は閉めてください。
飛行させる範囲には人が近づかないようにしてください。

1.5m

飛行前確認



１0

機体と送信機の接続方法

①送信機の電源を入れてください。

電源ボタン

②機体の電源を入れ、水平な場所においてださい。

電源ボタン

LEDが点滅します

③左レバーを音がなるまで上下に倒してください。

①

②

ピー！

ピー！

④接続したことを確認してください。

機体と送信機が正常に接続完了しましたら、
点滅していた LEDが点灯します。

■モード２

電源ボタン

モード１ボタンを
押しながら電源を
入れてください。

モード１ボタン

①送信機の電源を入れてください。

電源ボタン

②機体の電源を入れ、水平な場所においてださい。

LEDが点滅します

①

②

ピー！

ピー！

③右レバーを音がなるまで上下に倒してください。

機体と送信機が正常に接続完了しましたら、
点滅していた LEDが点灯します。

④接続したことを確認してください。

■モード１
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■モーター始動 /停止
左スティックを向かって左下、右スティックを
向かって右下に同時に倒すことでモーターの
始動 /停止を行うことができます。

モーター始動後、上昇操作をすることで離陸
します。モーター始動中は自動離陸は動作しません。
モーターを始動する際は、機体を障害物の無い
平らな場所に置き、周囲から離れてから行って
ください。

モーターを停止する際は、機体を着陸させた後、
行うようにしてください。空中ではモーター停止を
行わないように注意してください。

離陸 /着陸方法　キャリブレーション方法
■自動離陸 /着陸

離陸 (自動上昇 )

着陸 (自動下降 )

離着陸スイッチの向かって
上方 (レバー側 )を押すと
離陸 (自動上昇 )します。
約 1m上昇するため、機体
の上方には障害物を置かな
いでください。

離着陸スイッチの向かって
下方を押すと着陸 (自動下降)
します。着陸する際は、水平
で障害物がない場所に着陸させてください。

機体と送信機をバインドして、機体を平らな場所に
置いた状態で、以下の手順を行ってください。

1. 左右のスティックを右下に2秒ほど傾けてください。
　（機体の LEDが点滅するまで傾けてください。）
2. 機体の LEDが点滅から点灯に復帰したら
　キャリブレーション完了です。

■キャリブレーション
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前進 /後退

左回転 /右回転

■モード１
上昇 /下降

左移動 /右移動

上昇 /下降

左回転 /右回転

■モード２
前進 /後退

左移動 /右移動

操縦方法
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■空中回転機能

■スピード切替
送信機の左スティックを押し込むことで、スピードを「低速」
「中速」「高速」の三段階切り替えることができます。起動時は
低速です。電源を offにすると切り替えたスピードは元に戻り、
次回起動時は低速になります。

PUSH!

「低速」(デフォルト )

1回押す 音 : ピ ピ

「中速」

1回押す 音 : ピ ピ ピ

「高速」

1回押す

特殊機能

PUSH!

1. 送信機の右スティックを押し込む 2. 回転させる方向にスティックを倒す

モード 2 モード 1

送信機の右スティックを押し込み、前後左右回転したい方向に
スティックを倒すことで、360 度空中回転することができます。
※空中回転する際、機体は少し上昇して回転します。天井に近い位置では行わない
　ようにしてください。
※機体電池残量が少ない場合、空中回転は行えません。



操縦のコツ

■やさしく操作しよう

レバーを倒した分量だけドローンは傾き、早い速度で移動します。
例えるなら自動車のアクセルのようなものです。レバーを倒すと
いうより、軽く圧をかけるイメージで微量な操作を行うと、安定
した飛行を行うことができます。
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■まっすぐ着陸しよう
着陸する際は垂直方向にまっすぐ着陸するようにしましょう。
移動しながら着陸すると、機体が傾いているために着陸の際
ひっくり返ったり、プロペラが地面に接触してしまうなど、
機体に傷等が入ってしまう可能性があります。



DRONE STARカスタマーサポート
公式ホームページ内お問い合わせフォームよりご連絡ください。

公式ホームページ     https://www.dronestar.jp/

【お問い合わせ先はこちら】

株式会社エル
【販売元】

アフターサービス
■修理・交換について

・誤った使用方法で生じた破損、故障の場合、修理・交換費用は有償となり
   ます。また、有償修理・交換の際、往復送料についてもお客様のご負担と
   させていただきます。
・分解・改造の形跡が見られる場合、修理・交換はお受けできません。
・破損、故障内容によっては修理をお受けできない場合がございます。
・修理・交換をご希望の方はお名前、お電話番号、メールアドレス、故障
　内容を記入のうえ、下記公式ホームページ内お問い合わせフォームより
　ご連絡ください。

・本書並びにWEB取扱説明書に従ってご使用いただいた状態で、購入日か
   ら 1 ヶ月以内に商品の不良が見つかった場合には、無料修理・交換致し
   ます。

・修理・交換をご希望の際は、再度WEB取扱説明書並びに本書をご確認
　ください。

※本商品をご購入いただいた際に発行されたレシート、領収書等のご購入日
　の証明となる書類は大切に保管してください。


