
このたびは、JR/DFA製品お買い上げいただき
誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくためにも
取扱説明書を必ずお読みください。

　

OPERATION MANUAL

電圧センサー

品　　番 ：JR/DFA VOLTAGE SENSOR
検出範囲：DC 0.0～100.0V
動作電圧：4.0V ～  8.5V
重　　量：4ｇ

全　　長：440ｍｍ(リード線長：300ｍｍ）

仕　様

設　置　方　法

 8CH受信機の例　→　BIND/BATT/SENS 端子 に接続してください。

１．センサ線を、測定したい部分に接続します。
→　振動でずれたり外れたりしないようにしっかりと固定してください。
→　振動で接続部がショートしたりしない様必ず絶縁してください。

２．センサ本体を機体にしっかりこていしてください。
→　センサ線および本体のハーネスが引っかからないようにしっかりと固定してください。

３．センサ本体を固定後コネクタを受信機のSENS端子(DATA端子)に接続します。
→　複数のセンサを接続する場合は、Yハーネス又は、テレメトリーセンサ用アダプタを使用し
て接続してください。

バインドプラグ
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動力用バッテリ
電圧測定例

動作確認および注意
１．右図を参照にして電圧センサを接続します。

２．バッテリを接続し送受信機とも電源をONにします。

３．電源投入時はバッテリー等の電圧を検出して
初めて起動します。

４．LEDが点灯すれば正常に検出できています。
送信機の表示を確認してください。
点灯が確認できない場合は再度センサ線やハー
ネスの接続を確認して下さい。

※電源起動時に発生するノイズの為、送信機に
表示される電圧値がおかしくなる場合がありま
す。その場合は、送信機を操作しMAX値をクリ
アしてください。

送信機での表示について
・TELEMETRYの[F-PACK V]に対応しています。
※本センサは[F-PACK C]には対応しておりません。
　電圧測定専用となります。
※アラーム設定方法は送信機の取扱説明書をご参
　照下さい。

ESC：エレクトリックスピードコントローラの略

センサ線を電圧の測定をしたい配線に接続します。動力用バッテリの場合配線図を参考
にバッテリ側の配線を分岐させて接続します。下図の様にすればバッテリ側の加工無し
にバッテリの素電圧が測定できます。

配線加工方法

※はんだゴテでのケガや火傷に十分注意してください

注意
※振動で接続部が外れたり、ショートしたりしない様

熱収縮チューブ等で必ず絶縁・防振対策をしてくださいレギュレーター
・
ESC 等

・センサ線は必要な長さにカットしご使用下さい
・センサ線はどちらに接続しても構いませんVol. Sensor
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製品内容
● センサ本体　● 取扱説明書（本書)

    特　徴
・二本のリード線間の電圧差を読み取る方式で
極性はありません。

・

・

動力用バッテリー全体の電圧だけでなく、特定
のセル間電圧測定も可能。

※接続ははんだ付け加工が必要となります。

動作確認用のLEDを搭載し動作確認が容易。
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To measure main power pack voltage, solder the sensor lead to the objective lines as shown 
in the figure below. Using this method, your battery pack does not need to be modified.

Wiring

Regulator,  ESC, etc...

Vol. Sensor
*The sensor leads can be shortened  as necessary.
*Polarity of the sensor wires is not important.

Note: Be sure to insulate the sensor leads 
with heat shrink tube or insulation tape 
to avoid short circuits,  or the solder joints 
breaking with vibration.

JR/DFA

OPERATION MANUAL

    

Product Contents
● Sensor Main Unit
● Operation Manual (this document)

Features

The LED indicates voltage measurement is taking place.

・

・

・

The sensor can be used to measure total voltage, 
or the voltage of a single cell.
Because the unit measures voltage difference, there 
is no polarity requirement for the sensor lead.

* The sensor wire must be soldered to 
   the battery leads or terminals.

Product Name: JR/DFA VOLTAGE SENSOR
Detection Range: DC 0.0-100.0V
Operating Voltage: 4.0-8.5V

Specifications

Length: 440mm (sensor wire length: 300mm)
Weight:  4g

3.

4. If the LED glows, the voltage is being sensed correctly.
Please check the transmitter indications.
If the LED does not glow, check the wire connections 
including the sensor communications harness.

The sensor will activate automatically.
Note: Occasionally noise generated by the motor 
may cause a high maximum voltage to be recor-
ded - simply reset (clear) the maximum value on
the transmitter to obtain correct values.

Operation Confirmation and Cautions
Refer to the drawing on the right to connect the unit.

2. 

1. 

After the Sensor is connected to the receiver (if nece-
ssary, using a TLS1-ADP or a Y-harness), turn on the 
power to the receiver.  

・Telemetry type: Flight pack voltage [F-PACK V]
*This sensor dose not record capacity, it only 
  reads voltage.
*To set a voltage alarm in the transmitter, please
  refer to the transmitter instruction manual. 

Transmitter Operation

Installation Method
1. Attach the sensor wires to the electric power source wires - polarity does not matter.
Note:Be sure to attach the wires securely, by carefully soldering the connections. Be sure to use heat shrink tube or 

insulation tape to avoid short circuits.
2. Be certain to securely mount the sensor to the aircraft.
Note: Be sure that none of the wires or connectors contact the moving components. 

3. After fixation of the Sensor to the aircraft, connect the sensor communications 
    harness to the receiver’s  “SENS” or “DATA” port.
Note:Use either a Y-harness or TLS1-ADP to connect the sensor communications harness to the rece-
iver. If there is an empty slot available on the receiver, connect the battery connection to the empty slot, 
and connect the sensor communications harness to the “SENS” or “DATA” slot.

Connection Example →  Connect to the BIND/BATT/SENS terminal 

Close up of the connector

Be sure to check 
the polarity before 
installation.

Solder the sensor lead to the battery 
connector’s positive pole and negative pole.

Sensor connection 
example to the main 
power battery pack.

Note: Polarity of the sensor wires is not important.

Notes:
1. When you are using a 2s LiPo and regulator to 
supply your receiver, you may use the Sensor to 
measure true receiver battery voltage (indicated 
as F-PACK-V on the transmitter). The Sensor can 
be wired into the switch harness before the reg-
ulator.
2. An alternative method of connecting the Se-
nsor to your battery is to plug it into your LiPo 
balance connector (measuring either single cell 
or whole pack voltage).

■ For further questions or inquiries please contact your local dealer or distributor in your country.


