
CTX REGULATOR INSTRUCTION

This unit regulates the voltage(7.4V) of  Li-po battery at 6.5V.

INSTRUCTION
1) Connect the J type connector of the regulator to the receiver(BATT slot). 
    Make sure the direction of connectors is correct.
2) Mount CTX Regulator in proper area with double sided tape.
    The unit may generate heat a little when its power is on. 
    Well ventilated place is recommended.
    Do not cover or seal the unit unless the track is wet.
3) For Electric cars, remove plus(red) wire of the ESC to the receiver.
    7.4V Li-po battery and the CTX regulator will supply power instead.
4) Connect Li-Po battery to the JST connector(red) of the regulator. 
    We recommend you to use Muchmore Li-Po battery in order to get the best 
    performance.
5) A blue LED will be turned on if Li-Po battery is connected. 
6) Make sure to disconnect the Li-Po battery after use.
7) Recharge Li-Po battery after 3-4runs.
8) If you will use 2 servos for 1/8 scaled cars etc. or you expect your radio system
    might consume large amount of current, please choose 5A or 7A models.

Specifications

Required battery：２cell Li-Po battery（7.4V）
Length of input wire：9cm
Length of output wire：13cm

Type of connectors：JST RCY(to the battery) / J type 3pins(to the receiver)

Use only 7.4V Li-Po battery. Do not use any other type of batteries for these 
regulators.

Category Size WeightOutput
6.5V
6.5V
6.5V

17 x 34 x 6mm
17 x 37 x 7mm
20 x 36 x 8mm

8.7g
9.8g

13.5g

www.much-more.co.kr

Voltage

4.0V

8.0V

6.0V

Minutes

200mAh Li-po battery(improper to use for receiver itself)
200mAh Li-po battery+CTX regulator

200mAh Ni-CD or Ni-MH battery
(unstable output voltage)

4.0V

8.0V

6.0V

時間

200mAh Li-po バッテリ（受信機用としては電圧が高い）

200mAh Li-po バッテリ＋
        ＣＴＸレギュレーター（電圧一定）

200mAh NicdやNi-MHバッテリー
（電圧が安定していない）

電圧

マッチモアCTXレギュレーター説明書

この度はマッチモア CTXレギュレーターをお買い上げ頂き、誠にありがとうござ
います。
CTXレギュレータはLi-Po バッテリーを受信機用電源として使用する際にお使い
いただく製品です。
CTXレギュレーターは、従来のレギュレーターのように、瞬間電流が低い為にグ
リップが高い路面や高い負荷がかった時、うまくサーボをコントロール出来なか
った点を解決しまし、安心してレースを行うことを可能とした製品となります。

ご使用前にこの説明書を最後まで必ずお読みください。

CTXレギュレーターの特長
１） レギュレーターから供給される電圧は6.5V 固定となります。このために最初
から最後までサーボに安定した電圧が供給されることになり、サーボ動作のフィ
ーリングが終始一定となります。
２） レギュレーターにはブルーLED が装備されています。レギュレーターにLi-Po 
バッテリーが接続されるとブルーLED が点灯します。LED の点灯により電源が
入っていることを確認できます。
３） レギュレーターは表面実装基板で構成されています。基盤を保護するためク
リアーシュリンクで覆われております。
４） CTX ギュレーターは電動オンロード、1/10エンジンツーリング、1/8オンロード
、バギーなどのすべてのR/Cカーで使えるよう、３種類のモデルを用意しておりま
す。

使用方法
１） 受信機のBATT スロットに CTX レギュレーターのJ タイプコネクター（黒）を
差し込みます（極性を間違えないように十分に注意してください）。
２） CTXレギュレーターを両面テープなどでシャーシに固定します。
 CTXレギュレーターの使用中は若干発熱しますので空冷されやすい場所に固
定すると良いでしょう。
３） 電動カーの場合はESC の受信機用コネクターから赤いリード線を抜き取りま
す。これで受信機からサーボへの電源はESCから出るのでは無く、CTXレギュレ
ーターから供給されるようになります
４） 走行準備ができたら充電されたLi-Po バッテリーをCTXレギュレーターのJST 
コネクター（赤）に接続します。マッチモア社から発売されている7.4V Li-Po バッ
テリーを使用してください。
５） Li-Po バッテリーを接続すると CTXレギュレーターのブルーLED が点灯し、
受信機とサーボへの電源供給が始まり走行可能状態となります
６） 走行終了後はCTXレギュレータからLi-Po バッテリーを外します
７） Li-Po バッテリーはサーボとバッテリーによって消費電流が違いますので３
～４回の走行後には充電してください。
 ８） HRS（ハイレスポンスシステム）により、同時に２つの大きなサーボを使う場
合など（1/8GP カーなど）は消費電流が大変大きくなります。このため CTXレギ
ュレーターでは容量不足となる可能性があります。マッチモアでは３種類（
3A,5A,7A ）のCTX レギュレーターを発売しております。HRS 受信機で２つのサー
ボを使う場合は大容量CTX レギュレーターの5Aまたは、7Aを使うようにしてくだ
さい。

仕様

レギュレータ部：Linear Low Drop Out
基盤：表面実装
対応Li-Po バッテリー：２セル直列（7.4V ）まで
入力ワイヤー長：9cm
出力ワイヤー長：13cm
コネクター：JST RCY / J タイプ３ピン

マッチモアCTX レギュレーターはLi-Po 7.4V専用品です。ニッカド、ニッケル
水素バッテリーと共に使う製品ではありませんので十分にご注意ください。

最大電流 出力電圧
6.5V
6.5V
6.5V

17 x 34 x 6mm
17 x 37 x 7mm
20 x 36 x 8mm

8.7g
9.8g

13.5g

重量サイズ 推奨するシャーシ
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