
 

 

 

 
DIGITAL VARIOMETER 

NX-Vario 
 

User’s manual ~JAPANESE 日本語版 

 
 

It’s rough, but it works! J 

Device, its firmware and this manual made by Iliushenko Andrei (nuclear_XONIX) 



　Variometer NX-VARIO は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラのためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラです。それは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラパラグライダーとハンググラとハンググラハンググラ

イダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは機能を持っています。ハードウェアはを持っています。ハードウェアは持っています。ハードウェアはっています。ハーとハンググラドウェアはは Aruduino プラットフォーとハンググラムに実装されていますに必要な機能を持っています。ハードウェアは実装されていますされています。

Spexifibations～仕様仕様

• サイズ:94x94x35mmx94x94x35mmx35mm

• マイコンプロセッサ:Aruduino Nano(ATMEGA328P)

• 気圧センサセンサ:NMP180

• LCD スです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググラン:16 文字 x2 行(白字、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ青背景)

• 消費電力:スです。それは、パラグライダーとハンググラタンバイモーとハンググラド時 4x94x35mm5mAh(バックライト ON)、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ25mAh(バックライト OFF 時)

• 電源:9V 角電池

• バッテリーとハンググラの推定動作時間は、バックライトをオンでは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバックライトを持っています。ハードウェアはオンで 10 時間は、バックライトをオンで以上の連続動作、バックライトの連続動作、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバックライト

を持っています。ハードウェアはオフで最大 20 時間は、バックライトをオンでです。

• ケーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ脚ファスナーファスです。それは、パラグライダーとハンググラナーとハンググラ(ベロクロ幅 5cm)が装備されています。また、ケースには滑落防止装されています備されています。また、ケースには滑落防止されています。また、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラケーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはは滑落防止

ひもを持っています。ハードウェアは固定するための二つのラグがあります。つのラグが装備されています。また、ケースには滑落防止あります。

Functions～仕様機能

アはルチメーとハンググラターとハンググラ(高度計) 3

気圧センサセットアはップ(QNH)) +

上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップスです。それは、パラグライダーとハンググラレッショルドセットアはップ(バリオ表示のためのため) +

下降スレッショルドセットアップスです。それは、パラグライダーとハンググラレッショルドセットアはップ(バリオ表示のためのため) +

上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップ・下降スレッショルドセットアップの LED 表示のため +

ボタン操作音の消音の消音の消音 +

バリオの消音の消音 +

落下アはラーとハンググラムに実装されています +

上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップ中の一定高度通過のためのロングビープの一定高度通過のためのロングビープのためのロングビーとハンググラプ +

降スレッショルドセットアップ下中の一定高度通過のためのロングビープの一定高度通過のためのロングビープのためのロングビーとハンググラプ +

バリオモーとハンググラド 2

切り替え可能なり替え可能なえ可能な可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは LCD バックライト +

フライトタイマーとハンググラ +

最大高度表示のため +

最大及び最小バリオ表示び最小バリオ表示最小バリオ表示バリオ表示のため +

気温表示のため +
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Features～仕様特徴

• 高度測定可能を持っています。ハードウェアは範囲:0-9999 メーとハンググラトル

• 高度計の精度:1 メーとハンググラトル

• ３つの独立した可能な高さした可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは高さ:絶対高度、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラターとハンググラトポイント相対高度、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラもう一つの相対高度一つの相対高度

• 正確な絶対高度をセットするため、海面気圧のマニュアル設定可能な機能を持っています。ハードウェアは絶対高度を持っています。ハードウェアはセットするため、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ海面気圧センサのマニュアはル設定可能を持っています。ハードウェアは

• バリオメーとハンググラターとハンググラの測定スです。それは、パラグライダーとハンググラテップ:10cm

• 0.1 度の精度で周囲空気温度の表示のため

Front panel～仕様フロントパネル

USB-port

USBポーとハンググラトはデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの正面の右側にあります。 に必要な機能を持っています。ハードウェアはあります。 varioファーとハンググラムに実装されていますウェアはの更新に必要です。また、メに必要な機能を持っています。ハードウェアは必要な機能を持っています。ハードウェアはです。また、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラメ

インバッテリーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよるエネルギーとハンググラ消耗の場合に電力を供給するために使用することもできます。 の場合に電力を供給するために使用することもできます。 に必要な機能を持っています。ハードウェアは電力を持っています。ハードウェアは供給するために使用することもできます。 するために必要な機能を持っています。ハードウェアは使用することもできます。 することハンググラもできます。 USB

ポーとハンググラト経由でデバイスに電力を供給するには、でデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは電力を持っています。ハードウェアは供給するために使用することもできます。 するに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラMini-USBタイプB（オス）プラグを備えた外部電源がオスです。それは、パラグライダーとハンググラ）プラグを持っています。ハードウェアは備されています。また、ケースには滑落防止え可能なた外部電源が装備されています。また、ケースには滑落防止

必要な機能を持っています。ハードウェアはです。

警告！

外部電源の使用することもできます。 は可能を持っています。ハードウェアはですが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ不注意による取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があに必要な機能を持っています。ハードウェアはよる取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があり扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があいの場合に電力を供給するために使用することもできます。 に必要な機能を持っています。ハードウェアはポーとハンググラトコネクタが装備されています。また、ケースには滑落防止損傷する可能性があする可能を持っています。ハードウェアは性があが装備されています。また、ケースには滑落防止あ

るため、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ望ましくありません。ましくありません。
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ON/OFF button USB-port 

16x2 LCD screen 

Descent light 

Climb light 

Button 3 

Button 2 

Button 1 



Key Assignment～仕様キーアサイン

• ON/OFF　ボタン

　デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの正面の左側にあります。 に必要な機能を持っています。ハードウェアはあります。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはスです。それは、パラグライダーとハンググライッチを持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれるに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラボタンが装備されています。また、ケースには滑落防止カチッとハンググラ押し込まし込まま

れてロックされるまで押し込ましてください。もう一つの相対高度一度押し込ますとハンググラ OFF に必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはります。

• ボタン 1

メインスです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランでは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

ショーとハンググラトプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  短く押すく押し込ます  )  “MENU”MENU””の on/off

ロングプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  長く押すく押し込ます  )  フライトタイマーとハンググラのリセット

• ボタン 2

メインスです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランでは

ショーとハンググラトプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  短く押すく押し込ます  )  高度選択(絶対高度　　、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラターとハンググラトポイント相対

高度　　、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラもう一つの相対高度一つの相対高度　　）

ロングプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  長く押すく押し込ます  )  選択した高度リセット(ゼロに必要な機能を持っています。ハードウェアはする)

”MENU””スです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランでは

ショーとハンググラトプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  短く押すく押し込ます  )  メニューとハンググラアはイテムに実装されています切り替え可能なり替え可能なえ可能な

ロングプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  長く押すく押し込ます  )  海面気圧センサ(QNH))入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力モーとハンググラドの有効/無効

("MENU”1")

• ボタン 3

メインスです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランでは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

ショーとハンググラトプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  短く押すく押し込ます  )  メインスです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググラン切り替え可能なり替え可能なえ可能な、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ最大高度表示のためとハンググラバリ

オの最 大値、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ最小バリオ表示値表示のため

ロングプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  長く押すく押し込ます  )  バリオサウンドの有効/無効

”MENU””スです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランでは

ショーとハンググラトプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  短く押すく押し込ます  )  選択したメニューとハンググラアはイテムに実装されていますの可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはアはイテムに実装されていますのリ

スです。それは、パラグライダーとハンググラトから値を設定する。値を持っています。ハードウェアは設定する。(”MENU”1”を持っています。ハードウェアは除くく)

ロングプレスです。それは、パラグライダーとハンググラ  (  長く押すく押し込ます  )  海面気圧センサ(QNH))初期値"760.00”mmH)g に必要な機能を持っています。ハードウェアはリセッ

ト(”MENU”1”のみ)

4x94x35mm



Operation with the device ~デバイスの操作の操作操作

　オンに必要な機能を持っています。ハードウェアはするに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの正面の左側にあります。 に必要な機能を持っています。ハードウェアはある赤いボタンを押す必要があります。電源がオンにないボタンを持っています。ハードウェアは押し込ます必要な機能を持っています。ハードウェアはが装備されています。また、ケースには滑落防止あります。電源が装備されています。また、ケースには滑落防止オンに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは

るとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ画面のバックライトが装備されています。また、ケースには滑落防止点灯し、画面の一番上の行に四角い記号が表示されます。ブートとセルし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ画面の一番上の連続動作、バックライトの行に必要な機能を持っています。ハードウェアは四角い記号が表示されます。ブートとセルが装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされます。ブーとハンググラトとハンググラセル

フテスです。それは、パラグライダーとハンググラトが装備されています。また、ケースには滑落防止あります。起動中の一定高度通過のためのロングビープ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラはウェルカムに実装されています画面（オス）プラグを備えた外部電源が "nx-Vario; baro-sensor-test"nx-Vario; baro-sensor-test"nx-Vario; baro-sensor-test"）とハンググラ海面

水圧センサの初期値画面（オス）プラグを備えた外部電源が "nx-Vario; baro-sensor-test"def.pres、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ760.00"nx-Vario; baro-sensor-test"）を持っています。ハードウェアは一貫して表示します。また、起動時に、開始高度に対すして表示のためします。また、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ起動時に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ開始高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは対す

る相対値とハンググラ追加の相対高度がゼロに設定されます。デバイスが正常にロードされると、インジケータの相対高度が装備されています。また、ケースには滑落防止ゼロに必要な機能を持っています。ハードウェアは設定されます。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止正常にロードされると、インジケータに必要な機能を持っています。ハードウェアはローとハンググラドされるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラインジケーとハンググラタ

LEDで 2回点滅し、短いし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ短く押すい 2回のビーとハンググラプ音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損していります。センサに必要な機能を持っています。ハードウェアは欠陥があるか、通信ラインが破損していが装備されています。また、ケースには滑落防止あるか、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ通信ラインが破損していラインが装備されています。また、ケースには滑落防止破損してい

る場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。センサエラーとハンググラ」とハンググラ表示のためされます。

　デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラを持っています。ハードウェアはローとハンググラドするとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラメイン画面が装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバリオメーとハンググラタの現在の値、選択された高度、気の値、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ選択された高度、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ気

温、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラおよび最小バリオ表示飛行時間は、バックライトをオンで（オス）プラグを備えた外部電源がフライトタイマーとハンググラは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がに必要な機能を持っています。ハードウェアは自動的に開始されます）がに必要な機能を持っています。ハードウェアは開始されます）が装備されています。また、ケースには滑落防止

表示のためされます。

Main screen～仕様メインスの操作クリーン

　この場合に電力を供給するために使用することもできます。 、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ次のように画面の値を読んでくださいのよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは画面の値を持っています。ハードウェアは読んでくださいんでください:機体はバリオ値はバリオ値+0.4 m / sで登り、バリオ信号はり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバリオ信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルは

アはクティブ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラブザーとハンググラはオン、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ飛行時間は、バックライトをオンでは 3分、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ選択された絶対高度は 180メーとハンググラトル、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ気温は+ 25.1度

です。
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Variometer value 

Variometer sound ON/OFF indicator 

Flight time value 

 

Value of the selected altitude 

Indicator of the selected altitude 

CLIMB/DESCENT indicator 

Indicator of the signal of the variometer 

Air temperature value 



Description of the main screen symbols 

～仕様メインスの操作クリーンシンボルの操作説明

　CLIMB / DESCENT インジケーとハンググラタ（オス）プラグを備えた外部電源が上の連続動作、バックライト矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジとハンググラ下矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジ）は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラメイン画面の左隅にあります。このインジに必要な機能を持っています。ハードウェアはあります。このインジ

ケーとハンググラタは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ機体はバリオ値のの現在の値、選択された高度、気の状態を反映します。垂直速度がを持っています。ハードウェアは反映します。垂直速度がします。垂直速度が装備されています。また、ケースには滑落防止 2 つの等高線矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジが装備されています。また、ケースには滑落防止上の連続動作、バックライト下に必要な機能を持っています。ハードウェアは重ねて表示されねて表示のためされ

ます。　　正の垂直速度の場合に電力を供給するために使用することもできます。 （オス）プラグを備えた外部電源が上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップ）、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ上の連続動作、バックライトの矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジは色で塗りつぶされ、　　垂直速度が負の場合で塗りつぶされ、　　垂直速度が負の場合りつぶされ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ　　垂直速度が装備されています。また、ケースには滑落防止負の場合の場合に電力を供給するために使用することもできます。 

（オス）プラグを備えた外部電源が下降スレッショルドセットアップ）は下の矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジが装備されています。また、ケースには滑落防止塗りつぶされ、　　垂直速度が負の場合りつぶされ　　ます。

　上の連続動作、バックライトの矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジの右に必要な機能を持っています。ハードウェアはあるのは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバロメーとハンググラタ値の数値インジケーとハンググラタです。

　次のように画面の値を読んでくださいは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラvario信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルのシンボルです。　　このシンボルは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラVario ビーとハンググラプ音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損していっているとハンググラきに必要な機能を持っています。ハードウェアはのみ表示のため

されます。音の消音とハンググラ光の表示をオフにしても、登るの表示のためを持っています。ハードウェアはオフに必要な機能を持っています。ハードウェアはしても、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ登り、バリオ信号はる/降スレッショルドセットアップりるとハンググラこのシンボルは画面に必要な機能を持っています。ハードウェアは表示のためされ続けます。上の連続動作、バックライト

述した矢印インジケータとの差異は、インジケータが、　　光および音の出力と同様に、閾値を調整した矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジインジケーとハンググラタとハンググラの差異は、インジケータが、　　光および音の出力と同様に、閾値を調整は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラインジケーとハンググラタが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ　　光の表示をオフにしても、登るおよび最小バリオ表示音の消音の出力とハンググラ同様に、閾値を調整に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ閾値を持っています。ハードウェアは調整

できることハンググラです。詳しくは、「メニューしくは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。メニューとハンググラ 2」とハンググラ「センサエラー」と表示されます。メニューとハンググラ 3」を持っています。ハードウェアは参照してください。してください。

　上の連続動作、バックライトの行の右隣には、バリオ音のに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバリオ音の消音の ON / OFF インジケーとハンググラターとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされます　　（オス）プラグを備えた外部電源が状態を反映します。垂直速度がを持っています。ハードウェアは変更するに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

長く押す押し込ましボタン 3）。

　一番上の連続動作、バックライトの行の最後に自動的に開始されます）がは飛行時間は、バックライトをオンでの指標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンになで、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンになで計測されます。　　　デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源が装備されています。また、ケースには滑落防止オンに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは

るとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ時間は、バックライトをオンでが装備されています。また、ケースには滑落防止カウントされます。タイマーとハンググラを持っています。ハードウェアはリセットするに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 1」を持っています。ハードウェアは長く押す押し込ましします。

　バロメーとハンググラタの下の矢印と下矢印）は、メイン画面の左隅にあります。このインジの 2 番目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度の行に必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ選択された高度（オス）プラグを備えた外部電源が　　、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ　　、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ　　）を持っています。ハードウェアは示のためします。高度

表示のための切り替え可能なり替え可能なえ可能なは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 2」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって行われます。選択された高度のゼロ調整は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

「センサエラー」と表示されます。ボタン 2」を持っています。ハードウェアは長く押す押し込ましすることハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって行われます。絶対高度は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ海面水圧センサの値を持っています。ハードウェアは直接入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力することハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは

よって設定することハンググラもできます（オス）プラグを備えた外部電源が「センサエラー」と表示されます。MENU” 1」を持っています。ハードウェアは参照してください。）。

　右側にあります。 に必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ選択した標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな高の値が装備されています。また、ケースには滑落防止メーとハンググラトル単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンになで表示のためされます。

　一番下の行の最後に自動的に開始されます）がは気温（オス）プラグを備えた外部電源が摂氏）の表示のためです。
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Max altitudes screen ～仕様最高高度画面

　「センサエラー」と表示されます。メイン画面」の「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ最大高度画面に必要な機能を持っています。ハードウェアは切り替え可能なり替え可能なわります。最大高度のゼロ調整

は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは長く押す押し込ましすることハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって行う一つの相対高度ことハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できます。

Max and min vario screen ～仕様最大最小バリオ画面バリオ画面画面

　MAX / MIN のバリオ値の画面に必要な機能を持っています。ハードウェアは切り替え可能なり替え可能なえ可能なるに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。最大高度画面」の「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込まします。

 MAX / MIN のバロメーとハンググラターとハンググラ値のゼロ調整は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは長く押す押し込ましすることハンググラで実行できます。
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Absolute altitude value 

Additional relative altitude 

Altitude relative to the start point 

Maximal vario value  

Minimal vario value 



Description of menu items ～仕様メニュー項目の説明の操作説明

　「センサエラー」と表示されます。MENU”」モーとハンググラドに必要な機能を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まるに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 1」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ましてください。メニューとハンググラ項目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度の切り替え可能なり替え可能なえ可能なは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

「センサエラー」と表示されます。ボタン 2」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって行われます。選択したメニューとハンググラ項目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度の値を持っています。ハードウェアは変更するに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタ

ン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込まします（オス）プラグを備えた外部電源が「センサエラー」と表示されます。MENU” 1」を持っています。ハードウェアは除くく、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ以下を持っています。ハードウェアは参照してください。）。 "MENU”"モーとハンググラドを持っています。ハードウェアは終了するには、 するに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ "ボ

タン 1"を持っています。ハードウェアはもう一つの相対高度一度押し込ましてください。

MENU1～仕様メニュー１

　このメニューとハンググラ項目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ絶対高度　　の計算に必要なに必要な機能を持っています。ハードウェアは必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは

海面圧センサ力（オス）プラグを備えた外部電源がQNH)）の値を持っています。ハードウェアは表示のためします。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源

を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ値は初期値（オス）プラグを備えた外部電源が760.00 mm H)g）に必要な機能を持っています。ハードウェアは設定さ

れます。

圧センサ力は手動で入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力することハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できます（オス）プラグを備えた外部電源が絶対高度を持っています。ハードウェアは設定するため）。これを持っています。ハードウェアは行う一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラビーとハンググラプ音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損してい

る前に「に必要な機能を持っています。ハードウェアは「センサエラー」と表示されます。Button 2」を持っています。ハードウェアは長く押す押し込ましします。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止手動圧センサ力入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力モーとハンググラドに必要な機能を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ圧センサ力値の最初の桁のの

上の連続動作、バックライトに必要な機能を持っています。ハードウェアはシンボルが装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされます。　　「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込まして圧センサ力値の最初の桁のを持っています。ハードウェアは設定し、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン

2」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ記号が表示されます。ブートとセル　　が装備されています。また、ケースには滑落防止次のように画面の値を読んでくださいの桁のに必要な機能を持っています。ハードウェアは切り替え可能なり替え可能なわります。同様に、閾値を調整に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ残りの数字をすべて入力します。入りの数字を持っています。ハードウェアはすべて入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力します。入れるには、ボタンがカチッと押し込ま

力が装備されています。また、ケースには滑落防止完了するには、 した後に自動的に開始されます）が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力した値を持っています。ハードウェアは保存するには、ビープ音が鳴るまで「ボタンするに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラビーとハンググラプ音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損しているまで「センサエラー」と表示されます。ボタン 2」を持っています。ハードウェアは押し込まし続けます。入れるには、ボタンがカチッと押し込ま力

が装備されています。また、ケースには滑落防止間は、バックライトをオンで違っている場合は、手順を繰り返します。圧力を初期値に設定するには、ビープ音が鳴るまでっている場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ手順を繰り返します。圧力を初期値に設定するには、ビープ音が鳴るまでを持っています。ハードウェアは繰り返します。圧力を初期値に設定するには、ビープ音が鳴るまでり返します。圧力を初期値に設定するには、ビープ音が鳴るまでします。圧センサ力を持っています。ハードウェアは初期値に必要な機能を持っています。ハードウェアは設定するに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラビーとハンググラプ音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損しているまで

「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは押し込まし続けます。

　圧センサ力値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ絶対高度を持っています。ハードウェアは海面で直接ゼロに必要な機能を持っています。ハードウェアはすることハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよっても決定することハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できます。ゼロ調整後に自動的に開始されます）が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

「センサエラー」と表示されます。MENU”」に必要な機能を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ正しい圧センサ力値が装備されています。また、ケースには滑落防止画面に必要な機能を持っています。ハードウェアは表示のためされます。

MENU2～仕様メニュー２

　上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップ時のバリオ信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセル応答のしきい値の設定。のしきい値の設定。"ボタン

3"を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはより、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは値

{0.3,0.4x94x35mm,0.5,0.6,0.7}のリスです。それは、パラグライダーとハンググラトから値を設定する。選択することハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できます。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がの初期値は

0.3m / s です。

MENU3～仕様メニュー３
　下降スレッショルドセットアップ中の一定高度通過のためのロングビープのバリオ信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセル応答のしきい値の設定。のしきい値の設定。 

「センサエラー」と表示されます。Button 3」を持っています。ハードウェアは短く押す時間は、バックライトをオンで押し込まして、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは値のリスです。それは、パラグライダーとハンググラト

{-0.9、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-1.1、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-1.3}から値を設定する。選択することハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できます。

装されています置の電源を入れた後の初期値はの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がの初期値は-1.1m / s です。
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MENU4～仕様メニュー４

　バリオメーとハンググラターとハンググラ LED の表示のためを持っています。ハードウェアは ON / OFF に必要な機能を持っています。ハードウェアはしてビーとハンググラ

プ音の消音とハンググラ同期して発光の表示をオフにしても、登るさせたり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラビーとハンググラプ音の消音とハンググラ置の電源を入れた後の初期値はき換えたえ可能なた

りできます。オン/オフ値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ます

ことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって選択されます。

次の場合使います。の操作場合使います。います。

　このオプションは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラエンジンの音の消音が装備されています。また、ケースには滑落防止バリオメーとハンググラターとハンググラのブザーとハンググラを持っています。ハードウェアはかき消すとハンググラきな機能を持っています。ハードウェアはどのモーとハンググラターとハンググラフライ

トに必要な機能を持っています。ハードウェアは便利です。バッテリーを節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、です。バッテリーとハンググラを持っています。ハードウェアは節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、するのに必要な機能を持っています。ハードウェアはも役立した可能な高さちます（オス）プラグを備えた外部電源が省エネルギーの度合いがが小さい場合は、エネルギーとハンググラの度合に電力を供給するために使用することもできます。 いが装備されています。また、ケースには滑落防止が装備されています。また、ケースには滑落防止小バリオ表示さい場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

ブザーとハンググラを持っています。ハードウェアはオフに必要な機能を持っています。ハードウェアはして、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラLED の光の表示をオフにしても、登る表示のためのみを持っています。ハードウェアは残りの数字をすべて入力します。入す必要な機能を持っています。ハードウェアはが装備されています。また、ケースには滑落防止あります）。

MENU5～仕様メニュー５

　ボタンを持っています。ハードウェアは押し込ましたとハンググラきの確な絶対高度をセットするため、海面気圧のマニュアル設定可能認音の消音を持っています。ハードウェアは ON / OFF します。

オン/オフ値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって

選択されます。

MENU6～仕様メニュー６

　 落下時の音の消音とハンググラ光の表示をオフにしても、登るのアはラーとハンググラムに実装されていますのアはクティブ化のしきいのしきい

値を持っています。ハードウェアは設定します。値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは

よって、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラリスです。それは、パラグライダーとハンググラト{OFF、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-2.5、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-3.0、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-4x94x35mm.0、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ-5.0}から値を設定する。選

択されます。装されています置の電源を入れた後の初期値はの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がの初期値は-3.0m / s です。

　このオプションは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラタイムに実装されていますリーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは落下を持っています。ハードウェアは検出してパイロットに必要な機能を持っています。ハードウェアは警告するのに役立ちます。飛行高度するのに必要な機能を持っています。ハードウェアは役立した可能な高さちます。飛行高度

が装備されています。また、ケースには滑落防止 100m を持っています。ハードウェアは超えると、画面に「え可能なるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ画面に必要な機能を持っています。ハードウェアは「センサエラー」と表示されます。ALARM！FALLING！」（オス）プラグを備えた外部電源が最初の行）とハンググラ開始時の相対的に開始されます）がな機能を持っています。ハードウェアは高さ

の警告するのに役立ちます。飛行高度が装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされます（オス）プラグを備えた外部電源が2 行目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度）。また、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ2 トーとハンググランの音の消音声信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルが装備されています。また、ケースには滑落防止出力されるとハンググラ同時に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ赤いボタンを押す必要があります。電源がオンにな色で塗りつぶされ、　　垂直速度が負の場合とハンググラ緑色で塗りつぶされ、　　垂直速度が負の場合の

Vario インジケーとハンググラタが装備されています。また、ケースには滑落防止点滅し、短いします。

　高さが装備されています。また、ケースには滑落防止 100 メーとハンググラトル未満の場合、一番のおすすめは、レスキューパラシュートを開くことです。の場合に電力を供給するために使用することもできます。 、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ一番のおすすめは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラレスです。それは、パラグライダーとハンググラキューとハンググラパラシューとハンググラトを持っています。ハードウェアは開くことハンググラです。2

行目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは「センサエラー」と表示されます。DEPLOY PARACH)U”TE」とハンググラ表示のためされます。残りの数字をすべて入力します。入りの高さは引き続き表示されます。アラームき続き表示のためされます。アはラーとハンググラムに実装されています

が装備されています。また、ケースには滑落防止より高音の消音に必要な機能を持っています。ハードウェアは切り替え可能なり替え可能なわり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラライトインジケーとハンググラターとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止交互に速く点滅します。落下速度が通常滑空速度に必要な機能を持っています。ハードウェアは速く点滅し、短いします。落下速度が装備されています。また、ケースには滑落防止通常にロードされると、インジケータ滑空速度

に必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラアはラーとハンググラムに実装されていますはオフに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ画面は前に「の状態を反映します。垂直速度がに必要な機能を持っています。ハードウェアは戻ります。ります。

警告！

　この機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ開始レベルデーとハンググラタの上の連続動作、バックライトの相対高度　　に必要な機能を持っています。ハードウェアは基づいて動作します。飛行前に相対高度をゼづいて動作します。飛行前に「に必要な機能を持っています。ハードウェアは相対高度を持っています。ハードウェアはゼ

ロに必要な機能を持っています。ハードウェアはする必要な機能を持っています。ハードウェアはが装備されています。また、ケースには滑落防止あります！
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MENU7～仕様メニュー７

　落下警報テストモードをテスです。それは、パラグライダーとハンググラトモーとハンググラドを持っています。ハードウェアは ON / OFF します。最初は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

このモーとハンググラドを持っています。ハードウェアは設定するためのメニューとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはオプションが装備されています。また、ケースには滑落防止

含まれていました。しかし、将来、それを残すことにまれていました。しかし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ将来、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラそれを持っています。ハードウェアは残りの数字をすべて入力します。入すことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは

決めたので、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラパイロットは単独で警報テストモードをが装備されています。また、ケースには滑落防止鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損していり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググランを持っています。ハードウェアはに必要な機能を持っています。ハードウェアは表示のためされることハンググラで、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ音の消音とハンググラ光の表示をオフにしても、登るの信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルでど

のよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは動作するかを持っています。ハードウェアは知ることができました。ることハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できました。

　これは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ警報テストモードをが装備されています。また、ケースには滑落防止飛行中の一定高度通過のためのロングビープに必要な機能を持っています。ハードウェアはオンに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはったとハンググラきに必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラパイロットは画面を持っています。ハードウェアは読んでくださいむことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって気を持っています。ハードウェアは散らすべら値を設定する。すべ

きではな機能を持っています。ハードウェアはく、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ危険な体制から翼を持ち上げて飛行を正常化するように努力すべきであるからです。な機能を持っています。ハードウェアは体はバリオ値制から翼を持ち上げて飛行を正常化するように努力すべきであるからです。から値を設定する。翼を持ち上げて飛行を正常化するように努力すべきであるからです。を持っています。ハードウェアは持っています。ハードウェアはち上の連続動作、バックライトげて飛行を持っています。ハードウェアは正常にロードされると、インジケータ化のしきいするよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは努力すべきであるから値を設定する。です。

　このオプションを持っています。ハードウェアは有効に必要な機能を持っています。ハードウェアはするとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ低下率がが装備されています。また、ケースには滑落防止-0.3 m / s より大きくな機能を持っています。ハードウェアはるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラアはラーとハンググラムに実装されていますが装備されています。また、ケースには滑落防止アはクティブに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアは

ります。その後に自動的に開始されます）がのすべての信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ実際の飛行アラーム中に与えられた信号と同じになります。唯一の飛行アはラーとハンググラムに実装されています中の一定高度通過のためのロングビープに必要な機能を持っています。ハードウェアは与えられた信号と同じになります。唯一え可能なら値を設定する。れた信ラインが破損してい号が表示されます。ブートとセルとハンググラ同じに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはります。唯一

の違っている場合は、手順を繰り返します。圧力を初期値に設定するには、ビープ音が鳴るまでいは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこの場合に電力を供給するために使用することもできます。 、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ高度の表示のためは海抜高度　　に必要な機能を持っています。ハードウェアは基づいて動作します。飛行前に相対高度をゼづいていることハンググラです。これは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラパイロットが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな置の電源を入れた後の初期値はを持っています。ハードウェアは変え可能なることハンググラな機能を持っています。ハードウェアはく、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな高を持っています。ハードウェアは設定するために必要な機能を持っています。ハードウェアは海抜（オス）プラグを備えた外部電源がQNH)）圧センサ力を持っています。ハードウェアは選択することハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ100 メーとハンググラ

トル以上の連続動作、バックライト 100 メーとハンググラトル未満の場合、一番のおすすめは、レスキューパラシュートを開くことです。の高さで警報テストモードをを持っています。ハードウェアはチェックすることハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止できるよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはります。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電

源の ON,OFF で、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこのオプションは無効に必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはります。

MENU8～仕様メニュー８

　しきい値高度（オス）プラグを備えた外部電源が下降スレッショルドセットアップ時）を持っています。ハードウェアは通過のためのロングビープする際の飛行アラーム中に与えられた信号と同じになります。唯一に必要な機能を持っています。ハードウェアは長く押すいビーとハンググラプ

音の消音を持っています。ハードウェアはオン/オフします。この値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押す時

間は、バックライトをオンで押し込ましてリスです。それは、パラグライダーとハンググラト

{OFF、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ20、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ30、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ50、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ100、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ150、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ200、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ250}から値を設定する。選択します。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がの初期値は

「センサエラー」と表示されます。OFF」です。スです。それは、パラグライダーとハンググラターとハンググラトレベル　　よりも相対的に開始されます）がな機能を持っています。ハードウェアは高さに必要な機能を持っています。ハードウェアは基づいて動作します。飛行前に相対高度をゼづいてビーとハンググラプ音の消音は鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損していります。

次の場合使います。の操作場合使います。います。

　この機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラアはクロが装備されています。また、ケースには滑落防止好きなパイロットにとって便利です。ほとんどの時間が翼やパートナー（シきな機能を持っています。ハードウェアはパイロットに必要な機能を持っています。ハードウェアはとハンググラって便利です。バッテリーを節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、です。ほとハンググラんどの時間は、バックライトをオンでが装備されています。また、ケースには滑落防止翼を持ち上げて飛行を正常化するように努力すべきであるからです。やパートナー（シパーとハンググラトナーとハンググラ（オス）プラグを備えた外部電源がシ

ンクロナイズドフライトの場合に電力を供給するために使用することもできます。 ）に必要な機能を持っています。ハードウェアは目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度を持っています。ハードウェアは向けると、常に見下ろす時間はなく、地面は急速に近づいてけるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ常にロードされると、インジケータに必要な機能を持っています。ハードウェアは見下ろす時間は、バックライトをオンではな機能を持っています。ハードウェアはく、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ地面は急速に必要な機能を持っています。ハードウェアは近づいてづいて

います。この機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ特定の所定の高さしきい値を持っています。ハードウェアは超えると、画面に「え可能なた場合に電力を供給するために使用することもできます。 、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ長く押すいビーとハンググラプ音の消音でパイロットに必要な機能を持っています。ハードウェアは警告するのに役立ちます。飛行高度す

ることハンググラを持っています。ハードウェアは目の行には、選択された高度（　　、　　、　　）を示します。高度的に開始されます）がとハンググラしています。

MENU9～仕様メニュー９

　スです。それは、パラグライダーとハンググラレッショルド高度（オス）プラグを備えた外部電源が上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップ中の一定高度通過のためのロングビープ）を持っています。ハードウェアは通過のためのロングビープする際の飛行アラーム中に与えられた信号と同じになります。唯一に必要な機能を持っています。ハードウェアは長く押すい

ビーとハンググラプ音の消音を持っています。ハードウェアは ON / OFF します。この値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」

を持っています。ハードウェアは短く押す時間は、バックライトをオンで押し込まして、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラリスです。それは、パラグライダーとハンググラト

{OFF、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ50、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ100、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ150、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ200、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ250、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ300、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ4x94x35mm00、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ500}から値を設定する。選択します。

デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラのスです。それは、パラグライダーとハンググライッチを持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた後に自動的に開始されます）がの初期値は「センサエラー」と表示されます。オフ」です。ビーとハンググラプ音の消音は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラターとハンググラトレベル　　から値を設定する。の相

対的に開始されます）がな機能を持っています。ハードウェアは高さに必要な機能を持っています。ハードウェアは基づいて動作します。飛行前に相対高度をゼづいて与えられた信号と同じになります。唯一え可能なら値を設定する。れます。
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次の場合使います。の操作場合使います。います。

　この機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラウインチで飛行して競技に参加するパイロットにとって有益です。競技の間、ウインに必要な機能を持っています。ハードウェアは参加の相対高度がゼロに設定されます。デバイスが正常にロードされると、インジケータするパイロットに必要な機能を持っています。ハードウェアはとハンググラって有益です。競技の間、ウインです。競技に参加するパイロットにとって有益です。競技の間、ウインの間は、バックライトをオンで、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラウイン

チは続けざまに必要な機能を持っています。ハードウェアは動くことハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止多く、各人のタイトな時間を最小限にすることが望まれます。この機能をく、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ各人のタイトな時間を最小限にすることが望まれます。この機能をのタイトな機能を持っています。ハードウェアは時間は、バックライトをオンでを持っています。ハードウェアは最小バリオ表示限にすることが望まれます。この機能をに必要な機能を持っています。ハードウェアはすることハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止望ましくありません。まれます。この機能を持っています。ハードウェアはを持っています。ハードウェアは

使用することもできます。 するとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ競技に参加するパイロットにとって有益です。競技の間、ウインのルーとハンググラルで事前に「に必要な機能を持っています。ハードウェアは決定された、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ一定高さの通過のためのロングビープ後に自動的に開始されます）がに必要な機能を持っています。ハードウェアは長く押すいビーとハンググラプ音の消音を持っています。ハードウェアは鳴ります。センサに欠陥があるか、通信ラインが破損していら値を設定する。すことハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止で

き、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ余分に必要な機能を持っています。ハードウェアは上の連続動作、バックライト昇スレッショルドセットアップすることハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは時間は、バックライトをオンでを持っています。ハードウェアは費やパートナー（シすことハンググラはありません。

MENU10～仕様メニュー１０

　バリオメーとハンググラターとハンググラモーとハンググラドスです。それは、パラグライダーとハンググライッチ。デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはは 2 つ

のバリオモーとハンググラドが装備されています。また、ケースには滑落防止あります：«標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな準»

とハンググラ«サーとハンググラマル»。

装されています置の電源を入れた後の初期値はの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ初期値は「センサエラー」と表示されます。標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな準」に必要な機能を持っています。ハードウェアは設定されます。 「センサエラー」と表示されます。サーとハンググラマル」ポジションが装備されています。また、ケースには滑落防止選択されるとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

バリオメーとハンググラターとハンググラはより敏感な動作モードに切り替わりますが、誤検知の可能性が増加する可能性があな機能を持っています。ハードウェアは動作モーとハンググラドに必要な機能を持っています。ハードウェアは切り替え可能なり替え可能なわりますが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ誤検知ることができました。の可能を持っています。ハードウェアは性があが装備されています。また、ケースには滑落防止増加の相対高度がゼロに設定されます。デバイスが正常にロードされると、インジケータする可能を持っています。ハードウェアは性があが装備されています。また、ケースには滑落防止あ

ります。注意による取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があが装備されています。また、ケースには滑落防止必要な機能を持っています。ハードウェアはです。

次の場合使います。の操作場合使います。います。

　「センサエラー」と表示されます。標で、分単位で計測されます。　　　デバイスの電源がオンにな準」モーとハンググラドは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラダイナミックフローとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラモーとハンググラターとハンググラフライトな機能を持っています。ハードウェアはどのフリーとハンググラフライトを持っています。ハードウェアは含まれていました。しかし、将来、それを残すことにむほとハンググラんど

の飛行状況に適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションでに必要な機能を持っています。ハードウェアは適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションでしています。ただし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバリオメーとハンググラタの迅速な機能を持っています。ハードウェアは応答のしきい値の設定。が装備されています。また、ケースには滑落防止必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはサーとハンググラマルコンディションで

は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラサーとハンググラマルモーとハンググラドを持っています。ハードウェアはお勧めします。めします。

警告！

　「センサエラー」と表示されます。サーとハンググラマル」モーとハンググラドはテスです。それは、パラグライダーとハンググラト段階にあり、この説明書の書き込み時には実際のサーマルフローではに必要な機能を持っています。ハードウェアはあり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこの説明書の書き込み時には実際のサーマルフローではの書の書き込み時には実際のサーマルフローではき込まみ時に必要な機能を持っています。ハードウェアはは実際の飛行アラーム中に与えられた信号と同じになります。唯一のサーとハンググラマルフローとハンググラでは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

チェックしていません。

MENU11～仕様メニュー１１

　LCD のバックライトを持っています。ハードウェアはオン/オフします。オン/オフ

値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ「センサエラー」と表示されます。ボタン 3」を持っています。ハードウェアは短く押すく押し込ますことハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって選択されま

す。初期値は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの電源を持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれた時に必要な機能を持っています。ハードウェアは「センサエラー」と表示されます。ON」に必要な機能を持っています。ハードウェアは

設定されます。

次の場合使います。の操作場合使います。います。

　昼間は、バックライトをオンでに必要な機能を持っています。ハードウェアは飛行するとハンググラきは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラエネルギーとハンググラを持っています。ハードウェアは節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、するために必要な機能を持っています。ハードウェアは画面のバックライトを持っています。ハードウェアはオフに必要な機能を持っています。ハードウェアはすることハンググラを持っています。ハードウェアはお勧めします。

めします。実際の飛行アラーム中に与えられた信号と同じになります。唯一に必要な機能を持っています。ハードウェアはテスです。それは、パラグライダーとハンググラトを持っています。ハードウェアは行い、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ昼間は、バックライトをオンでに必要な機能を持っています。ハードウェアはバックライト OFF の画面から値を設定する。の値を持っています。ハードウェアは読んでくださいみ取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があることハンググラは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバック

ライト ON よりも悪くはありません。くはありません。
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Additional information ～仕様追加情報

　ファーとハンググラムに実装されていますウェアはの開発時間は、バックライトをオンでを持っています。ハードウェアは短く押す縮するため、バロメーターの平均化アルゴリズムは、次のするため、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラバロメーとハンググラターとハンググラの平均化のしきいアはルゴリズムに実装されていますは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ次のように画面の値を読んでくださいの 2 つの素

晴らしいプロジェクトから借用されました。ら値を設定する。しいプロジェクトから値を設定する。借用することもできます。 されました。

http://www.instructables.com/id/GoFly-paraglidinghanglidinggliding-altimeter-v/?ALLSTEPS 

http://redhats.ru/variometer-arduino-2015/ 

　　作者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの皆様に、閾値を調整に必要な機能を持っています。ハードウェアは感な動作モードに切り替わりますが、誤検知の可能性が増加する可能性があ謝します！します！
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From the author～仕様作者からから

　私はずっと昔、はずっとハンググラ昔、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ2008年初めに必要な機能を持っています。ハードウェアはパラグライダーとハンググラを持っています。ハードウェアは始めました。そしてすぐに必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、はバリオメーとハンググラターとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止

必要な機能を持っています。ハードウェアはであることハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止わかりました。しかし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ当時は価格が大幅に痛烈なため、実現不可能でした（しかが装備されています。また、ケースには滑落防止大幅に必要な機能を持っています。ハードウェアは痛烈なため、実現不可能でした（しかな機能を持っています。ハードウェアはため、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ実現不可能を持っています。ハードウェアはでした（オス）プラグを備えた外部電源がしか

し、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラその瞬間は、バックライトをオンでから値を設定する。価格が大幅に痛烈なため、実現不可能でした（しかの状況に適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションではまったく変わっていません）。何年か経った後に自動的に開始されます）が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、は大学を卒業し、を持っています。ハードウェアは卒業し、し、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

仕事を持っています。ハードウェアはいくつか変え可能なて再びこのデバイスについて明るくなりましたが、今回は素のび最小バリオ表示このデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはついて明るくな機能を持っています。ハードウェアはりましたが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ今回は素の ATmega コント

ローとハンググララーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは基づいて動作します。飛行前に相対高度をゼづいて自分自身で作ろうと思いました。すでに他の方によって組み立てるプロジェクトで作ろう一つの相対高度とハンググラ思いました。すでに他の方によって組み立てるプロジェクトいました。すでに必要な機能を持っています。ハードウェアは他の方によって組み立てるプロジェクトの方によって組み立てるプロジェクトに必要な機能を持っています。ハードウェアはよって組み立てるプロジェクトみ立した可能な高さてるプロジェクト

が装備されています。また、ケースには滑落防止ありましたが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、は自分でデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラを持っています。ハードウェアは作りたかったのです。しかし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、はマイクロコントローとハンググララの

プログラミングに必要な機能を持っています。ハードウェアは十分な機能を持っています。ハードウェアは知ることができました。識とスキルを持っていなかったので、思い通りにならない挑戦でした。そとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラキルを持っています。ハードウェアは持っています。ハードウェアはっていな機能を持っています。ハードウェアはかったので、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ思いました。すでに他の方によって組み立てるプロジェクトい通りに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはら値を設定する。な機能を持っています。ハードウェアはい挑戦でした。そでした。そ

して、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ数年後に自動的に開始されます）が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、はまずArduino プラットフォーとハンググラムに実装されていますに必要な機能を持っています。ハードウェアは触れ、これが私のチャンスであることに気付きれ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこれが装備されています。また、ケースには滑落防止私はずっと昔、のチャンスです。それは、パラグライダーとハンググラであることハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは気付きき

ました。 2017年 1月に開発を開始し、同じ年のに必要な機能を持っています。ハードウェアは開発を持っています。ハードウェアは開始し、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ同じ年の 3月に開発を開始し、同じ年の中の一定高度通過のためのロングビープ旬に、このデバイスのベータ版が準備され、に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラのベーとハンググラタ版が装備されています。また、ケースには滑落防止準備されています。また、ケースには滑落防止され、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

すでに必要な機能を持っています。ハードウェアは空中の一定高度通過のためのロングビープで数回テスです。それは、パラグライダーとハンググラトされました。私はずっと昔、はこの装されています置の電源を入れた後の初期値はに必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ異は、インジケータが、　　光および音の出力と同様に、閾値を調整な機能を持っています。ハードウェアはる飛行モーとハンググラドやパートナー（シ状況に適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションでで必要な機能を持っています。ハードウェアはとハンググラされる可能を持っています。ハードウェアは

性があのある最大限にすることが望まれます。この機能をの機能を持っています。ハードウェアはを持っています。ハードウェアは入れるには、ボタンがカチッと押し込まれよう一つの相対高度とハンググラしました。

　もしあな機能を持っています。ハードウェアはた、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ親愛なる空の仲間が、このデバイスを作りたい場合は、ここに必要なパーツのリストな機能を持っています。ハードウェアはる空の仲間は、バックライトをオンでが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラを持っています。ハードウェアは作りたい場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラここに必要な機能を持っています。ハードウェアは必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはパーとハンググラツのリストのリスです。それは、パラグライダーとハンググラト

が装備されています。また、ケースには滑落防止あります：

1. Arduino Nano（オス）プラグを備えた外部電源が328 チップが装備されています。また、ケースには滑落防止必要な機能を持っています。ハードウェアは。168 は適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションで切り替え可能なではな機能を持っています。ハードウェアはい。 - 十分な機能を持っています。ハードウェアはメモリではな機能を持っています。ハードウェアはい）。

2. LCD 画面 16x2（オス）プラグを備えた外部電源が接続ダイアはグラムに実装されていますまたはファーとハンググラムに実装されていますウェアはコーとハンググラドは変更されません。LCD スです。それは、パラグライダーとハンググラクリーとハンググラ

ンに必要な機能を持っています。ハードウェアははハンダ付きけされた I2C アはダプタが装備されています。また、ケースには滑落防止必要な機能を持っています。ハードウェアはです）

3. BMP180 センサーとハンググラ（オス）プラグを備えた外部電源が鋭くてノイズの多い圧力サージにしっかりと耐えるよう柔らかい素材で包み込くてノイズの多く、各人のタイトな時間を最小限にすることが望まれます。この機能をい圧センサ力サーとハンググラジに必要な機能を持っています。ハードウェアはしっかりとハンググラ耐えるよう柔らかい素材で包み込え可能なるよう一つの相対高度柔らかい素材で包み込ら値を設定する。かい素材で包み込で包み込み込ま

む。）

4x94x35mm.圧センサ電ブザーとハンググラ（オス）プラグを備えた外部電源が私はずっと昔、は古いい PC から値を設定する。抜き取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があった。それはかな機能を持っています。ハードウェアはりう一つの相対高度るさいです）

5.赤いボタンを押す必要があります。電源がオンになとハンググラ緑の超えると、画面に「明るい LED

6. LED のための 220 オーとハンググラムに実装されていますの 2個の抵抗の抵抗

7.ラッチのな機能を持っています。ハードウェアはい（オス）プラグを備えた外部電源が押し込ましている間は、バックライトをオンでだけON に必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはる、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラタクトスです。それは、パラグライダーとハンググライッチ）3 つのボタンスです。それは、パラグライダーとハンググライッチ

8. 3 つのボタンスです。それは、パラグライダーとハンググライッチのための 10K オーとハンググラムに実装されていますの抵抗器（オス）プラグを備えた外部電源がプルアはップ用することもできます。 ）

9.オルタネーとハンググラト機能を持っています。ハードウェアはを持っています。ハードウェアは持っています。ハードウェアはつ 1個の抵抗のスです。それは、パラグライダーとハンググライッチ（オス）プラグを備えた外部電源がON状態を反映します。垂直速度が、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラOFF状態を反映します。垂直速度がを持っています。ハードウェアは保持っています。ハードウェアはできるもの）（オス）プラグを備えた外部電源がまたは任意による取り扱いの場合にポートコネクタが損傷する可能性があの

スです。それは、パラグライダーとハンググライッチ）

10.パーとハンググラツのリストを持っています。ハードウェアは一緒に接続するための約に必要な機能を持っています。ハードウェアは接続するための約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、 1 メーとハンググラトルの細い電線い電線

11.ケーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラ（オス）プラグを備えた外部電源がここであな機能を持っています。ハードウェアはたの夢をフルに広げるために、私は金物屋からの電気用ボックスを使った。そを持っています。ハードウェアはフルに必要な機能を持っています。ハードウェアは広げるために、私は金物屋からの電気用ボックスを使った。そげるために必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、は金物屋からの電気用ボックスを使った。そから値を設定する。の電気用することもできます。 ボックスです。それは、パラグライダーとハンググラを持っています。ハードウェアは使った。そ

れは完璧なサイズだった。）な機能を持っています。ハードウェアはサイズだった。）

12. 9V 角電池とハンググラそれのためのコネクタ（オス）プラグを備えた外部電源が古いい 9V 電池から値を設定する。コネクタを持っています。ハードウェアは作ることハンググラもできる）
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　　パーとハンググラツのリストはこのよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは組み立てるプロジェクトみ立した可能な高さてます。

14x94x35mm



　回路を組み立ててコントローラにファームウェアをロードしたら、デバイスがオンになり、ウェルを持っています。ハードウェアは組み立てるプロジェクトみ立した可能な高さててコントローとハンググララに必要な機能を持っています。ハードウェアはファーとハンググラムに実装されていますウェアはを持っています。ハードウェアはローとハンググラドしたら値を設定する。、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止オンに必要な機能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラウェル

カムに実装されています画面が装備されています。また、ケースには滑落防止表示のためされます。何か問題が生じた場合は、接続図を確認してください！が装備されています。また、ケースには滑落防止生じた場合は、接続図を確認してください！じた場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ接続図を確認してください！を持っています。ハードウェアは確な絶対高度をセットするため、海面気圧のマニュアル設定可能認してください！

　P.S.デバイスです。それは、パラグライダーとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止バグを持っています。ハードウェアは発見したり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ修正する場合に電力を供給するために使用することもできます。 は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ電子メール（メーとハンググラル（オス）プラグを備えた外部電源がxonix2004x94x35mm@list.ru）でお知ることができました。ら値を設定する。せ

ください。また、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラVKやパートナー（シ Facebook な機能を持っています。ハードウェアはどの便利です。バッテリーを節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、な機能を持っています。ハードウェアは方によって組み立てるプロジェクト法で私を見つけることもできます。あなたがバリオで私はずっと昔、を持っています。ハードウェアは見つけることハンググラもできます。あな機能を持っています。ハードウェアはたが装備されています。また、ケースには滑落防止バリオ

メーとハンググラターとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは組み立てるプロジェクトみ込まむべきであるが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ利です。バッテリーを節約するのにも役立ちます（省エネルギーの度合いがが小さい場合は、用することもできます。 可能を持っています。ハードウェアはな機能を持っています。ハードウェアはもののリスです。それは、パラグライダーとハンググラトでそれを持っています。ハードウェアは見つけら値を設定する。れな機能を持っています。ハードウェアはかったいくつかの

トリッキーとハンググラな機能を持っています。ハードウェアは機能を持っています。ハードウェアはを持っています。ハードウェアは知ることができました。っているな機能を持っています。ハードウェアはら値を設定する。、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラまた書の書き込み時には実際のサーマルフローではいてください。可能を持っています。ハードウェアはであれば、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ新に必要です。また、メしいバーとハンググラジョンの

ファーとハンググラムに実装されていますウェアはを持っています。ハードウェアは実装されていますしてアはップローとハンググラドします。

　P.P.S.私はずっと昔、は自分自身で作ろうと思いました。すでに他の方によって組み立てるプロジェクトで追加の相対高度がゼロに設定されます。デバイスが正常にロードされると、インジケータしますが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラの動作に必要な機能を持っています。ハードウェアははいくつかの欠点が装備されています。また、ケースには滑落防止あります（オス）プラグを備えた外部電源が特に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ温度計

は 3〜5 度高くな機能を持っています。ハードウェアはりますが装備されています。また、ケースには滑落防止、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラそれは理解できます。センサーはケースに深く隠されています）。私はこできます。センサーとハンググラはケーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアは深く隠されています）。私はこく隠されています）。私はこされています）。私はずっと昔、はこ

の瞬間は、バックライトをオンでもデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラが装備されています。また、ケースには滑落防止動いているのを持っています。ハードウェアはう一つの相対高度れしく思いました。すでに他の方によって組み立てるプロジェクトっています。次のように画面の値を読んでくださいのリスです。それは、パラグライダーとハンググラトに必要な機能を持っています。ハードウェアはは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラOLED ディスです。それは、パラグライダーとハンググラプレイ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

BMP280 センサーとハンググラ、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラおよび最小バリオ表示電流消費量を低減したを持っています。ハードウェアは低減したした Arduino Pro Mini を持っています。ハードウェアはベーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラに必要な機能を持っています。ハードウェアはした、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラよりコンパク

トな機能を持っています。ハードウェアはケーとハンググラスです。それは、パラグライダーとハンググラのバリオが装備されています。また、ケースには滑落防止あります。私はずっと昔、はこのアはイデアはを持っています。ハードウェアは保留しないことを願っています。しな機能を持っています。ハードウェアはいことハンググラを持っています。ハードウェアは願っています。っています。

　Px3.S.私はずっと昔、は正直に必要な機能を持っています。ハードウェアは認めな機能を持っています。ハードウェアはければな機能を持っています。ハードウェアはりません。これは Arduino に必要な機能を持っています。ハードウェアは関する私の最初の真剣なプロジェクする私はずっと昔、の最初の真剣なプロジェクな機能を持っています。ハードウェアはプロジェク

トです。これは大学を卒業し、卒業し、 7年後に自動的に開始されます）がの私はずっと昔、の最初のコーとハンググラデックです。したが装備されています。また、ケースには滑落防止って、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラコーとハンググラド自体はバリオ値は不気味で、で、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ

複雑で、最適化が不十分であり、すべてが他の人の支えの上に立っています！しかし、それは動作しで、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ最適しています。ただし、バリオメータの迅速な応答が必要なサーマルコンディションで化のしきいが装備されています。また、ケースには滑落防止不十分であり、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラすべてが装備されています。また、ケースには滑落防止他の方によって組み立てるプロジェクトの人のタイトな時間を最小限にすることが望まれます。この機能をの支えの上に立っています！しかし、それは動作しえ可能なの上の連続動作、バックライトに必要な機能を持っています。ハードウェアは立した可能な高さっています！しかし、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラそれは動作し

ます！そして、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ知ることができました。ら値を設定する。れているよう一つの相対高度に必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ私はずっと昔、のやパートナー（シり方によって組み立てるプロジェクトに必要な機能を持っています。ハードウェアはは触れ、これが私のチャンスであることに気付きれな機能を持っています。ハードウェアはいでください！そして、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ一般的に開始されます）がに必要な機能を持っています。ハードウェアは、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラこれ

はバグではありません、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラそれは機能を持っています。ハードウェアはです！ (笑)

　Px4x94x35mm.S そして私はずっと昔、は、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ外国人のタイトな時間を最小限にすることが望まれます。この機能をの読んでください者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ全員に私のひどい英語を激しく謝罪します。私は時にはに必要な機能を持っています。ハードウェアは私はずっと昔、のひどい英語を持っています。ハードウェアは激しく謝罪します。私は時にはしく謝します！罪します。私は時にはします。私はずっと昔、は時に必要な機能を持っています。ハードウェアはは Google 

Translate を持っています。ハードウェアは使用することもできます。 しました - 私はずっと昔、に必要な機能を持っています。ハードウェアははな機能を持っています。ハードウェアはんの赦しもありません！しもありません！

Yours, nuclear_XONIX (Iliushenko Andrei, Ильюшенко Андрей) ) 

 

 

Live long and fly safe!～長く生き、安全に飛ぼう！長く押すく生じた場合は、接続図を確認してください！き、初心者のためのデバイスです。それは、パラグライダーとハンググラ安全に必要な機能を持っています。ハードウェアは飛ぼう一つの相対高度！
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