FUN FUN

〈年中無休〉

ホームページmhttp://www.rc-funfun.com

(0586)81-1500

Neo CALIBER 30 SPORTS

Neo CALIBER 30 FBL

e ¥21,000
●[QH1139Ｍ] メインローター無シ
●[QH1153M] SVCo メインローター無シ e ¥35,000
●[QH1152M] メインローター無シ
(W/OSMAX-37SZ-H(Q)RING(20M)) e ¥35,000
●[QH1154M] SVCo メインローター付キ
(W/OSMAX-37SZ-H(Q)RING(20M)) e ¥52,000
●[QH1098-10J] ホバリング調整済
e ¥177,000
【FUTABA 10J】

●[ＱＨ1004M] 半完成
●[QH1004M2] M2 半完成キット
●[ＱＨ1016M] SVCo
●[ＱＨ1006M] 半完成
(W/OS37エンジン)
●[ＱＨ1040M] (OS37エンジン､550mm
カーボンメインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1041M] SVCo (550mmカーボン
メインローター付キ)半完成
●[ＱＨ1018M] SVCo(W/OS37エンジン)
●[ＱＨ1042M] SVCo(OS37エンジン､
550mmカーボンメインローター付キ) 半完成

SHOP
朝10時〜夜10時迄、金・土は深夜0時迄営業中！
《年中無休/大阪店は毎週水曜日定休》
Neo CALIBER E6S-550 SPORTS

店のみ
来店者様 スタンプカードはじめました。
10個たまれば、その場で景品と交換！ 本
限定！ レジカウンターにてスタンプカード配布中！

qq 160cmサイズまで、複数個口詰め放題でスピード発送！ 当日１5：００までのご注文のお客様は即日発送OK！！ rr

国内最安値をお約束します。他店が安ければ、その場でお値引きします。 ※但し、イベントキャンペーン商品は対象外とします
ホームページmhttp://www.rc-funfun.com

送 料 も 業 界 最 安 値！

2万円以上 送料無料！
★新製品★

※但し、沖縄・離島を除く。
※但し、北海道（＋￥５40）、東北（＋￥２１6）、中国・四国（＋￥２１6）、
追加送料別途かか
九州（＋￥２１6）、沖縄・離島（＋￥１,０8０）追加送料別途かかります。

Exciting New Model

バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電器

2.4GHz 4ch 電動エアプレーン

●[ＱＨ1014M]
●[ＱＨ1047M] (550mmカーボンメイン
ローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1021M] SVCo
●[ＱＨ1025M] (W/ESC&MOTER)
●[ＱＨ1048M] SVCo (550mmカーボン
メインローター付キ)半完成
●[ＱＨ1049M] (ESC&MOTOR､550mm
カーボンメインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1050M] SVCo (ESC&MOTOR､
550mmカーボンメインローター付キ) 半完成

Neo CALIBER 30 FBL-3Blade
e
e
e

¥33,000
¥43,600
¥46,000

e

¥46,000

e

¥49,800

e
e

¥49,800
¥59,800

e

¥63,500

Neo CALIBER E6S-550 FBL
e

¥28,500

e
e
e

¥32,500
¥39,000
¥41,500

e

¥43,000

e

¥45,700

e

¥56,000

●[ＱＨ1013M]
●[ＱＨ1051M] (550mmカーボンメイン
ローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1022M] SVCo
●[ＱＨ1026M] (W/ESC&MOTER)
●[ＱＨ1052M] SVCo (550mmカーボン
メインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1028M] (W/ESC&MOTER)
SVCo

X1 1000

⇨ ￥24,948
SQS ワーバード スピットファイヤー

FUN FUN

Mk.V GP50 ARFキット

⇨ ￥13,608

e

¥39,000

e
e
e

¥43,000
¥49,800
¥49,800

e

¥53,500

e

¥59,800

の〜んびりミニプレーンシリーズ

パロット ミニドローンズ ローリング スパイダー

（ブルー・レッド・ホワイト）

⇨ ￥32,400

⇨ ￥11,400

28X G712X付

⇨ ￥208,000

SkyLeaf スカイリーフ EPP

SkyLeaf サンバ EPP

4ch WACO 3G

⇨ ￥9,800

EPP専用機キット ⇨ ￥17,900
EPP専用機サーボ付キット

⇨ ￥29,300

⇨ ￥29,300

FUN FUN

¥43,000
¥49,800
¥49,800

e

¥56,000

e
e

¥56,000
¥63,500

e

¥69,000

e ¥43,500
●[ＱＨ1080M] 半完成
●[ＱＨ1088M] 半完成 (550mmカーボン
e ¥49,800
メインローター付キ) 半完成
e ¥54,500
●[ＱＨ1081M] SVCo 半完成
●[ＱＨ1082M]
[ＱＨ1082M] (ESC&MOTOR付キ) 半完成 e ¥57,000
●[ＱＨ1089M] SVCo (550mmカーボン
e ¥59,800
メインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1090M] (ESC&MOTOR､550mm
e ¥63,000
カーボンメインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1083M]
[ＱＨ1083M] SVCo (ESC&MOTOR付キ) 半完成 e ¥67,500
●[ＱＨ1091M] SVCo (ESC&MOTOR､
550mmカーボンメインローター付キ) 半完成 e ¥74,000

●【Ysペイント仕様】インパクションE12S-787 FBL 2Bladeキット

e ￥191,580
e ￥196,730

●【Ysペイント仕様】インパクションE12S-787 FBL 3Bladeキット
●インパクションE12S
インパクションE12S FBL 3ブレード Ysペイントボディー仕様

e ￥201,880

●インパクションE12S-787FBL 3Blade 選手権仕様（ボディー、尾翼、ブレース関係なし仕様）ベースキット e ￥163,358
e ￥173,040
●インパクションE12Sキット（キャリバー９０キャビン仕様）
e ￥173,040
●インパクションE12S-720キット(ロングテール仕様)

●インパクションE12S-787選手権仕様
インパクションE12S-787選手権仕様（FUNTECH） 白ゲル仕様

e ￥221,450

●インパクションE12S-720
インパクションE12S-720 選手権 Fun Tech 仕様(グリーン)
●インパクションE12S-720
インパクションE12S-720 選手権 Fun Tech 仕様(ピンク)
●インパクションE12S-720
インパクションE12S-720 選手権 Fun Tech 仕様(レッド)

e ￥229,690

●インパクションE12S-720
インパクションE12S-720 選手権 Fun Tech 仕様(イエロー)
●インパクションE12S-787
インパクションE12S-787 選手権仕様（FUNTECH仕様）赤仕様

e ￥229,690

●インパクションE12S-787
インパクションE12S-787 選手権仕様（FUNTECH仕様）緑仕様
●インパクションE12S-787
インパクションE12S-787 選手権仕様（FUNTECH仕様）ピンク仕様
●インパクションE12S-787
インパクションE12S-787 選手権仕様（FUNTECH仕様）ピンク仕様

e ￥240,402

●インパクションE12S-720 FBL 3ブレード

e ￥174,070

●インパクションE12S-787 FBL 2Bladeキット
●インパクションE12S-720ｷｯﾄ（ﾛﾝｸﾞﾃｰﾙ990mmZG Photo仕様）
●インパクションE12S-787キット

e ￥177,160

●インパクションE12S-787 FBL 3Bladeキット
●インパクションE12S-720 Ysペイント仕様

e ￥182,310

e ￥177,778
e ￥182,310
e ￥188,490

グロー90クラス

⇨ ￥9,800
T-REX 600Lドミネータースーパーコンボ

⇨ ￥127,000

バイプレーン エンジン機
電動機 サーボ付キット⇨

￥87,000

バイプレーン エンジン機キット
／電動機キット⇨ ￥61,500

FUN FUN

e ￥196,730

e ￥229,690
e ￥229,690
e ￥230,102
e ￥240,402
e ￥240,402

ガソリンエンジン

●ネオキャリバー90
ネオキャリバー90 Ver.06キット
●ネオキャリバー
ネオキャリバー 120-720

e ￥202,704

●ネオキャリバー GT15-700 FBL
●ネオキャリバー
e ￥191,580
●ネオ
ネオ‐キャリバーZG FB(ZENOAH G260PUHエンジン付き)キット

e ￥202,704

●ネオキャリバー 120FBL-720(３ブレード)

e ￥202,704

●ネオ
ネオ‐キャリバーZG FBL-3ブレード(ZENOAH G260PUHエンジン付き)キット

e ￥200,850
e ￥200,850

●ネオキャリバー GT15-700
●ネオキャリバー
ネオキャリバー GT15-700 FBL Ysボディ
●ネオキャリバー
ネオキャリバー GT15-700 Ysボディ

90クラス

50クラス

●フレイヤEVO
フレイヤEVO forGT15HZ SWM SSZ-V
●SST-EAGLE
SST-EAGLE FREYA Evo D3 SWM SSL
●フレイヤエボリューションOP
フレイヤエボリューションOP SWM SSZ-V ローターヘッド 組み立てキット
●タービュランス Ｄ３ Ｖ２ 組立キット

e ￥104,030

●ＳＤＸ Ｄ３ ＳＷＭ ＳＬローターヘッド 組立キット
（ブレード/エンジン/マフラーレス）

e ￥90,022

e ￥113,558

●SDX 50 SWM エンジン付 半完成キット

e ￥64,272

e ￥130,398

●SDX 50 HPM エンジン付 半完成
●SDX 50 HPM エンジン・マフラーレス半完成

e ￥46,968

●SST-EAGLE
SST-EAGLE FREYA-EX SWM SSZ-Ⅴ
●SST-EAGLE3
SST-EAGLE3 SWM AOCC EP 組み立てキット
●Ｓ
ＳＳＴ-ＥＡＧＬＥ３ＳＷＭ AOCC組み立てキット
●SST-EAGLE3EP
SST-EAGLE3EP WC SSL-2キット

e ￥191,168

e ￥173,040
e ￥196,730
e ￥247,200
e ￥259,000

30クラス

e ￥202,910
e ￥205,794
e ￥218,154

50EPクラス

●SDX 50HPM 組立キット(マフラー付属)
●SDX 50 SWM 組立キット(マフラー付属)
●SDX 50 SWM エンジン・マフラーレス キット
●SDX 50 SWM エンジン・マフラー・ブレードレス 半完成

30EPクラス

e ￥63,345
e ￥46,968
e ￥46,968
e ￥38,059

●SDX EP SL SWM (A)半完成キット ブレードレス e ￥78,280

e ￥38,000

●SDX EP SWM (A)半完成キット ブレードレス

S-30フレーム ラマ SA-315B 赤 MRB-Ⅲ
金属ローターヘッド 組立キット

SkyLeaf スカイリーフ BP
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e
e
e

●【Ysペイント仕様】インパクションE12S-787キット

e ￥66,500

450クラス ＥＭＢＬＡ

●450E
450E SZM-2キット ESC、モーター別売

バイプレーン エンジン機
サーボ付キット⇨ ￥92,700

EPP専用機キット ⇨ ￥17,900
EPP専用機サーボ付キット

¥33,000

●インパクションE12S-720 選手権仕様 ベースキット(ブラック)
e ￥154,294
●インパクションE12S-787FBL 2Blade 選手権仕様（ボディー、尾翼、ブレース関係なし仕様）ベースキット e ￥158,002
●インパクションE12S-787 選手権仕様（ボディー、尾翼、ブレース関係なし仕様）
e ￥163,358

e ￥218,360

4ch ZERO 3G

e

Neo CALIBER E6S-550 FBL-3Blade

e ￥218,360
●ネオキャリバー 120-720 Ysペイント仕様
●ネオキャリバー
ネオキャリバー 120FBL-720(３ブレード) Ysペイント仕様

X2 100
AC/DC Dual Balance charger

●[ＱＨ1060M] 半完成
●[ＱＨ1068M] 半完成
(550mmカーボンメインローター付)
●[ＱＨ1061M] (W/OS37エンジン) 半完成
●[ＱＨ1062M] SVCo 半完成
●[ＱＨ1069M](OS37エンジン､550mm
カーボンメインローター付キ) 半完成
●[ＱＨ1070M] SVCo (550mmカーボン
メインローター付キ)半完成
●[ＱＨ1063M]
[ＱＨ1063M] SVCo(W/OS37エンジン) 半完成
●[ＱＨ1071M] SVCo(OS37エンジン､
550mmカーボンメインローター付キ) 半完成

電動700-800クラス

お買上げ金額が…
お買上げ
買上げ金額が…
上 げ 金額が…
が…

◎2万円未満でも540 円

FUN FUN

ヘリキットコーナー

国内最大級！ 全メーカー完備！
！
ラジコンデパート

本店通販ダイヤル

FUN FUN

e ￥40,994

●SDX
SDX 37 HPM エンジン付 半完成
●シャ
シャトル＋2ダブルX

e ￥52,984
e ￥28,325

●シャ
シャトルプラス+2(A) エンジンレス 半完成 e ￥17,201
●シャ
シャトルプラス２組立キット

FUN FUN

e ￥17,201

●シャトルプラス+2XX EP FL SWM
メインブレードレス組立キット

FUN FUN

FUN FUN
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●450E
450E SLMキット ESC、モーター別売

e ￥49,131

●シャトルプラス+2XX EP FL SWM
e ￥49,131
メインブレードレス半完成キット
●シャトル＋2EP
シャトル＋2EP モーター付、ブレードレスキット e ￥40,994
●シャトル＋2
シャトル＋2 EP(A)半完成キット
e ￥40,994

e ￥40,994

●ＥＭＢＬＡ
ＥＭＢＬＡ ４５０Ｅ ＳＺＭ２ キット

e ￥45,011

e ￥73,542
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●EMBLA450E
EMBLA450E SLM キット
e ￥45,011
モーター別売

FUN FUN

FUN FUN

FUN FUN

