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800・700クラス シルフィード

800・700クラス VIBE

FUN FUN

FUN FUN

各社マルチコプター

800・700クラス エアスキッパー

DJI

e ￥174,070

e ￥102,485

●VIBE SG E12 HirokiIto EDITION 組立キット

e ￥89,507

●シルフィードE12-EX FBL 組立キット
（ボデイレス）

e ￥166,860

●シルフィード
シルフィード E12 コンペティションパックG with MB-391（ジャイロ付）
（グリーンベース・ブルーベース・スタンダード） e 各￥223,510
●シルフィード
シルフィード E12 コンペティションパック with MB-391
（グリーンベース・ブルーベース・スタンダード）e 各￥211,150
●シルフィード
シルフィード E12 コンペティションパック
（グリーンベース・ブルーベース・スタンダード）e 各￥211,150
●シルフィード
シルフィード 90C.MODEL 組立キット e ￥207,957

800・700クラス GSR260Z

JAPAN Limited アルミケース付 スーパー空撮
フルセット(14SG)
→¥167,940
→¥75,000
フルセット
→¥49,500
PHANTOM フルセット
Spreading Wing S800 COMBO アルミケース仕様
→¥194,670
F550 ARF キット
→¥33,527
F450 ARF キット
→¥20,549
F330 ARF キット
→¥18,386
S1000プラス(A2/Z15-GH4) →¥546,000
Spreading Wing S1000+
→¥228,000
最新型 F550 ARF kit +
NAZAM V2(GPS) + Skid →¥60,480

進化を遂げた完成済フルセット
！
計算しつくされたトランフォームデザイン
！
4Kで撮る美しい世界。
新型4Kカメラとジンバルシステム
！
READY-TO-FLY！
「イマ」の空撮技術の粋を集めた
ミドルエンド機登場

●VIBE SG E12 HirokiIto EDITION (TAGS01付)
●シルフィードE12-EX 組立キット
（ボデイレス）

●VIBE SG E12BL組立キット(TAGS01付）

e ￥128,441

●VIBE SG E12BL組立キット(ジャイロレス）

e ￥115,360

●VIBE 90SG組立キット
e ￥128,750
●VIBE 90SG-FBL 組立キットG【TAGS01付】
●VIBE 90SG-FBL 組立キット

●エアスキッパーE12組立キット

e ￥136,269

e ￥131,840

●エアスキッパー90CF 組立キット

e ￥115,360

e ￥121,334

●エアスキッパー90CE 組み立てキット e ￥102,176

600クラス エアスキッパー50タイプⅡ

FUN FUN
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600クラス エアスキッパーE8 レジェーロ

INSPIRE 1 フルセット(プロポ2個)
→¥546,000
→¥546,000
INSPIRE 1 フルセット(プロポ1個)
→¥445,300

CX-20 GPS搭載マルチコプター
JRPROPO XG8付
RG831B付
FUTABA 10J付
R3008SB付
ベースキット

PHANTOM 2
Vision+ アルミケース付スペアバッテリーセット
→¥167,400
Vision+ スペアバッテリーセット →¥157,500

e ￥175,306

→¥51,800
→¥42,120

Galaxy Visitor 6 (グリーン・ブルー・レッド)
→¥26,460
GalaxyVisiter3 カメラユニット･SDカード付
RTF(W/B)
→¥21,000
RC アイ ワン エクストリーム
→¥18,900
Q4i HD200（ブラック・ブルー・レッド） →¥9,261
nano-Q(モード1・モード2/ オレンジ・グリーン) →¥4,400

インパクションE12用塗装済みキャビン

Reference (リファレンス) インパクション E12

X4 HD (ブラックグリーン・ブラックレッド・ワインレッド)
→¥8,820
PXY
（モード1/BLACK・PINK）
（モード2/BLUE・
ORENGE)
→¥4,234

Curtis Youngblood Japan
SPYDER 850 O.S. Limited Edition II 標準セット
→¥136,080
カメラジンバル付セット
（GoProHero3専用）→¥156,600
Spyder 850 O.S.Limited Edition II フレームキット
→¥72,144
カメラジンバル付セット
（GoProHero3専用） →¥93,744

各社競技用ボディ

●エアスキッパーE8
エアスキッパーE8 レジェーロ 3枚ローターヘッド仕様 フルコンボ
●エアスキッパーE8
エアスキッパーE8 レジェーロ 3枚ローターヘッド仕様 組立セット

→¥98,280
→¥64,800
→¥84,240
→¥57,240
→¥44,280

NINJA 400MR
スーパーコンボ
コンボ

Stingray(スティングレイ)500コンボキット
→¥92,494

FUN FUN

FUN FUN

M690L マルチコプター スーパーコンボ
→¥212,000
→¥212,000
M480L マルチコプター スーパーコンボ
→¥178,000
¥178,000
G3-5D ジンバルスーパーコンボ →¥172,000
→¥172,000
G3-GH ジンバルスーパーコンボ →¥160,000
→¥160,000

YsFactoryオリジナル塗装も承ります

FORZA700 ボディセット

E6-550 ハーフボディーセット

e ￥129,780
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●GSR260Z エンジン付組立キット
e ￥200,335
●GSR260Z（ホワイト）エンジン付組立キット

●エアスキッパー50タイプⅡ-FBL(3軸ジャイロ付)組立キッ
エアスキッパー50タイプⅡ-FBL(3軸ジャイロ付)組立キット
e ￥97,644

●エアスキッパー50タイプⅡ-FBL
エアスキッパー50タイプⅡ-FBL 組立キット(ジャイロレス)

e ￥86,932

e ￥200,335

600クラス エアスキッパーE８

●エアスキッパーE8
エアスキッパーE8 レジェーロ 3枚ローターヘッド仕様 組立キット

e ￥78,692

●エアスキッパーE8
エアスキッパーE8 レジェーロ フルコンボ e ￥149,865
●エアスキッパーE8 レジェーロ 組み立てキット
（モーター、ESC、ローター付）
e ￥98,365

レッド/オレンジ ¥107,700
107,700 蛍光ピンク/蛍光グリーン
【白ゲル】Reference(リファレンス)インパクションE12/シルフィードE12

500・550クラス NEX E6-500、E6-550

Forza 450・700 シリーズ

F3C競技用オリジナルボディースーパーグレイシーType2

スーパースコーピオン V2 FRPボディー

●エアスキッパーE8
エアスキッパーE8 レジェーロ 組み立てキット e ￥54,281

¥118,000
118,000
¥71,800
71,800 レッド／グリーン／ピンク

¥38,728
38,728

450Lスピードボディ

¥92,391
92,391

オレンジ/ブルー

500Eスピードボディ

¥24,990
24,990

ブラックシャークⅢ F3Cボディ

スーパーグレイシーEX FRPボディー

各色

¥71,894
71,894

ステイシー800

FUNTECH

¥92,469
92,469

ブルー・オレンジ 各

¥13,457

グリーン/イエロー

700Eスピードボディ

●FORZA
FORZA 450 RTFフルコンボ（プロポ付き組立て済完成機）

●エアスキッパーE8 ＦＢＬ
（３軸ジャイロモーター付）

e ￥88,477

●エアスキッパーE8 FBL 組立キット
（ジャイロレス）

e ￥78,795

●エアスキッパーE8 PRO コンボ

e ￥110,519

●エアスキッパーE8 PRO 組立キット(モーター付)

e ￥83,224

●エアスキッパーE8 組立キット(モーター付)
ト(モーター付) e ￥62,830

●NEX
NEX E6-550 コンプリート（バッテリーレス）e ￥124,000
●NEX E6-500
e ￥29,400
●NEX
NEX E6-550 ハーフボディーセット付 FBLスーパーコンボ e ￥83,000
●NEX
NEX E6-550 ハーフボディーセット付 MB-331スーパーコンボ e ￥90,700
●NEX E6-500 コンプリートセット

e ￥90,022

●NEX
NEX E6-550（3枚ローターヘッド仕様）スーパーコンボ
（モーター、アンプ、サーボ、ジャイロ付き） e ￥83,224
●NEX E6-550 組立キット
e ￥33,990
●NEX E6-550 組立セット（モーター、ESC付） e ￥45,423
●NEX E6-550 スーパーコンボ
e ￥75,499
●NEX
NEX E6-550 LIMITED EDITION スーパーコンボ e ￥88,560

e ￥77,250

●Forza 450EX スーパーコンボ
e ￥65,300
●Forza 450 バッテリーコンボ
e ￥60,564
●Forza 450 フルコンボ
e ￥71,070
●Forza
Forza 450 TAGS01+サーボコンボ e ￥63,860
e ￥58,195
●Forza 450 スーパーコンボ
●Forza 700 組立てキット
e ￥98,000
●Forza 700 サーボ付キット
e ￥132,000
●Forza 700 モーター・アンプ付キット e ￥186,000
●Forza 700 スターターセット
e ￥256,000
●Forza 450EX
●Forza
700 スターターセッ
MB-311 ト
ee
￥256,000
￥67,100
●Forza 450
●Forza
700 MB-311
スターターセット
ee
￥256,000
￥63,000

！
ALIGN 国内最安値！
T-REX150DFC Combo

T-REX 150 DFC
スーパーコンボ

T-REX 250 PRO DFC
コンボ（ジャイロレス）

T-REX250PRO DFC
スーパーコンボ

(ブルー/ホワイト) (レッド/ホワイト) (ブルー/イエロー) （ブルー/イエロー）（レッド/ホワイト）（ブルー/ホワイト）（レッド/イエロー） （ブルー/ホワイト）
（レッド/イエロー）
（レッド/ホワイト）

¥8,280
8,280

SOLO PRO 123
(レッ
(レ
レ ド
ド/ブラ
ド/ブラック)
ブ ク)
ク ((ブル
(ブルー/グリーン)
ブル /グリ
)

RH25E04 大特価 e ¥49,234
49,234

T-REX 450Lドミネーター
スーパーコンボ【6S】GPRO

RH15E03XW 大特価 e ¥25,200
25,200

T-REX 450 Sport V2
スーパーコンボ

KX015081A 大特価 e ￥36,771

T-REX 450 PLUS DFC BTF
(完成済み機体フルセット)

KX019013A 大特価 e ¥30,282
30,282

T-REX450PRO V2
スーパーコンボ

KX019011A 大特価 e ¥40,016
40,016

T-REX450L DOMINATOR
Super Combo【3S】3GX

T-REX 450 PLUS DFC RTF
（AC）

SOLO PRO 210 V5
（ホワイ
（
ホワイト/ブラック）
ト/ブラ
ブ ク）
（ホワイト/レ
ト/レッ
レ ド）
）
（レッド/ブラック）

¥9,000

SOLO PRO 230 RTFキット

e

((レッ
(レ
レ ド)（イエロー）
（イ
)
）

RH45E17XW 大特価 e ¥49,800
49,800

¥15,899
¥12,852

FUN FUN

RH60N01 大特価 e ￥81,113

T-REX700E PRO DFC
スーパーコンボ

T-REX 600Lドミネーター
スーパーコンボ

T-REX 700 Nitro DFC
スーパーコンボ

RH25E03 大特価 e ¥32,445
32,445

RH70E09 大特価 e ￥82,194

T-REX 700L ドミネーターTOP
スーパーコンボ

e

¥9,980

e

SOLO PRO 287

FUN FUN

RH70E06 大特価 e ￥151,410
151,410

RH70E11XT 大特価 e ￥145,000
145,000 RH70E12XT 大特価 e ￥162,000
162,000 RH80E06XT 大特価 e ￥188,000
188,000
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¥22,600

プロポレスパッケージ e

¥13,980
¥11,880

SOLO PRO136 B.Hawk60

SOLO PRO182 COBRA

(RTFキット ブルー（航空自衛隊仕様）/グレー/ブラック)

(RTFキット ミリタリー（陸上自衛隊仕様）/ミリタリー（グレー）

（レッド&イエロー）
（レ
ド&イ
（
）ブルー&ホワイ
ブル &ホワイト）
ト

プロポレスパッケージ e

¥33,990
¥25,974

→¥11,962
→¥12,221
→¥8,104

e

¥24,948

e

S.R.BクオークSGフルセット
SRBクオークSG-EX(プロポレス)72MHz
S.R.BクオークSG 72MHz 半完成
S.R.BクオークSG(キット)72MHz 40MHz

¥24,948

→¥60,358
→¥73,542
→¥51,294
→¥51,294

ヘリ用

組立、メンテナンスも側面からできるのでネジの落下も防げます

スペック
●全長：490mm
●使用用途
●横幅：320mm
①車載用スタンド【移動時】
●高さ：115mm
②バッテリー交換【飛行場】
●重量：2.3kg
③メンテスタンド【自宅】
●材質：スチール
●塗装：焼き付け塗装

→￥17,280

★メンテナンススタンド＋ジュラルミンローハイトスキット コンボセット
RH70E07A 大特価 e ￥127,617

(レッド/ブル
(レ
ド/ブルー)（グリ
（グリーン/イエロー）
)
/イ
）

800クラスまでのバッテリー交換を1人で、
縦からでも側面からでも可能にしました。

T-REX 700E PRO DFC
キットのみ

T-REX 800E PROのDFC
スーパーコンボ

T-REX 700L ドミネーターHV
スーパーコンボ

SOLO PRO 232 RTFキット

数量限定！

メンテナンススタンド

T-REX500L ドミネーター
スーパーコンボ

T-REX700E PRO DFC HV
スーパーコンボ

¥9,828

BLADE mSR フルセット
mSR X RTFフルセット
BNF(機体のみ)

T-REX450L【6セル】
DOMINATOR キット

RH60E09XW 大特価 e ￥97,800 RH60E11XW 大特価 e ￥127,000
127,000 RH70N01 大特価 e ￥102,743

¥11,124
11,124
¥20,700
20,700
¥24,102
24,102

ゲルコート
レッド/オレンジ/イエロー
蛍光ピンク/蛍光グリーン

民間機タイプ（ユーロVer）
民間機タイプ（ユーロVer）
ドイツ連邦軍仕様 レスキュータイプ（ユーロVer） ドイツ連邦軍仕様 レスキュータイプ（ユーロVer）

e
e

RH45E09A 大特価 e ￥43,260 RH45E02XT 大特価 e ￥49,800 RH45E01AW 大特価 e ￥59,800 RH55E09XW 大特価 e ￥98,800

T-REX600E PRO DFC
スーパーコンボ

SOLOPRO135 BO-105

数量限定！

T-REX 250 PLUS DFC
BTF(完成済み機体フルセット)

RH50E07XW 大特価 e ￥69,800

T-REX 600 Nitro DFC
スーパーコンボ

SOLOPRO137 BO-105

¥7,560

SoloMaxx 270 SLT

（レッド/ブルー）
（レ
ド/ブル （
）レッ
レ ド/グリーン）
ド/グリ ン）

KX015082 大特価 e ￥43,260 RH45E13XW 大特価 e ￥47,800 RH45E11XT 大特価 e ￥34,800

T-REX 450 PLUS DFC RTF
（DC）

¥67,362

¥76,000
¥76,000

デュバル（インパクション、シルフィード、T-REX700E用）

e
e

e

RH15E01 大特価 e ¥22,000
22,000

¥25,920
25,920 インパクションE12/シルフィードE12

T-REX800 F3C用ボディ

小型ヘリキットコーナー

プロポレスパッケージ レッド/ブルー e

T-REX 250 PLUS DFC
RTF(フライト調整済み)

¥13,600
13,600

¥14,980
14,980

レッド/グリーン
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●GSR260Z Sports FBL 組立キット e ￥208,060

●エアスキッパー50タイプⅡPRO(2010）
エアスキッパー50タイプⅡPRO(2010） e ￥87,138
●エアスキッパー50タイプⅡ-FBL
エアスキッパー50タイプⅡ-FBL コンボ e ￥139,668

＋5,000円追加でクラブネームに変更可能

FUN FUN

ジュラルミンローハイトスキッド
【ALIGNブラックシャーク用】
【QUEST用】
【JR用】
【T-REX700用】

【QUEST用】
・
【JR用】
・
【ALIGNブラックシャーク用】
・
【T-REX700用】
のスキッドセットになります

→￥23,690
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→各￥6,615

FUN FUN

FUN FUN

●GSR260Z Sports FBL コンボ
（受信機/ジャイロ/サーボ/エンジン付）e ￥263,680

