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《M4シャーマン105mm櫂弾砲搭載型フルオペレーション56013,56014》
1/16 R/C M4 Sherman 105mm Howitzer (Item 56013, 56014) 

＊ライトユニット、カブラーは両面
テープで車体に固定してください。

*Attach light ,ait and co,ple心with
do,ble-slded t叩e.
*Lichteinhelt ,nd Steckec mil dop
pelseitigem Klebeband befestigen. 
*Flxe, l",nite 1,mineose et les co,
ple,ra a,ec de la bande adMsl,e 
do, ble face. 

＊光ファイバーはグラスメッシュテ
ーフ等で車体に固定してください。

*Secure optical fibe,s with glass 
tape. 

*SI chem Sle das Glasfase<i<abel ml! 
Kleb吋,aad.

*Maloteol『 les fibres optlques avec 
de la bande renforo細．

（フロントライト）
Headlight 
Schelnwerte, 
Pha,e 

＊光ファイバーは図のようにライトレンズより
出来るだけ離した位置に固定してください。
*Allow clearance betweeo opti c�fibe, and light 
畑s asshowo.
#miraum zwischeo Glasfase'1<abel uod de, 
Liosewiege匹'"'"'必」胆"·

*ca; 蕊..- de l'espace eotm la fibm oplique et la 
lentille lumioeuseしom,証moot治．

LEDユニット・（本体価格1,980円+税） 19401814 
LAD Unit 19401814 

＊ライトユニットの3Pコネクター （大）はCN6へ、
-2• コネクター（小）はCNSへつなぎます。

�*Connect light unit to MF--02�Pto CN6, 2P to CNS}. 
'\____,, ?' *Vemlnden Sle die Licht曲nheltzu『MF--02 (3Pln zu CN6 und 2Pln zu CNS}. 

, *Connecte, !'unite lumln印紐aMF-02佃P● CN6, 2P. CNS}. 

*CN5のダミー コネクタ ー を外してつなぎます。
*Rem叩edommyしり』mec!o, rrom CN5. 

*DenBliuふ!ecke,,on CN5 ab,iehen. 
*Enle,e『 le connecteocfactice de CN5. 

（テールライト）
Tamlght 
Heckllcht 
Feuani;re 

光ファイパー

Opticalfibe, 
Uchue;t-Fase, 
Hbmopt;que 

＊黒チューブ113,,でカット）で

� 
カバーしてくださいら ） 

*Flxe, le rube nol, (co,pe, A 13mm).〗*Attach black t,b lag (c,t to 13mm). 
*Sch» 叫心a G,mmlschlauch 
anbriagea (a,f 13mm zuschaeldea). 

*2"穴をあけます。
*Make 2mm holes. 
*2mmLO che『 boh,en.
*P•,cs,·des trous de 2mm. 

*'"穴をあけます。
*Make 3mm hole.
*3mm LOche, boh,ea. 
*Pe,ce,dest,o,s de3mm. 

RCT LED supplement (11051976) 
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《M26パーシングフルオペレーション56015,56016》
1/16 R/C U.S. Medium Tank M26 Pershing (T26E3) (Item 56015, 56016) 

＊ライトユニット、カプラーは両面
テープで車体に固定してください。*Attach light unit and coupler., wilh 
double-sided tape. 
*Lichtelnhelt und S1ecke『mlt dop
p祉seitigem Kl&b&b�,d befesりgen.
*Flxe, l'un1t• lumlneuse et les cou
pleura印ec de la bande adhesive 
double face. 

＊光ファイバーはグラスメッシュテ
ープ等で車体に固定してください。
*Secure optical fibera with gla蕊
tape. 
*Slchem Sle das GI叫中叫o"3belmll
Kl年band.
*Maioteor, res fib函optiques avec 
de la bande ,snfo"'翁．

』。

（フロントライト）
Headlight 
Scheinwerte, 
Pha,e 

光ファイバー
Opficalfibe, 
Lichtle;t-Fase, 
Flb,eopfiq,e 

LEDユニット・（本体価格1,860円+税） 19401815 
LAD Ua;t 19401815 

＊ライトユニットの3Pコネクター （大）はCN9へ、
2Pコネクター （小）はCN5へつなぎます。
*Connectlightu直to MF-03 (3P to CN9, 2P to CN5). 
*v� 廿nden Sie die Uchteinhcit ,ur MF-03 (3Pln ru CNS und 2Pin ,u CN5). 
*Conn的ter l'unit• lumlneuse• MF--03 (3P● CN9, 2P a CNS). 

*CN5のダミ ーコネクターを外してつなぎます。
*Rem叩e dummy connector from CN5. 
*Den BUnd訊eckervon CN5 abzlehen. 
*Enl釘er le connecteur fa叫砂deCN5.

（テールライト）
Taimght 
Heckllcht 
Feuame,e 

＼
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カプラー

Couple, 
Sattelkuppluog 
Sellette d'attelage 
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《ソビエト KV-1重戦車フルオペレーション56027、56028 ソビエトKV-2重戦車フルオペレーション56029、56030》
1/16 R/C Russian Heavy Tank KV-1 Qtem 56027, 56028) 1/16 R/C Russian Heavy Tank KV-2 Gigant (Item 56029, 56030) 

＊ライトユニットの3Pコネクター（大）はCN9へ、
2Pコネクター （小）はCN5へつなぎます。
*Conn四light unit to MF-06 (3P to CN9, 2P to CN5}. 
*Vert>ind叩Sie die Liohteinheit匹, MF--06 (3Pin zu CN9 und 2Pin匹CN5}.
*Connecte< l'unite lumineuse• MF-06 (3P a CN9, 2P● CN5}. 

＊ライトユニット、カブラーは両面テープ
で車体に固定してください。
*Attach light ,nit and co,plera with 
do,b!e-slded tape. 
*Llchtelnhelt ,nd Stecke, mil doppeloelti
iemKlebeb釦d befestigen. 

Flxe, !',alt● 1,mlneose et les co,ple,ra 
a,ec de la b叩do adh"51,e do,ble face. 

（テールライト）
Talrnght 
Heckllcht 
Feuarrl•r• 

,, 

カプラー

Couple, 
Sattelkuppluag 
Sellette d'attelage 

＼ 
カプラー

co,plec 
Sattelk,ppl,og 

, Sellette d'attelage 

｀
ロ

光ファイバー

Optlcalfibe, 
Llchtlelt-Fa玲r
Flb,e optlque 

＊光ファイパーは図のようにライトレンズより
出来るだけ離した位置に固定してください。
#llowcl四畑9し• between optic�fiber and llght 
Jens as shown. 
#relraum =lschen Glasfaseホabel und dee 
Lin碑面e gezelgt beachten. 
*Lal蕊er de l'espace e ntre la fib,. optique et la 
lent111e lumlneuse comme mo呻..

LEDユニット・（本体価格1,620円  +税） 19401816 
LRD Uait 19401816 

RCT LED suppl印面1(11051976)
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