
● Be sure to connect batteries or products in proper polarity.

DMSS 2.4GHz

● XB1-CPG / Main Unit　

・XBus requires individual “ID” for each Servos or XBus converter output.

・XB1-CPG provides the most simple way to carry it out by wire.

XBus SERIES

XB1-CPG
XBus Channel programmer

※This XB1-CPG  can use for XBus products. 

● Operation Manual (this document)　●Mini driver

Product Number: 　XB1-CPG
Dimensions:              28.5×38×16
Weight:                       13g
Operating Voltage:  4.0V ～  8.5V

XB1-CPG Main unit
“SET” button

※This product is used to set the channels for XBus dedicated servos or products. 
This product doesn't have an integrated regulator. Please check the rated voltage of 
the target products and use a suitable battery to power this device. 
Only one XBus product can be connected at one time. (It cannot set multiple items 
even by using an XBus Hub.) 
Non-XBus conventional servos cannot be set by this product. You must use an XBus 
converter harness (XB1-CV1 or XB1-CV4) and connecting one servo at a time.

RX Battery
 (sold separately)

Setting for XBus Products
１.Connect a XBus product as the left illustration shows.
２.Plug a battery to the battery port. -the LED will light up. 
     Set both dials on " 0 / 0 " and press the "SET" button. 
３.

４.

To set the channel, select the dial on the channel number you want and press "SET". 
The left dial is for x 10’s digit, and the right one is for x 1’s digit. 
- the LED on the programmer will start flashing.

To set the channel, select the dial on the channel number you want and 
press "SET".  The left dial is for x 10’s digit, and the right one is for x 1’s digit. 

５.

To set the sub-ID, select the sub-ID number from 1 to 4 on the right hand (x 1) dial and press "SET". 
The LED returns to a solid light after the sub-ID has been set.and the right one is for x 1’s digit. 
- the LED on the programmer will start flashing.

To set the sub-ID, select the sub-ID number from 1 to 4 
on the right hand (x 1) dial and press "SET". 

The sub-ID MUST be set even in an application where you will not use it. 
Select "1" in this case.

１. Connect a XBus product as the left illustration shows.
２. Plug a battery to the battery port. -the LED will light up
３. Set both dials on " 0 / 0 " and press the "SET" button. 
The LED on the converter harness starts to continuously blink/flash one flash at a time. 
It shows that the #1 harness is ready to be set.

Set both dials on " 0 / 0 " and press the "SET" button. 

４.To set the channel, select the dial on the channel number you want and press "SET". 
The left dial is for x 10’s digit, and the right one is for x 1’s digit. 
- The LED on the programmer will start flashing.

５.

6.

To set the sub-ID, select the sub-ID number from 1 to 4 on the right hand (x 1) dial and press "SET". 
The LED returns to a solid light after the sub-ID has been set.
The sub-ID MUST be set even in an application where you will not use it. Select "1" in this case.  
- The LED on the programmer returns to a solid light. 
7. The LED of the Converter will now start to continuously blink/flash twice. 
It shows that the #2 harness is ready to be set.
8. Repeat the procedure from 4 .& 5. to set the rest of harness outputs.
- The manner/number of blinks/flashes of the Converter Harness LED shows the  
   number of the harness output that will be set.

If you think you have made a mistake, or need to change the settings please follow this 
procedure.
Set the dials on " 9 / 9 " and press the "SET" button. All the settings will be cancelled and the 
factory setting will be restored. This will restore all the outputs of the Converter Harness to the 
factory setting in one operation.　You do not need to do it separately for each output.

[About the XBus Logo]

 

    Features

To allow safe use, be certain to observe the following points.

■If you have further questions, please contact your local 
dealer or JR distributor in your country.

Thank you for purchasing this JR product.
To allow correct and safe use of this product, please read this 
operation manual.

This logo is only 
included on products 
that support the JR 
XBus System.

DANGER!

WARNING!

CAUTION!

● Do not use this product in the rain as water may cause electronic  
     devices to malfunction.
● Never disassemble or modify this product.

● Do not use this product in combination with other manufacturers 
products such as servos,  etc.
     Do not connect non-XBus conventional servos or items.
● Never allow the programmer to receive a strong impact as the 
electronic components in the programmer are susceptible to 
damage.

Configuration

XBus dedicated products

Specs

Connection
Diagram

Not following this advice carries a risk of death or serious 
injury to the user or third parties.

Not following this advice may result in death or serious 
injury to the user or third parties.

Before use, check the following:

In order to prevent injury to the operator or third parties 
(or damage to property), please observe the following

Not following this advice may cause injury to the user or third 
party (or cause damage to property).

Operation Manual

LED 

To restore the factory setting.

Setting for Converter Harnesses(Multi ports)

Setting for XBus Servos and single port converter

* Note that the Channel ID/sub ID are saved in the converter harness, not in the 
PWM servo or device that is attached to that harness output.

● Be sure to confirm before flight that each channel has   
     been correctly set.

Finish



※本製品はXBusロゴ搭載製品専用です。

お守りいただく内容を、次の表示で区分し説明します。

NEM-C85A
(2013.07)

日本遠隔制御株式会社
〒577-0809 東大阪市永和2-2-12

品　　番　XB1-CPG
寸　　法　28.5×38×16mm
重　　量　13g
動作電圧　4.5V ～  8.5V
製品内容
● XB1-CPG / チャンネル設定器本体　

    

特　徴

仕　様

構　成

・XBus対応サーボやコンバータ出力チャンネルを設定します。
・任意のチャンネル出力に設定することができます。

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

設定方法および注意

【日本遠隔制御株式会社 ラジコンサービス課】
お問い合せ　TEL：06(6732)0200

 受付時間／9:00～13:00･14:00～17:30（土･日･祝日及び当社休日を除く）

■ 修理、アフターサービスに関するお問い合わせ

水に濡らさないこと。結露の生じる環境では使用しないこと。

XB1-CPG本体
XB1-CPG 確認用LED

SETボタン
LEDが点滅します。 １．上図を参考にして本XB1-CPGにXB1-CV4等XBus製品を

　　接続します。
２．”BATT”端子に受信機用バッテリを接続します。

３．

この表示で「注意事項」を説明します。

この表示で「義務事項」を説明します。

この表示で「禁止事項」を説明します。

http://www.jrpropo.co.jp/jpn/support/
 修理・アフターサービス・製品に関するお問い合わせ等に関する情報をご案内しています。

【XBusロゴについて】
JR XBusシステムに
対応した製品にのみ
記載します。

このたびは、JR 製品をお買い上げいた
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。

使用者もしくは第三者への危害・財産への損害を未然に防止する為、
必ずお守りいただくことを次のように表示します。

定格電圧以外で使用すると、本器の破損の原因となります。

XBus対応製品のみ接続してください。
従来製品を接続しないでください。

設定は電池残量に十分注意してください。電池残量が少ない
と誤設定する場合があります。

分解、改造等をしないこと。

電池やサーボ、デコーダ等の極性を確認し接続すること。

※本品は、XBus 対応サーボ、コンバータのチャンネル設定時に
使用します。
バッテリの電圧変換はしませんので接続するサーボ等電圧が対
応しているか確認してください。
従来の機器を接続しても、IDを設定できません。
XBus 対応製品を直接接続してください。また、ハブを使用して
複数の機器を同時に設定することはできません。必ず１台のみ
接続してください。

ダイヤルを”0 - 0”に合わせ、SETボタンを押します。(設定モード）

４．設定したいチャンネル番号(=ID)にダイヤルを合わせます。
SETボタンを押します。

５．設定したいサブID番号(X1側の1～4)にダイヤルを合わせます。
通常は”１”に合わせてください。SETボタンを押します。

６．ポートの数だけ４，５を繰り返します。

７．接続を解除してください。設定が思った通りになっているか
必ず確認の上、使用してください。

取扱説明書
XBus SERIES

XB1-CPG
XBusチャンネルプログラマ

DMSS 2.4GHz専用

・XB1-CV1/CV4等の動作確認LEDは１回点滅に変わります。

・サーボやXB1-CV1：LEDが点灯になります。（設定終了）

LEDが点灯になります。（設定終了）

・XB1-CV4等の複数ポートが有る場合：LEDが２回点滅に
なります。（ポート２設定モード）

※XG14等XBus対応送信機でもチャンネルの割り当て(=ID)を
変更することができます。

LEDが早い点滅になります。（サブID設定モード）

LEDが点灯します。

● 取扱説明書（本書)　●ミニドライバー

XBus対応製品

受信機用電池(別売)

　ID初期化方法
ダイヤルを”9-9”に合わせ、SETボタンを押すとXBus製品は
初期化されます。（=工場出荷時状態）

設定開始：”0 - 0”に合わせてSETボタンを押す

サブID設定：右（X1側）ダイヤルの１～４を使用します。
　　　　　　  通常は”１”にセットしてください。

ID設定：任意のチャンネル（左例：12ch）に合わせ
　　　  SETボタンを押す

※１～４以外の数値は無視され次に進めません。
　また、左ダイヤル（X10側）は無視されます。

終了

1つのチャンネルに対し4個のサブIDの割り当てが可能です。
サブIDを設定することでXBus対応送信機から同一チャンネ
ル内のサーボを個別に設定することができます。

サブIDについて


