
（モーターのみ）（モーターのみ） ¥7,455¥7,455
（六角スターターシャフト付六角スターターシャフト付） ¥10,395¥10,395
（MG仕様）（MG仕様） ¥11,865¥11,865

ハイトルクスターター ハイトルクスターター ¥7,245¥7,245
ダイナトロンスターターダイナトロンスターター ¥11,025¥11,025

カラー：イエロー/ブラックカラー：イエロー/ブラック

ヘリ用/飛行機用 ヘリ用/飛行機用 
スーパースタータースーパースターター 各¥11,970¥11,970

プロポバッグLプロポバッグL
オリジナル送信機ケース（2台用）オリジナル送信機ケース（2台用）
送信機キャリングケース送信機キャリングケース

 e e ¥9,2619,261

アルミキャリングケースアルミキャリングケース

（DSXシリーズ・PCM9・3810・DSXシリーズ・PCM9・3810・378・MAX66用378・MAX66用）

・レッド・レッド
・ターコイズブルー・ターコイズブルー

RTM5000 PhoenixRTM5000 Phoenix
RCフライトシュミレーター Ver5.0RCフライトシュミレーター Ver5.0

¥15,200 ¥15,200 e e ¥13,900¥13,900

N-２５ N-２５ ４R R ¥3,203¥3,203 １６１６R R ¥11,464¥11,464
エキスパート１５ エキスパート１５ ４R R ¥2,541¥2,541 １６１６R R ¥9,482¥9,482
エキスパート２５ エキスパート２５ ４R R ¥3,203¥3,203 １６１６R R ¥11,464¥11,464
エキスパート３０ エキスパート３０ ４R R ¥3,749¥3,749 １６１６R R ¥13,411¥13,411
エコステージ15 エコステージ15 ４R R ¥2,373¥2,373 １６１６R R ¥8,715¥8,715
エコステージ２０ エコステージ２０ ４R R ¥2,762¥2,762 １６１６R R ¥9,818¥9,818
エコステージ２5 エコステージ２5 ４R R ¥2,909¥2,909 

ヘリスペシャル 20S   ヘリスペシャル 20S   ４R R ¥2,730¥2,730 １６１６R R ¥9,765¥9,765
ヘリスペシャル １５-18 ヘリスペシャル １５-18   ４ ４R R ¥2,520¥2,520 １６１６R R ¥9,398¥9,398
ヘリスペシャル 24-20 ヘリスペシャル 24-20   ４ ４R R ¥2,940¥2,940 １６１６R R ¥11,001¥11,001
エアースペシャルエアースペシャル １５-22  １５-22   ４ ４R R ¥2,520¥2,520 １６１６R R ¥9,398¥9,398
エアースペシャルエアースペシャル 23-22  23-22     ４R R ¥3,024¥3,024 １６１６R R ¥10,702¥10,702
レッドスペシャル１５-１８  レッドスペシャル１５-１８  ４R R ¥2,548¥2,548 １６１６R R ¥9,702¥9,702
レッドスペシャル２０-12  レッドスペシャル２０-12    １６１６R R ¥10,301¥10,301
レッドスペシャル２０-16S  レッドスペシャル２０-16S  ４R R ¥2,730¥2,730 １６１６R R ¥9,765¥9,765
レッドスペシャル２０-18 レッドスペシャル２０-18 ４R R ¥2,730¥2,730 １６１６R R ¥10,301¥10,301
レッドスペシャル２０-２０  レッドスペシャル２０-２０  ４R R ¥2,783¥2,783 １６１６R R ¥10,490¥10,490
レッドスペシャル２５-10  レッドスペシャル２５-10  ４R R ¥2,730¥2,730 １６１６R R ¥10,877¥10,877
レッドスペシャル２５-２３  レッドスペシャル２５-２３  ４R R ¥3,213¥3,213 １６１６R R ¥11,001¥11,001
レッドスペシャル３０-２３  レッドスペシャル３０-２３  ４R R ¥3,570¥3,570 １６１６R R ¥12,772¥12,772
クロッツエコノミー１５-20クロッツエコノミー１５-20    ４R R ¥2,300¥2,300 １６１６R R ¥8,358¥8,358
クロッツエコノミー２３-20クロッツエコノミー２３-20    ４R R ¥2,940¥2,940 １６１６R R ¥10,702¥10,702
クリーンスペシャル15-18クリーンスペシャル15-18    ４R R ¥2,363¥2,363
クリーンスペシャル23-10クリーンスペシャル23-10    ４R R ¥2,793¥2,793
クリーンスペシャル25-10クリーンスペシャル25-10    ４R R ¥3,696¥3,696

※ホバースペシャル15％のみ色付です。※ホバースペシャル15％のみ色付です。
ホバースペシャル15 ホバースペシャル15 ４R R ¥2,310¥2,310 １６１６R R ¥8,505¥8,505
ホバースペシャル15（ブルー着色）ホバースペシャル15（ブルー着色） ４R R ¥2,310¥2,310 １６１６R R ¥8,505¥8,505
ホバースペシャル23 ホバースペシャル23 ４R R ¥3,045¥3,045 １６１６R R ¥10,815¥10,815
ホバースペシャル30 ホバースペシャル30 ４R R ¥3,675¥3,675 １６１６R R ¥12,875¥12,875
AeroStar15 AeroStar15 ４R R ¥2,310¥2,310 １６１６R R ¥8,505¥8,505
AeroStar23 AeroStar23 ４R R ¥2,993¥2,993 １６１６R R ¥10,815¥10,815
AeroStar30 AeroStar30 ４R R ¥3,675¥3,675 １６１６R R ¥13,566¥13,566
Sky Master20 Sky Master20 ２R R ¥1,334¥1,334
Sky Master20 Sky Master20 ４R R ¥2,310¥2,310
HS E-Spec30-10HS E-Spec30-10 ４R R ¥3,465¥3,465 １６１６R R ¥13,184¥13,184
【BLACK SPECIAL】【BLACK SPECIAL】
ECO20-10ECO20-10 ４R R ¥2,415¥2,415 １６１６R R ¥9,135¥9,135
スタンダード１５-１８スタンダード１５-１８ ４R R ¥2,310¥2,310 １６１６R R ¥8,505¥8,505
パワー２０-１８パワー２０-１８ ４R R ¥2,730¥2,730 １６１６R R ¥10,290¥10,290
ハイパワー２５-１８ハイパワー２５-１８ ４R R ¥3,150¥3,150 １６１６R R ¥11,536¥11,536
ハイパワー２５％ハイパワー２５％   １６１６R R ¥11,536¥11,536
WC３０-２６WC３０-２６ ４R R ¥3,465¥3,465 １６１６R R ¥12,875¥12,875
E-Spec30-10E-Spec30-10 ４R R ¥3,255¥3,255

)
)

各社マフラーコーナー各社マフラーコーナー各社マフラーコーナー

●サイレンサー 25NA 
　　ショートリーチ OS25
　  →¥4,935
●サイレンサー 25NA OS25
　  →¥4,935
●クーリングヘッダー 
　#720用 YS63.70-4C
　  →¥4,962
●30HNS-3 
　シャトル、 スカディ、アミーゴ、
　キャリバー、エアスキッパー
　OS32 →¥5,229
●サイレンサー 45NA OS
　  →¥5,460
●4C-63～81 →¥5,789
●40HNS-2
　スカディ、アミーゴ、
　エアスキッパー、キャリバー
　OS37SZ →¥5,880
●40HNS-2 シャトル 
　OS37SZ PRO39H
  →¥5,880
●サイレンサー37NS-3D
　  →¥6,825
●56HNS S.SDX 
　エアスキッパー50
　  →¥7,140

●56HNS　F3C　 
　T-REX600N、
　ベロシティ50、アミーゴ、
　キャリバー５ →¥7,140
●50NS-3D 
　スカディ、シルフィード、
　エアスキッパー →¥7,333
●マフラー4C-90～160
　(OS95V) →¥7,718
●ガソリン飛行機用マフラー
　 GSA20 →¥7,718
●56NS-3D フロントヘッド 
　OS55HZ、
　サンダータイガー53、
　RL-56H →¥7,875
●サイレンサー 4C-90
  →¥7,875
●60NS-3D フロントヘッド 
　YS56SR、YS60SR、 
　OS55HZ、サンダータイガー、
　RL-56H →¥9,097
●チューンドサイレンサー
　2C-60 スーパーロング
  →¥9,261
●サイレンサー 4C-120-170
  →¥10,815
●90FS-2ブラーボ
　OS91SX、OS91SZ
  →¥12,360
●GSA30マフラー
  →¥12,978
●９０ＦＳ-３Ｄ・２ →¥13,184

パワーブースト55
  →¥8,435
105HZ パワーブーストパイプ
  →¥13,844
パワーブーストパイプ GT15HZ
  →¥12,459

●９０ＦＳ-4 →¥13,184
●90FS-3 YS91ST.SR
  →¥13,184
●90FS-3 →¥13,184
●GSH 15-3Dマフラー
  →¥13,790
●GSH 15-3Cマフラー
  →¥13,790

●９０ＦＳ-３Ｄ・4 →¥13,790
●105FS-3D →¥14,729
●105FS-3C 
　フレイヤEX、エアスキッパー、
　キャリバー →¥14,729
●105FS-3C 
　ベロシティ90、T-REX700
  →¥14,729
●120FS-3D →¥14,729
●120FS-3C →¥14,729
●120FS-33C T-REX
  →¥14,729
●GSH-29・3
　ボイジャーGSR260、
　ボイジャーGSR260Z、
　キャリバーZG、
　ZENOAH23-26
  →¥17,845

●MS55-3CN Ⅱ (D) →￥5,403
●MS55-3C Magic
　(55/56共用) →￥6,405
●MS53T-3D-X
　(RL-53H専用)Cセット
  →￥6,792
●3A Sports 120
　4C-115マフラー →￥6,946
●MS56-3D ZERO
　（55/56/57共用）
  ロゴ有り→￥7,718
  ロゴ無し→￥7,333
●MS60-3D ZERO
  ロゴ無し→￥8,104
●F3A ContestII 
　4C-170マフラー →￥8,490
●MS60-3D ZERO
  ロゴ有り→￥8,490
●MS15GS-3C Inside
  →￥12,113
●MS120-3D ZERO MAX
　（YS専用） 
  ロゴ有り→￥13,098
  ロゴ無し→￥12,719

●【ロゴ入り】MS105-3D 
　ZERO α(アルファ)マフラー　
　(OS専用) →￥13,184
●MS105-3D ZERO α
  →￥13,591
●MS260 GS-Z
　ゼノア26/23対応 →￥15,141

各社燃料コーナー各社燃料コーナー各社燃料コーナー

※ホバースペシャル15％のみ色付です。
ホバースペシャル15 ４R ¥2,310 １６R ¥8,505
ホバースペシャル15（ブルー着色） ４R ¥2,310 １６R ¥8,505
ホバースペシャル23 ４R ¥3,045 １６R ¥10,815
ホバースペシャル30 ４R ¥3,675 １６R ¥12,875
AeroStar15 ４R ¥2,310 １６R ¥8,505
AeroStar23 ４R ¥2,993 １６R ¥10,815
AeroStar30 ４R ¥3,675 １６R ¥13,566
Sky Master20 ２R ¥1,334
Sky Master20 ４R ¥2,310
HS E-Spec30-10 ４R ¥3,465 １６R ¥13,184
【BLACK SPECIAL】
ECO20-10 ４R ¥2,415 １６R ¥9,135
スタンダード１５-１８ ４R ¥2,310 １６R ¥8,505
パワー２０-１８ ４R ¥2,730 １６R ¥10,290
ハイパワー２５-１８ ４R ¥3,150 １６R ¥11,536
ハイパワー２５％   １６R ¥11,536
WC３０-２６ ４R ¥3,465 １６R ¥12,875
E-Spec30-10 ４R ¥3,255

期間限定キャンペーン中！！ 期間限定キャンペーン中！！

N-２５ ４R ¥3,203 １６R ¥11,464
エキスパート１５ ４R ¥2,541 １６R ¥9,482
エキスパート２５ ４R ¥3,203 １６R ¥11,464
エキスパート３０ ４R ¥3,749 １６R ¥13,411
エコステージ15 ４R ¥2,373 １６R ¥8,715
エコステージ２０ ４R ¥2,762 １６R ¥9,818
エコステージ２5 ４R ¥2,909 

●REDLINE
 REDLINE 2stレーシングオイル
 →特価¥1,985
 REDLINE レーシングオイル
 →特価¥1,944
●JRPROPO
 ガソリンオイル1000ｃｃ
 →特価¥1,241
●リトルベランカ
 PowerBoxスモークオイル
 Blue Max(3L)
 →特価¥3,675
●Quest
 セイバープロフェッショナル2サイクルオイル
 →特価¥3,380
●OK模型
 エアロシェル プラス2 1qt
 →特価¥3,168

●REDLINE
 REDLINE 2stレーシングオイル
 →特価¥1,985
 REDLINE レーシングオイル
 →特価¥1,944
●JRPROPO
 ガソリンオイル1000ｃｃ
 →特価¥1,241
●リトルベランカ
 PowerBoxスモークオイル
 Blue Max(3L)
 →特価¥3,675
●Quest
 セイバープロフェッショナル2サイクルオイル
 →特価¥3,380
●OK模型
 エアロシェル プラス2 1qt
 →特価¥3,168

●REDLINE
 REDLINE 2stレーシングオイル
 →特価¥1,985
 REDLINE レーシングオイル
 →特価¥1,944
●JRPROPO
 ガソリンオイル1000ｃｃ
 →特価¥1,241
●リトルベランカ
 PowerBoxスモークオイル
 Blue Max(3L)
 →特価¥3,675
●Quest
 セイバープロフェッショナル2サイクルオイル
 →特価¥3,380
●OK模型
 エアロシェル プラス2 1qt
 →特価¥3,168

クロッツ燃料特価 THC（東邦）燃料特価NASA（篠永）燃料特価各社ガソリン・スモーク用燃料 コスモ燃料特価

ヘリスペシャル 20S   ４R ¥2,730 １６R ¥9,765
ヘリスペシャル １５-18   ４R ¥2,520 １６R ¥9,398
ヘリスペシャル 24-20   ４R ¥2,940 １６R ¥11,001
エアースペシャル １５-22   ４R ¥2,520 １６R ¥9,398
エアースペシャル 23-22   ４R ¥3,024 １６R ¥10,702
レッドスペシャル１５-１８  ４R ¥2,548 １６R ¥9,702
レッドスペシャル２０-12    １６R ¥10,301
レッドスペシャル２０-16S  ４R ¥2,730 １６R ¥9,765
レッドスペシャル２０-18 ４R ¥2,730 １６R ¥10,301
レッドスペシャル２０-２０  ４R ¥2,783 １６R ¥10,490
レッドスペシャル２５-10  ４R ¥2,730 １６R ¥10,877
レッドスペシャル２５-２３  ４R ¥3,213 １６R ¥11,001
レッドスペシャル３０-２３  ４R ¥3,570 １６R ¥12,772
クロッツエコノミー１５-20  ４R ¥2,300 １６R ¥8,358
クロッツエコノミー２３-20  ４R ¥2,940 １６R ¥10,702
クリーンスペシャル15-18  ４R ¥2,363
クリーンスペシャル23-10  ４R ¥2,793
クリーンスペシャル25-10  ４R ¥3,696

アルミキャリングケースアルミキャリングケース
プロポケースプロポケース

1台用1台用
 e e ¥5,3555,355

2台用2台用
 e e ¥8,4008,400

（モーターのみ） ¥7,455
（六角スターターシャフト付） ¥10,395
（MG仕様） ¥11,865

ハイトルクスターター ¥9,702
ダイナトロンスターター ¥15,358

ヘビーデューティー180スターター ¥5,880
12Ｖハイトルクスターター ¥4,620
ヘビーデューティー180スターター ¥5,880
12Ｖハイトルクスターター ¥4,620
ヘビーデューティー180スターター ¥5,880
12Ｖハイトルクスターター ¥4,620

HPスターター

カラー：イエロー/ブラック

ヘリ用/飛行機用 
スーパースターター 各¥15,322

プロポバッグLプロポバッグL

プロポバッグL
オリジナル送信機ケース（2台用）
送信機キャリングケース

各社ツールBOX各社ツールBOX各社ツールBOX

 e e ¥3,4653,465

1台用 1台用 
 e e ¥6,3006,300

 e ¥3,465  e ¥9,261

 e ¥3,400

アルミキャリングケース

（DSXシリーズ・PCM9・3810・378・MAX66用）

・レッド
・ターコイズブルー

1台用 
 e ¥6,300

1台用
 e ¥5,355

2台用
 e ¥8,400

プロポケース プロポケースプロポケースプロポケース RTM5000 Phoenix
RCフライトシュミレーター Ver5.0

RF7 REAL FLIGHT

¥15,200 e ¥13,900

フライトシミュレーターコーナーフライトシミュレーターコーナーフライトシミュレーターコーナー各社スターターコーナー各社スターターコーナー各社スターターコーナー

インターリンクエディション ¥31,320 e ¥28,188
インターフェイスエディション ¥23,760 e ¥21,384
アップグレード版 ¥6,480 e ¥5,832

インターリンクエディション ¥31,320 e ¥28,188
インターフェイスエディション ¥23,760 e ¥21,384
アップグレード版 ¥6,480 e ¥5,832

インターリンクエディション ¥31,320 e ¥28,188
インターフェイスエディション ¥23,760 e ¥21,384
アップグレード版 ¥6,480 e ¥5,832

qq通信販売のお申し込み方法rr 
①現金書留（先払い／商品代金+梱包手数料+送料）
　お客様の住所、氏名、電話番号、商品名、数量を書いたメモ
用紙を現金書留に同封の上、当店宛にご送金下さい。　
　※必ず事前に在庫の有無をご確認下さい。
②銀行振込（先払い／商品代金+梱包手数料+送料）
　　  ジャパンネットバンク （株）ファンファン 口座番号００１-３９４６９１２
　　  ゆうちょ銀行 二一八支店（普通）１１６５４７８１ 株式会社ファンファン
　お客様からの振込入金を確認後に、商品を発送致します。
　※必ず事前に在庫の有無をご確認下さい。
③コレクト［代引］
  （後払い／商品代金+梱包手数料+送料+着払手数料）
　ご注文の商品がお手元に届いた際に、代金を宅配便の方に
お支払い下さい。
★送料について★
　キット、パーツ、セット 1台につき￥１,０8０ ～
　※但し、北海道￥540 、東北・中国・四国・九州￥216

沖縄・離島￥1,080 が上記送料にプラスされます。
　※お急ぎの方には、特急便（￥540プラス）もご利用頂けます。
　（PM3：00 迄にご注文の場合、当日発送致します。）
★梱包手数料について★ 110円
★返品・交換について★
　お客様の都合による返品・交換はご遠慮下さい。商品の破損
や不良、ご注文内容が違う場合は当店迄お電話下さい。※
出荷後のキャンセルは、往復送料の他にキャンセル料を申し
受け致します。

★全商品超特価販売につき、価格・仕様変更等または、品切れの際はご容赦願います。★

振
込
先

※沖縄・離島除く

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

ネット会員募集！！入会すると、さらに毎月１０・２０・３０日送料無料！！
※但し、ネット注文に限ります。

2万円以上送料無料
2万円未満でも540円

〒４９１-０８３３ 愛知県一宮市平島3丁目1-12 至岐阜

至名古屋

東名・名神
一宮インター

ホームセンター
コーナン

PCデポ JOMO

はんこ屋

東名・名神 
一宮インター下車3分！！

旧店舗
佐鳴
学院

サンテラス
ユニー

平島両郷町

ガ
ス
ト

ロ
ー
ソ
ン

ファン ファンファン ファン

2万円以上送料無料
2万円未満でも540円

(0586)81-1500

(0586)81-1500

(0586)81-1050

送料も
業界最安値！

店舗Map 一宮インター下りてすぐ！大駐車場完備！

送料も
業界最安値！

●価格は全て税込みで表示しています。

(072)338－0833 osaka@rc-funfun.com
大阪店 〒580-0046 大阪府松原市三宅中1丁目12-17

MailFAXTEL

◆営業時間 10：00～22：００
◆定休日 水曜日

SUPER FUEL SF-15RSUPER FUEL SF-15R ４R R ￥2,980￥2,980 １６１６R R ￥10,800￥10,800
SUPER FUEL SF-23RSUPER FUEL SF-23R ４R R ￥3,630￥3,630 １６１６R R ￥13,400￥13,400
SUPER FUEL SF-30RSUPER FUEL SF-30R ４R R ￥4,150￥4,150 １６１６R R ￥15,160￥15,160
SUPER FUEL SP-15SUPER FUEL SP-15 ４R R ￥2,600￥2,600 １６１６R R ￥9,100￥9,100
SUPER FUEL SP-23SUPER FUEL SP-23 ４R R ￥3,240￥3,240 １６１６R R ￥11,540￥11,540
SUPER FUEL F-15HSUPER FUEL F-15H ４R R ￥3,110￥3,110 １６１６R R ￥11,280￥11,280
SUPER FUEL F-20HSUPER FUEL F-20H ４R R ￥3,500￥3,500 １６１６R R ￥12,000￥12,000
SUPER FUEL SF-15SUPER FUEL SF-15 ４R R ￥2,500￥2,500 １６１６R R ￥8,900￥8,900
SUPER FUEL SF-20SUPER FUEL SF-20 ４R R ￥2,560￥2,560 １６１６R R ￥9,500￥9,500
SUPER FUEL SF-25SUPER FUEL SF-25 ４R R ￥2,980￥2,980 １６１６R R ￥10,700￥10,700
FAI 20-20FAI 20-20 ４R R ￥2,680￥2,680 １６１６R R ￥9,800￥9,800

SUPER FUEL SF-15R ４R ￥2,980 １６R ￥10,800
SUPER FUEL SF-23R ４R ￥3,630 １６R ￥13,400
SUPER FUEL SF-30R ４R ￥4,150 １６R ￥15,160
SUPER FUEL SP-15 ４R ￥2,600 １６R ￥9,100
SUPER FUEL SP-23 ４R ￥3,240 １６R ￥11,540
SUPER FUEL F-15H ４R ￥3,110 １６R ￥11,280
SUPER FUEL F-20H ４R ￥3,500 １６R ￥12,000
SUPER FUEL SF-15 ４R ￥2,500 １６R ￥8,900
SUPER FUEL SF-20 ４R ￥2,560 １６R ￥9,500
SUPER FUEL SF-25 ４R ￥2,980 １６R ￥10,700
FAI 20-20 ４R ￥2,680 １６R ￥9,800
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FUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUN

FUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUNFUN FUN ホームページmhttp://www.rc-funfun.com

ホームページmhttp://www.rc-funfun.com

飛行機コーナー飛行機コーナー飛行機コーナー
エンジェルスジャパン
[PT-19-46]PT-19フェアチャイルド46
[SEA12]ルーレットPC-9 46
[SEA19]スペースウォーカー2　46　オラカバ
[SEA042]ハーモンロケット46　オラカバ仕様
[SEA58]EXTRA260・160
[SEA68]スパローホーク62CC
[SEA74]パイパーカブ120　ARF
[SEA76]AT-6 テキサン120
[SG P42X]サングラスパイロットD LL ブルー
[P-58]サングラスパイロットGLLサイズ

¥15,141
¥19,467
¥16,764
¥21,630
¥31,364
¥52,380
¥41,097
¥45,964
¥2,205
¥2,205

[SEA91]CAP232(キャップ232)75
[SEA93]スパローホーク75
[SEA107]PC-6 ピラタスポーター55
[SEA114]ネメシス160
[SEA117]ターボレイブン55
[SEA128]MXS-R120
[SEA123]ゼロ戦　90 リトラクトバージョン　オラカバ仕様
[SEA130]SEAGULL (シーガル)2000 グライダー
[SEA134]PIPER TWIN COMMANCHE (パイパー・ツイン・コマンチェ) 46
[SEA143]シューストリング1600
[SEA144]グローブG115　Tutor
[SEA148]スポーツクルーザー

¥27,038
¥25,380
¥27,579
¥49,209
¥30,823
¥40,016
¥42,179
¥22,712
¥40,016
¥31,905
¥28,660
¥31,364

[SEA146]セスナ337
[SEA142]パイパーPA-24コマンチェ
[SEA158]グラスエアースポーツマンG2+2
[SEA131]YAK55M(GS33-36)
[SEA159A]ウロトラジェット　シルバー/レッド
[SEA159B]ウルトラジェット　ホワイト/レッド
[SEA160]ランスエアー　レガシー
[SEA164]ケイサット3M　Racer
[SEA-X68]Miniスパローホーク
[SEA-X128]Mini MXS-R EP
[SEA-X114]Mini ネメシス　EP
[SEA-X164]Mini ケイサット　EP

¥40,557
¥30,282
¥32,986
¥38,934
¥42,720
¥42,720
¥36,231
¥38,934
¥14,601
¥14,601
¥15,141
¥18,386

[SEA137A] Ka8B ホワイト/イエロー
[BH04]PIPER J-3 CUB ARF
[BH54]リバティ182II　46
[BH59]ブラックホースモデル　T28 トロージャン120
[BH63]チップマンク50cc
[BH67]エンジェル55EP&amp;amp;GP
[BH69]EDGE 540 75
[BH078]スペースウォーカー90
[BH80]JU87スツーカー１２０　ARF　オラカバ
[]EDGE540 V3  55(GP&amp;amp;EP)
[AG4]GP Edge540-50キット
[BH024]CAP 232 160(キャップ ２３２ １６０ オラカバ)

¥30,823
¥18,386
¥23,793
¥56,238
¥48,668
¥15,141
¥26,497
¥38,394
¥40,016
¥38,394
¥24,875
¥41,638

ゴム動力プレーンキット メッサーシュミット Bf-109 (Guillows)
ゴム動力プレーンキット 中島二式水上戦闘機 A6M2-N (Guillows)
ゴム動力プレーンキット スーパーマリン スピットファイア MK 1A (Guillows)
ミニュｰム スｰパｰデカスロン プレｰンセット(イエロｰ)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP コンパチブル仕様（ブルー)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP(レッド) コンパチブル仕様
カルマートアルファ40トレーナー（ブルー）

ゴム動力プレーンキット メッサーシュミット Bf-109 (Guillows)
ゴム動力プレーンキット 中島二式水上戦闘機 A6M2-N (Guillows)
ゴム動力プレーンキット スーパーマリン スピットファイア MK 1A (Guillows)
ミニュｰム スｰパｰデカスロン プレｰンセット(イエロｰ)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP コンパチブル仕様（ブルー)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP(レッド) コンパチブル仕様
カルマートアルファ40トレーナー（ブルー）

ゴム動力プレーンキット メッサーシュミット Bf-109 (Guillows)
ゴム動力プレーンキット 中島二式水上戦闘機 A6M2-N (Guillows)
ゴム動力プレーンキット スーパーマリン スピットファイア MK 1A (Guillows)
ミニュｰム スｰパｰデカスロン プレｰンセット(イエロｰ)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP コンパチブル仕様（ブルー)
カルマート アルファ40 スポーツEP/GP(レッド) コンパチブル仕様
カルマートアルファ40トレーナー（ブルー）

￥2,079
￥2,079
￥2,079
￥8,610
￥12,051
￥12,051
￥12,168

￥2,079
￥2,079
￥2,079
￥8,610
￥12,051
￥12,051
￥12,168

￥2,079
￥2,079
￥2,079
￥8,610
￥12,051
￥12,051
￥12,168

カルマートアルファ40トレーナー（レッド）
エアリウム ゼロ戦21型 VE29 PIP 灰緑色
エアリウム 零戦21型 VE29 PIP (グリーン) キット
プリマクラッセシリーズ ウイングドラゴン EP750 レディセット
ミニュｰムワｰバ ドー ゼロ戦 レディー セット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 PIPキット
ミニュームスピットファイヤー
スウィングDL 1000 Ver2 PIPキット オラカバ仕様
U CAN FLY 1400 PIP ﾄﾚｰﾅｰ (ﾚｯﾄﾞ)

カルマートアルファ40トレーナー（レッド）
エアリウム ゼロ戦21型 VE29 PIP 灰緑色
エアリウム 零戦21型 VE29 PIP (グリーン) キット
プリマクラッセシリーズ ウイングドラゴン EP750 レディセット
ミニュｰムワｰバ ドー ゼロ戦 レディー セット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 PIPキット
ミニュームスピットファイヤー
スウィングDL 1000 Ver2 PIPキット オラカバ仕様
U CAN FLY 1400 PIP ﾄﾚｰﾅｰ (ﾚｯﾄﾞ)

カルマートアルファ40トレーナー（レッド）
エアリウム ゼロ戦21型 VE29 PIP 灰緑色
エアリウム 零戦21型 VE29 PIP (グリーン) キット
プリマクラッセシリーズ ウイングドラゴン EP750 レディセット
ミニュｰムワｰバ ドー ゼロ戦 レディー セット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 PIPキット
ミニュームスピットファイヤー
スウィングDL 1000 Ver2 PIPキット オラカバ仕様
U CAN FLY 1400 PIP ﾄﾚｰﾅｰ (ﾚｯﾄﾞ)

￥12,168
￥12,772
￥12,875
￥13,627
￥14,729
￥14,729
￥15,759
￥15,900
￥18,200

￥12,168
￥12,772
￥12,875
￥13,627
￥14,729
￥14,729
￥15,759
￥15,900
￥18,200

￥12,168
￥12,772
￥12,875
￥13,627
￥14,729
￥14,729
￥15,759
￥15,900
￥18,200

U CAN FLY 1400 PIP トレｰナｰ (ブルｰ)
DIAMOND EP2000 (Phoenix Model)
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (ブルー）
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (レッド)
フォッケウルフ FW190 EP1100 PIP
FUTURE 3D 50 EP/GP (Phoenix Model)
Gee Bee Type-Z EP 1000 PIP
ピッツスペシャルEP1000 PIPレッド
ミニモア EP2000 PIP

U CAN FLY 1400 PIP トレｰナｰ (ブルｰ)
DIAMOND EP2000 (Phoenix Model)
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (ブルー）
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (レッド)
フォッケウルフ FW190 EP1100 PIP
FUTURE 3D 50 EP/GP (Phoenix Model)
Gee Bee Type-Z EP 1000 PIP
ピッツスペシャルEP1000 PIPレッド
ミニモア EP2000 PIP

U CAN FLY 1400 PIP トレｰナｰ (ブルｰ)
DIAMOND EP2000 (Phoenix Model)
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (ブルー）
カルマート アルファー60 スポーツ EP/GP (レッド)
フォッケウルフ FW190 EP1100 PIP
FUTURE 3D 50 EP/GP (Phoenix Model)
Gee Bee Type-Z EP 1000 PIP
ピッツスペシャルEP1000 PIPレッド
ミニモア EP2000 PIP

￥18,200
￥18,849
￥18,849
￥18,849
￥20,085
￥20,394
￥20,394
￥21,198
￥21,198

￥18,200
￥18,849
￥18,849
￥18,849
￥20,085
￥20,394
￥20,394
￥21,198
￥21,198

￥18,200
￥18,849
￥18,849
￥18,849
￥20,085
￥20,394
￥20,394
￥21,198
￥21,198

ピッツスペシャルEP1000 PIPブラック
エアリウムゼロ戦21型(グリーン) VE29バッテリー、充電器付レディセット
エアリウムゼロ戦21型(ライトグレー) VE29バッテリー、充電器付レディセット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 レディセット
インポートシリーズ500クラス　セスナ182トレーナーPIP
エスバッハ50　342　EP/GP
A6M2 零式艦上戦闘機 52型 50 EP/GP
SQS ワーバードシリーズ F4U コルセア EP/GP90 ARFキット
SQS ﾏｯｷ M33 50EP

ピッツスペシャルEP1000 PIPブラック
エアリウムゼロ戦21型(グリーン) VE29バッテリー、充電器付レディセット
エアリウムゼロ戦21型(ライトグレー) VE29バッテリー、充電器付レディセット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 レディセット
インポートシリーズ500クラス　セスナ182トレーナーPIP
エスバッハ50　342　EP/GP
A6M2 零式艦上戦闘機 52型 50 EP/GP
SQS ワーバードシリーズ F4U コルセア EP/GP90 ARFキット
SQS ﾏｯｷ M33 50EP

ピッツスペシャルEP1000 PIPブラック
エアリウムゼロ戦21型(グリーン) VE29バッテリー、充電器付レディセット
エアリウムゼロ戦21型(ライトグレー) VE29バッテリー、充電器付レディセット
プリマクラッセシリーズ フォッカー Dr.1 EP400 レディセット
インポートシリーズ500クラス　セスナ182トレーナーPIP
エスバッハ50　342　EP/GP
A6M2 零式艦上戦闘機 52型 50 EP/GP
SQS ワーバードシリーズ F4U コルセア EP/GP90 ARFキット
SQS ﾏｯｷ M33 50EP

￥21,198
￥21,321
￥21,321
￥21,527
￥22,712
￥24,926
￥32,500
￥34,814
￥46,721

￥21,198
￥21,321
￥21,321
￥21,527
￥22,712
￥24,926
￥32,500
￥34,814
￥46,721

￥21,198
￥21,321
￥21,321
￥21,527
￥22,712
￥24,926
￥32,500
￥34,814
￥46,721

[00106950]SkyLeaf(赤) 半完成キット+4サーボセット (S3072HV×4サーボ）
[00106951]SkyLeaf(青)半完成キット+4サーボセット (S3072HV×4サーボ）
[106967]SKYLEAF スカイリーフGP 4サイクル62クラス半完成キット+S3072×5
[106968]SKYLEAF 電動アクロ Samba + S3072HVx4
[106970]SKYLEAF スカイリーフ ピンク半完成キット+S3072HV×4+MC970+MOTOR
[00106971]SKYLEAF スカイリーフマスター スポーツトレーナー低翼 エンジン機 サーボ付
[00106972]SKYLEAF スカイリーフマスター スポーツトレーナー低翼 電動機 サーボ付
[00106973]SKYLEAF スカイリーフマスター スポーツトレーナー低翼 エンジン機 キット

￥34,917
￥34,917
￥36,311
￥36,771
￥52,397
￥44,982
￥40,851
￥27,081

[00106974]SKYLEAF スカイリーフマスター スポーツトレーナー低翼 電動機 キット
[F00106978]SKYLEAF スカイリーフ 赤 55インチ電動機半完成キット
[F00106979]SKYLEAF スカイリーフ 青 55インチ電動機半完成キット
[106980]SKYLEAF スカイリーフＧＰ ４サイクル６２クラス半完成キット
[106981]SKYLEAF 電動アクロ Samba
[00107012]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 電動機フルセット送信機+アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107013]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 電動機フルセット送信機+アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107014]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 電動機 アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107015]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 電動機 アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107016]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 電動機 サーボ付セット
[00107017]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 電動機 サーボ付セット

￥27,081
￥25,740
￥25,740
￥26,660
￥27,579
￥89,964
￥89,964
￥62,424
￥62,424
￥37,638
￥37,638

[F00107018]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 キット(電動/エンジン共通)
[00107020]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 エンジン機 フルセット 送信機+エンジン+サーボ付セット
[00107021]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 エンジン機 フルセット 送信機+エンジン+サーボ付セット
[00107022]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 エンジン機 エンジン+サーボ付セット
[00107023]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 エンジン機 エンジン+サーボ付セット
[00107024]SKYLEAF スカイリーフクラシック 赤 エンジン機 サーボ付セット
[00107025]SKYLEAF スカイリーフクラシック 青 エンジン機 サーボ付セット
[00107026]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上電動機 送信機+アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107027]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上電動機 アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107028]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上電動機 サーボ付セット
[00107030]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上エンジン機 送信機+アンプ+モーター+サーボセット

￥24,000
￥89,046
￥89,046
￥61,965
￥61,965
￥41,765
￥41,769
￥100,062
￥72,522
￥47,736
￥99,144

[00107031]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上エンジン機 アンプ+モーター+サーボ付セット
[00107032]SKYLEAF スカイリーフクラシックSEA 水上エンジン機 サーボ付セット
[00107011]SKYLEAF スカイリーフビック 大型60CCガソリン機 キット
Sky Leaf BP GP・EPキット
Sky Leaf GPサーボ付セット
Sky Leaf EPサーボ付セット
Sky Leaf EPP キットのみ
Sky Leaf EPP サーボ付セット
Samba EPP キットのみ
Samba EPP サーボ付セット

￥72,063
￥51,867
￥105,570

[TS0132]1/3 ミニモア 完全完成機
[TS0133]Ka-8c 1/3キット
[TS0134]Ka-8c スーパーライト1/3　生地完成機
[TS0135]1/3 Ka-8c スーパーライト　完全完成機
[TS0136]ABENT(アーベント)
[TS0137]1/5 グルナウベビー2B
[TS0080]1/7.5 ミニモア 400
[TS0142]1/5 ツイン・アクロ　3.6M　生地完成機
[TS0143]1/5 ツイン・アクロ　3.6M 完成機

[TS0132]1/3 ミニモア 完全完成機
[TS0133]Ka-8c 1/3キット
[TS0134]Ka-8c スーパーライト1/3　生地完成機
[TS0135]1/3 Ka-8c スーパーライト　完全完成機
[TS0136]ABENT(アーベント)
[TS0137]1/5 グルナウベビー2B
[TS0080]1/7.5 ミニモア 400
[TS0142]1/5 ツイン・アクロ　3.6M　生地完成機
[TS0143]1/5 ツイン・アクロ　3.6M 完成機

[TS0132]1/3 ミニモア 完全完成機
[TS0133]Ka-8c 1/3キット
[TS0134]Ka-8c スーパーライト1/3　生地完成機
[TS0135]1/3 Ka-8c スーパーライト　完全完成機
[TS0136]ABENT(アーベント)
[TS0137]1/5 グルナウベビー2B
[TS0080]1/7.5 ミニモア 400
[TS0142]1/5 ツイン・アクロ　3.6M　生地完成機
[TS0143]1/5 ツイン・アクロ　3.6M 完成機

￥756,000
￥92,000
￥324,000
￥540,000
￥36,900
￥35,000
￥21,500
￥97,200
￥129,600

￥756,000
￥92,000
￥324,000
￥540,000
￥36,900
￥35,000
￥21,500
￥97,200
￥129,600

￥756,000
￥92,000
￥324,000
￥540,000
￥36,900
￥35,000
￥21,500
￥97,200
￥129,600

[TS0149]1/5 ツイン・アクロ　3.6M キット
[TS0150]1/7.5 三田式３型改１
[TS0152]YUGA premium (ユーガ プレミアム)
[TS0160]プロムナード号
[TS0160-1]プロムナード号 エルロン式
[TS0180]フェイバリット
[TS0200]1/6 ツイン・アクロ(準完成)
[TS0200-2]1/6 ツイン・アクロ(キット)
[TS0210]1/7.5 ミニウルフ
[TS0330]1/10 ピラタス B4-400
[TS0340]1/6 ピラタスB4

[TS0149]1/5 ツイン・アクロ　3.6M キット
[TS0150]1/7.5 三田式３型改１
[TS0152]YUGA premium (ユーガ プレミアム)
[TS0160]プロムナード号
[TS0160-1]プロムナード号 エルロン式
[TS0180]フェイバリット
[TS0200]1/6 ツイン・アクロ(準完成)
[TS0200-2]1/6 ツイン・アクロ(キット)
[TS0210]1/7.5 ミニウルフ
[TS0330]1/10 ピラタス B4-400
[TS0340]1/6 ピラタスB4

[TS0149]1/5 ツイン・アクロ　3.6M キット
[TS0150]1/7.5 三田式３型改１
[TS0152]YUGA premium (ユーガ プレミアム)
[TS0160]プロムナード号
[TS0160-1]プロムナード号 エルロン式
[TS0180]フェイバリット
[TS0200]1/6 ツイン・アクロ(準完成)
[TS0200-2]1/6 ツイン・アクロ(キット)
[TS0210]1/7.5 ミニウルフ
[TS0330]1/10 ピラタス B4-400
[TS0340]1/6 ピラタスB4

￥68,000
￥21,500
￥26,200
￥7,800
￥9,500
￥19,200
￥66,000
￥43,700
￥15,500
￥15,500
￥37,000

￥68,000
￥21,500
￥26,200
￥7,800
￥9,500
￥19,200
￥66,000
￥43,700
￥15,500
￥15,500
￥37,000

￥68,000
￥21,500
￥26,200
￥7,800
￥9,500
￥19,200
￥66,000
￥43,700
￥15,500
￥15,500
￥37,000

[TS0340-1]ピラタスB4　1/6　準完成機
[TS0700]1/6 Ka8b ソロ
[TS1000]1/10 ツイン・アクロ400(キット)
[TS1000-1]1/10 ツイン・アクロ400(準完成)
[TS1400-1]1/10 ASK21(キット)
[TS1400-2]1/10 ASK21(準完成)
[TS16000-1]1/5 ミニモア 生地完成機
[TS16000-2]1/5 ミニモア 完全完成機
[TS1700]1/7.5 Ka8b ジュニア
[TS1800]1/7.5 グルナウベビー2B
[TS0020-9]ライハー　準完成機・ハイグレード仕様

[TS0340-1]ピラタスB4　1/6　準完成機
[TS0700]1/6 Ka8b ソロ
[TS1000]1/10 ツイン・アクロ400(キット)
[TS1000-1]1/10 ツイン・アクロ400(準完成)
[TS1400-1]1/10 ASK21(キット)
[TS1400-2]1/10 ASK21(準完成)
[TS16000-1]1/5 ミニモア 生地完成機
[TS16000-2]1/5 ミニモア 完全完成機
[TS1700]1/7.5 Ka8b ジュニア
[TS1800]1/7.5 グルナウベビー2B
[TS0020-9]ライハー　準完成機・ハイグレード仕様

[TS0340-1]ピラタスB4　1/6　準完成機
[TS0700]1/6 Ka8b ソロ
[TS1000]1/10 ツイン・アクロ400(キット)
[TS1000-1]1/10 ツイン・アクロ400(準完成)
[TS1400-1]1/10 ASK21(キット)
[TS1400-2]1/10 ASK21(準完成)
[TS16000-1]1/5 ミニモア 生地完成機
[TS16000-2]1/5 ミニモア 完全完成機
[TS1700]1/7.5 Ka8b ジュニア
[TS1800]1/7.5 グルナウベビー2B
[TS0020-9]ライハー　準完成機・ハイグレード仕様

￥58,500
￥22,300
￥21,300
￥38,800
￥17,500
￥35,900
￥151,200
￥237,600
￥15,500
￥12,600
￥66,000

￥58,500
￥22,300
￥21,300
￥38,800
￥17,500
￥35,900
￥151,200
￥237,600
￥15,500
￥12,600
￥66,000

￥58,500
￥22,300
￥21,300
￥38,800
￥17,500
￥35,900
￥151,200
￥237,600
￥15,500
￥12,600
￥66,000

[TS0020-10]ライハー　準完成機
[TS21000]ゲッピンゲン１型ウルフ
[TS21000-1]ゲッピンゲン１型ウルフ 生地完成機
[TS21000-2]ゲッピンゲン１型ウルフ 完全完成機
[TS13000]アーバン
[TS13000-5]アーバンエルロンバージョン
[TS13000-6]アーバンXC
[TS16000]1/5 ミニモア

[TS0020-10]ライハー　準完成機
[TS21000]ゲッピンゲン１型ウルフ
[TS21000-1]ゲッピンゲン１型ウルフ 生地完成機
[TS21000-2]ゲッピンゲン１型ウルフ 完全完成機
[TS13000]アーバン
[TS13000-5]アーバンエルロンバージョン
[TS13000-6]アーバンXC
[TS16000]1/5 ミニモア

[TS0020-10]ライハー　準完成機
[TS21000]ゲッピンゲン１型ウルフ
[TS21000-1]ゲッピンゲン１型ウルフ 生地完成機
[TS21000-2]ゲッピンゲン１型ウルフ 完全完成機
[TS13000]アーバン
[TS13000-5]アーバンエルロンバージョン
[TS13000-6]アーバンXC
[TS16000]1/5 ミニモア

￥45,684
￥34,992
￥129,600
￥194,400
￥10,500
￥15,200
￥17,500
￥63,000

￥45,684
￥34,992
￥129,600
￥194,400
￥10,500
￥15,200
￥17,500
￥63,000

￥45,684
￥34,992
￥129,600
￥194,400
￥10,500
￥15,200
￥17,500
￥63,000

[1]ルーキー R-10SR
[T00002]ルーキー R-20SR
[3]ルーキー R-40SR
[11]サーカス　ＣＳ－１０ＳＲ
[12]サーカス CS-20SR
[13]サーカス CS-40SR
[41]フラミンゴ FG-10SR
[42]フラミンゴ FG-20SR
[43]フラミンゴ FG-40SR
[52]イーグレット ET-25SR
[53]イーグレット ET-45SR
[105]ノバ・アクロ－５０ NA-50
[T00106]ターゲット TG-4C-50
[107]ターゲット TG-4C-80
[151]コンドル CR-10SR
[152]コンドル CR-20SR
[153]コンドル CR-40SR
[T00154]コンドル CR-60SR
[162]バレリーナ BN-20SR
[163]バレリーナ BN-40SR
[T00172]バレリーナ BN-4C-20

[1]ルーキー R-10SR
[T00002]ルーキー R-20SR
[3]ルーキー R-40SR
[11]サーカス　ＣＳ－１０ＳＲ
[12]サーカス CS-20SR
[13]サーカス CS-40SR
[41]フラミンゴ FG-10SR
[42]フラミンゴ FG-20SR
[43]フラミンゴ FG-40SR
[52]イーグレット ET-25SR
[53]イーグレット ET-45SR
[105]ノバ・アクロ－５０ NA-50
[T00106]ターゲット TG-4C-50
[107]ターゲット TG-4C-80
[151]コンドル CR-10SR
[152]コンドル CR-20SR
[153]コンドル CR-40SR
[T00154]コンドル CR-60SR
[162]バレリーナ BN-20SR
[163]バレリーナ BN-40SR
[T00172]バレリーナ BN-4C-20

[1]ルーキー R-10SR
[T00002]ルーキー R-20SR
[3]ルーキー R-40SR
[11]サーカス　ＣＳ－１０ＳＲ
[12]サーカス CS-20SR
[13]サーカス CS-40SR
[41]フラミンゴ FG-10SR
[42]フラミンゴ FG-20SR
[43]フラミンゴ FG-40SR
[52]イーグレット ET-25SR
[53]イーグレット ET-45SR
[105]ノバ・アクロ－５０ NA-50
[T00106]ターゲット TG-4C-50
[107]ターゲット TG-4C-80
[151]コンドル CR-10SR
[152]コンドル CR-20SR
[153]コンドル CR-40SR
[T00154]コンドル CR-60SR
[162]バレリーナ BN-20SR
[163]バレリーナ BN-40SR
[T00172]バレリーナ BN-4C-20

￥5,628
￥6,762
￥12,618
￥6,174
￥7,350
￥13,339
￥6,174
￥7,350
￥14,420
￥7,718
￥13,339
￥14,060
￥12,850
￥18,170
￥6,930
￥8,820
￥15,719
￥20,559
￥9,408
￥15,141
￥6,880

￥5,628
￥6,762
￥12,618
￥6,174
￥7,350
￥13,339
￥6,174
￥7,350
￥14,420
￥7,718
￥13,339
￥14,060
￥12,850
￥18,170
￥6,930
￥8,820
￥15,719
￥20,559
￥9,408
￥15,141
￥6,880

￥5,628
￥6,762
￥12,618
￥6,174
￥7,350
￥13,339
￥6,174
￥7,350
￥14,420
￥7,718
￥13,339
￥14,060
￥12,850
￥18,170
￥6,930
￥8,820
￥15,719
￥20,559
￥9,408
￥15,141
￥6,880

[193]オリゾン HO-4C-50
[194]オリゾン HO-4C-90
[195]オリゾン HO-10SR
[196]オリゾン HO-25SR
[197]オリゾン HO-45SR
[T00203]スホーイ26M　SU-4C-50
[204]スホーイ・２６Ｍ　SU-4C-90
[208]ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ T-27 ﾂｶｰﾉ EM-4C-120
[217]エクストラ 300S ER-4C-50
[T00218]エクストラ　300S　ER-4C-90
[221]ｽｰﾊﾟｰﾏﾘﾝ･ｽﾋﾟｯﾄﾌｧｲﾔｰ MK.V SF-4c-50
[225]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-10SR
[226]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-25SR
[227]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-45SR
[228]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-4C-120
[233]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-45SR
[234]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-60
[235]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-4C-50
[237]フライベビー50 FB-4C-50
[238]フライベビー FB-4C-30
[239]フライベビー FB-4C-90
[240]パイパーＪ３カブ PC-4C-30
[241]パイパーＪ３カブ PJ-4C-90

[193]オリゾン HO-4C-50
[194]オリゾン HO-4C-90
[195]オリゾン HO-10SR
[196]オリゾン HO-25SR
[197]オリゾン HO-45SR
[T00203]スホーイ26M　SU-4C-50
[204]スホーイ・２６Ｍ　SU-4C-90
[208]ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ T-27 ﾂｶｰﾉ EM-4C-120
[217]エクストラ 300S ER-4C-50
[T00218]エクストラ　300S　ER-4C-90
[221]ｽｰﾊﾟｰﾏﾘﾝ･ｽﾋﾟｯﾄﾌｧｲﾔｰ MK.V SF-4c-50
[225]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-10SR
[226]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-25SR
[227]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-45SR
[228]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-4C-120
[233]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-45SR
[234]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-60
[235]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-4C-50
[237]フライベビー50 FB-4C-50
[238]フライベビー FB-4C-30
[239]フライベビー FB-4C-90
[240]パイパーＪ３カブ PC-4C-30
[241]パイパーＪ３カブ PJ-4C-90

[193]オリゾン HO-4C-50
[194]オリゾン HO-4C-90
[195]オリゾン HO-10SR
[196]オリゾン HO-25SR
[197]オリゾン HO-45SR
[T00203]スホーイ26M　SU-4C-50
[204]スホーイ・２６Ｍ　SU-4C-90
[208]ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ T-27 ﾂｶｰﾉ EM-4C-120
[217]エクストラ 300S ER-4C-50
[T00218]エクストラ　300S　ER-4C-90
[221]ｽｰﾊﾟｰﾏﾘﾝ･ｽﾋﾟｯﾄﾌｧｲﾔｰ MK.V SF-4c-50
[225]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-10SR
[226]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-25SR
[227]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-45SR
[228]ｽﾞﾘﾝ Z526 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ ZN-4C-120
[233]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-45SR
[234]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-60
[235]ｾｽﾅ 182 ｽｶｲﾚｰﾝ SL-4C-50
[237]フライベビー50 FB-4C-50
[238]フライベビー FB-4C-30
[239]フライベビー FB-4C-90
[240]パイパーＪ３カブ PC-4C-30
[241]パイパーＪ３カブ PJ-4C-90

￥10,671
￥19,828
￥6,983
￥9,408
￥16,656
￥14,132
￥21,486
￥27,398
￥14,132
￥21,470
￥14,420
￥8,526
￥12,618
￥16,944
￥27,398
￥18,746
￥28,840
￥15,141
￥13,699
￥10,671
￥21,486
￥9,923
￥21,486

￥10,671
￥19,828
￥6,983
￥9,408
￥16,656
￥14,132
￥21,486
￥27,398
￥14,132
￥21,470
￥14,420
￥8,526
￥12,618
￥16,944
￥27,398
￥18,746
￥28,840
￥15,141
￥13,699
￥10,671
￥21,486
￥9,923
￥21,486

￥10,671
￥19,828
￥6,983
￥9,408
￥16,656
￥14,132
￥21,486
￥27,398
￥14,132
￥21,470
￥14,420
￥8,526
￥12,618
￥16,944
￥27,398
￥18,746
￥28,840
￥15,141
￥13,699
￥10,671
￥21,486
￥9,923
￥21,486

[242]パイパーＪ３カブ PJ-4C-50
[247]紫電改　ＳＫ－４Ｃ－５０
[251]飛燕 二型 HN-10SR
[252]飛燕　二型 HN-20
[253]キ６１ ３式戦闘機 飛燕 HN-4C-50
[256]疾風　HY-4C-50
[257]疾風　HY-4C-90
[T00263]零戦 二二型 O-4C-50
[T00264]零戦　二二型　O-4C-90
[283]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-70
[284]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-
[292]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-25SR
[293]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-4C-50
[303]瑞雲4C-120
[305]２式水上戦闘機 2S-4C-90
[T00306]２式水上戦闘機 2S-4C-50
[315]シーライン SN-4C-80
[316]シーライン SN-4C-120
[322]シーハンター　ＳＨ－２５ＳＲ
[323]シーハンター SH-45SR
[324]シーハンター SH-60SR
[351]ツインラーク TL-10SR
[352]ツインラーク TL-25SR

[242]パイパーＪ３カブ PJ-4C-50
[247]紫電改　ＳＫ－４Ｃ－５０
[251]飛燕 二型 HN-10SR
[252]飛燕　二型 HN-20
[253]キ６１ ３式戦闘機 飛燕 HN-4C-50
[256]疾風　HY-4C-50
[257]疾風　HY-4C-90
[T00263]零戦 二二型 O-4C-50
[T00264]零戦　二二型　O-4C-90
[283]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-70
[284]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-
[292]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-25SR
[293]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-4C-50
[303]瑞雲4C-120
[305]２式水上戦闘機 2S-4C-90
[T00306]２式水上戦闘機 2S-4C-50
[315]シーライン SN-4C-80
[316]シーライン SN-4C-120
[322]シーハンター　ＳＨ－２５ＳＲ
[323]シーハンター SH-45SR
[324]シーハンター SH-60SR
[351]ツインラーク TL-10SR
[352]ツインラーク TL-25SR

[242]パイパーＪ３カブ PJ-4C-50
[247]紫電改　ＳＫ－４Ｃ－５０
[251]飛燕 二型 HN-10SR
[252]飛燕　二型 HN-20
[253]キ６１ ３式戦闘機 飛燕 HN-4C-50
[256]疾風　HY-4C-50
[257]疾風　HY-4C-90
[T00263]零戦 二二型 O-4C-50
[T00264]零戦　二二型　O-4C-90
[283]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-70
[284]ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ P-51D ﾑｽﾀﾝｸﾞ MG-4C-
[292]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-25SR
[293]ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ BF-109E ME-4C-50
[303]瑞雲4C-120
[305]２式水上戦闘機 2S-4C-90
[T00306]２式水上戦闘機 2S-4C-50
[315]シーライン SN-4C-80
[316]シーライン SN-4C-120
[322]シーハンター　ＳＨ－２５ＳＲ
[323]シーハンター SH-45SR
[324]シーハンター SH-60SR
[351]ツインラーク TL-10SR
[352]ツインラーク TL-25SR

￥12,978
￥14,132
￥9,261
￥12,618
￥14,132
￥14,132
￥23,793
￥15,400
￥24,255
￥18,602
￥14,420
￥12,618
￥14,420
￥39,367
￥32,445
￥22,022
￥24,226
￥29,561
￥15,141
￥21,270
￥27,398
￥12,113
￥16,656

￥12,978
￥14,132
￥9,261
￥12,618
￥14,132
￥14,132
￥23,793
￥15,400
￥24,255
￥18,602
￥14,420
￥12,618
￥14,420
￥39,367
￥32,445
￥22,022
￥24,226
￥29,561
￥15,141
￥21,270
￥27,398
￥12,113
￥16,656

￥12,978
￥14,132
￥9,261
￥12,618
￥14,132
￥14,132
￥23,793
￥15,400
￥24,255
￥18,602
￥14,420
￥12,618
￥14,420
￥39,367
￥32,445
￥22,022
￥24,226
￥29,561
￥15,141
￥21,270
￥27,398
￥12,113
￥16,656

[361]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-10SR (双発機)
[362]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-30SR (双発機)
[381]スターレット ST-10SR
[382]スターレット ST-25SR
[383]スターレット ST-45SR
[388]シグニット CY-4C-50
[389]シグニット CY-4C-90
[391]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-15SR (双発飛行艇)
[392]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-30SR (双発飛行艇)
[T0500]プロフィール　ズリン10SR　PZ-10
[T00501]プロフィール ベアキャット PB-10SR
[503]プロフィール　飛燕　ＰＮ－１
[524]ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ｽﾎｰｲ 31M (PS-4C-50)
[702]ミラ　２８　ＭＲ－２８Ｅ
[712]ルーナ　２８　ＬＮ－２８Ｅ
[722]ベガ　２８　ＶＧ－２８Ｅ
[732]ピラタス　ターボポーター　EP
[743]エルフィン　４００　ＥＮ－４
[T00753]ノバ 400 NV-400
[763]ﾌｫﾙｸｽﾌﾟﾚｰﾝ VP-1 400E
[773]エクストラ 300S ER-400E
[783]パイパーＪ３カブ　ＰＪ－４０

[361]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-10SR (双発機)
[362]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-30SR (双発機)
[381]スターレット ST-10SR
[382]スターレット ST-25SR
[383]スターレット ST-45SR
[388]シグニット CY-4C-50
[389]シグニット CY-4C-90
[391]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-15SR (双発飛行艇)
[392]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-30SR (双発飛行艇)
[T0500]プロフィール　ズリン10SR　PZ-10
[T00501]プロフィール ベアキャット PB-10SR
[503]プロフィール　飛燕　ＰＮ－１
[524]ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ｽﾎｰｲ 31M (PS-4C-50)
[702]ミラ　２８　ＭＲ－２８Ｅ
[712]ルーナ　２８　ＬＮ－２８Ｅ
[722]ベガ　２８　ＶＧ－２８Ｅ
[732]ピラタス　ターボポーター　EP
[743]エルフィン　４００　ＥＮ－４
[T00753]ノバ 400 NV-400
[763]ﾌｫﾙｸｽﾌﾟﾚｰﾝ VP-1 400E
[773]エクストラ 300S ER-400E
[783]パイパーＪ３カブ　ＰＪ－４０

[361]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-10SR (双発機)
[362]ﾂｲﾝﾎｰﾈｯﾄ TH-30SR (双発機)
[381]スターレット ST-10SR
[382]スターレット ST-25SR
[383]スターレット ST-45SR
[388]シグニット CY-4C-50
[389]シグニット CY-4C-90
[391]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-15SR (双発飛行艇)
[392]ﾂｲﾝﾏﾘｰﾅ TM-30SR (双発飛行艇)
[T0500]プロフィール　ズリン10SR　PZ-10
[T00501]プロフィール ベアキャット PB-10SR
[503]プロフィール　飛燕　ＰＮ－１
[524]ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ｽﾎｰｲ 31M (PS-4C-50)
[702]ミラ　２８　ＭＲ－２８Ｅ
[712]ルーナ　２８　ＬＮ－２８Ｅ
[722]ベガ　２８　ＶＧ－２８Ｅ
[732]ピラタス　ターボポーター　EP
[743]エルフィン　４００　ＥＮ－４
[T00753]ノバ 400 NV-400
[763]ﾌｫﾙｸｽﾌﾟﾚｰﾝ VP-1 400E
[773]エクストラ 300S ER-400E
[783]パイパーＪ３カブ　ＰＪ－４０

￥12,113
￥19,107
￥9,261
￥12,618
￥16,583
￥15,141
￥23,072
￥16,656
￥28,840
￥6,800
￥7,560
￥7,350
￥7,718
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,880
￥6,314
￥5,439
￥5,880
￥5,880

￥12,113
￥19,107
￥9,261
￥12,618
￥16,583
￥15,141
￥23,072
￥16,656
￥28,840
￥6,800
￥7,560
￥7,350
￥7,718
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,880
￥6,314
￥5,439
￥5,880
￥5,880

￥12,113
￥19,107
￥9,261
￥12,618
￥16,583
￥15,141
￥23,072
￥16,656
￥28,840
￥6,800
￥7,560
￥7,350
￥7,718
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,292
￥5,880
￥6,314
￥5,439
￥5,880
￥5,880

[FMS007]CESSNA(セスナ)182 ARF(1410mm)
[FMS008]Big P-51D(レッド) ARF(1440mm)
[FMS009]F-18　ARF(670mm)
[FMS010]F-15(ブルー） ARF(710mm)
[FMS016]mini P51D ARF(800mm)
[FMS018]Big スピットファイア(1400mm)
[FMS021]mini Spitfire(スピットファイア）　ARF（800mm)
[FMS027]mini P47 ARF(750mm)
[FMS029]STUKA(シュツーカ) JU-G2 ARF(1400mm)
[FMS030]BIG T28 ARF(1400mm)

￥23,760
￥27,604
￥18,437
￥18,437
￥10,815
￥27,707
￥10,815
￥10,815
￥27,707
￥28,737

[FMS032]mini T28
[FMS100]BIGゼロ戦(ｸﾞﾘｰﾝ)　ARF(1440mm)
[FMS101]mini ゼロ戦(ｸﾞﾘｰﾝ)　ARF(750mm)
[FMS108]Big P51D(イエロー）　ARF(1400mm)
[FMS109]Big P51D(ブルー）　ARF(1400mm)
[FMS112]Big P40(カモフラージュ) ARF(1400mm)
[FMS113]Big P40 ARF(1400mm)
[FMS114]mini P-40(カモフラージュ) ARF(800mm)
[FMS119]Big P47 ARF(1400mm)
[FMS122]mini F4Uコルセア　ARF(800mm)
[FMS124]Big F4U ARF(1400mm)
[MJ305-GRN]FMS-BIG BIG Zero22型 メイン ランディングギア左右セット

￥10,815
￥33,372
￥12,360
￥27,707
￥27,604
￥27,707
￥27,707
￥10,815
￥28,737
￥10,815
￥28,737
￥1,950

[HM025]アルティマ　ＥＰＰ　ＨＶ
[HM033]55インチ　Sbach342　ver2　Aタイプ
[HM039]TryEX330SC Aタイプ(トライ・イーエックス)
[HM040]TryEX330SC Bタイプ(トライ・イーエックス)
[HM041]TryEX330SC Cタイプ(トライ・イーエックス)
[HM042]レイバード 70EV
[HM043]60インチ　バンブーEV
[HM044]55インチ　エクストラ330SC
[HM045]48インチ　エクストラ330SC　EPP
[HM046]48インチEDGE540EPP(Aタイプ)
[HM047]48インチEDGE540EPP(Bタイプ)
[HM048]48インチ エスバッハ342EPP(Aタイプ)
[HM049]48インチ エスバッハ342EPP(Bタイプ)
[HM050]48インチ エスバッハ342EPP(Cタイプ)
[HM051]【Aタイプ】プライマス EPP　HV　48インチ Ver.5
[HM052]【Bタイプ】プライマス EPP　HV　48インチ Ver.5

￥16,300
￥24,514
￥19,364
￥19,364
￥19,364
￥33,784
￥30,694
￥24,514
￥16,274
￥17,300
￥17,300
￥17,300
￥17,300
￥17,300
￥16,300
￥16,300

[HM053]【Cタイプ】プライマス EPP　HV　48インチ Ver.5
[HM054]プロフィール・プライマス70【Aタイプ】
[HM055]プロフィール・プライマス70【Bタイプ】
[HM056] プロフィール・プライマス70【Cタイプ】
[HM057]バンブー EPP・BX　39インチ
[HM058]39インチ　エッジ540 EPP・BX　Aタイプ
[HM059]39インチ　エッジ540 EPP・BX　Bタイプ

￥16,300
￥27,800
￥27,800
￥27,800
￥12,300
￥14,300
￥14,300

[H001]プレイリー号キット
[H002]プレイリー号L（エルロンバージョン）
[H003]スカイカンガルー号キット
[H004]スバル09号キット
[H005]モスキートモス号キット
[H006]ハミングカブ号キット
[H007]スカイウオーク２キット

[H001]プレイリー号キット
[H002]プレイリー号L（エルロンバージョン）
[H003]スカイカンガルー号キット
[H004]スバル09号キット
[H005]モスキートモス号キット
[H006]ハミングカブ号キット
[H007]スカイウオーク２キット

[H001]プレイリー号キット
[H002]プレイリー号L（エルロンバージョン）
[H003]スカイカンガルー号キット
[H004]スバル09号キット
[H005]モスキートモス号キット
[H006]ハミングカブ号キット
[H007]スカイウオーク２キット

￥5,513
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥5,844
￥5,635

￥5,513
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥5,844
￥5,635

￥5,513
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥6,020
￥5,844
￥5,635

[H008]ホープ26キット
[H023]Eプレイリーキット
[H026]ＥプレイリーＬキット
[H033]オテンバ ジーピー
[H034]オテンバEP-C　ニッケル、ニッカド仕様(モーター付)
[H035]オテンバEP-D Lipo3セル仕様(モーター付)
[H040]スカイパピィ
[H042]スカイチョビィ
[H044]ホリディ　小型SALグライダー

[H008]ホープ26キット
[H023]Eプレイリーキット
[H026]ＥプレイリーＬキット
[H033]オテンバ ジーピー
[H034]オテンバEP-C　ニッケル、ニッカド仕様(モーター付)
[H035]オテンバEP-D Lipo3セル仕様(モーター付)
[H040]スカイパピィ
[H042]スカイチョビィ
[H044]ホリディ　小型SALグライダー

[H008]ホープ26キット
[H023]Eプレイリーキット
[H026]ＥプレイリーＬキット
[H033]オテンバ ジーピー
[H034]オテンバEP-C　ニッケル、ニッカド仕様(モーター付)
[H035]オテンバEP-D Lipo3セル仕様(モーター付)
[H040]スカイパピィ
[H042]スカイチョビィ
[H044]ホリディ　小型SALグライダー

￥7,178
￥8,600
￥9,482
￥6,946
￥10,265
￥10,265
￥6,127
￥6,600
￥7,922

￥7,178
￥8,600
￥9,482
￥6,946
￥10,265
￥10,265
￥6,127
￥6,600
￥7,922

￥7,178
￥8,600
￥9,482
￥6,946
￥10,265
￥10,265
￥6,127
￥6,600
￥7,922

[11016]miniASK21-G　ARF　フィルム仕上げ準完成機
[11017]セレステARF
[11023]トッポＡＲＦ
[11029]Mini FOX GII 準完成キット
[C11030]ASK21-7.5　スケールグライダーARF
[C11031]allot(アロット)ARFキット
[11032]FOX2.1S2
[11033]ミニFOX-S Ⅱ
[C11034]TOPPO(トッポ)PIPフルセット

[11016]miniASK21-G　ARF　フィルム仕上げ準完成機
[11017]セレステARF
[11023]トッポＡＲＦ
[11029]Mini FOX GII 準完成キット
[C11030]ASK21-7.5　スケールグライダーARF
[C11031]allot(アロット)ARFキット
[11032]FOX2.1S2
[11033]ミニFOX-S Ⅱ
[C11034]TOPPO(トッポ)PIPフルセット

[11016]miniASK21-G　ARF　フィルム仕上げ準完成機
[11017]セレステARF
[11023]トッポＡＲＦ
[11029]Mini FOX GII 準完成キット
[C11030]ASK21-7.5　スケールグライダーARF
[C11031]allot(アロット)ARFキット
[11032]FOX2.1S2
[11033]ミニFOX-S Ⅱ
[C11034]TOPPO(トッポ)PIPフルセット

￥16,501
￥18,355
￥18,355
￥16,501
￥32,960
￥38,700
￥61,646
￥32,878
￥26,677

￥16,501
￥18,355
￥18,355
￥16,501
￥32,960
￥38,700
￥61,646
￥32,878
￥26,677

￥16,501
￥18,355
￥18,355
￥16,501
￥32,960
￥38,700
￥61,646
￥32,878
￥26,677

[C11035]COO 4st90 ARFキット
[C11040]F3A-Special スタリオン70
[C11041]Runa(ルナ)
[11042]SERA DS ARF
[C11043]シーガルEV4　ARF
[C11044]シーガルEV4　PIP
[C11048]エクリプス準完成キット
[C11049]アルウィンドARFキット
[12009]SERA
[12010]Toppo

[C11035]COO 4st90 ARFキット
[C11040]F3A-Special スタリオン70
[C11041]Runa(ルナ)
[11042]SERA DS ARF
[C11043]シーガルEV4　ARF
[C11044]シーガルEV4　PIP
[C11048]エクリプス準完成キット
[C11049]アルウィンドARFキット
[12009]SERA
[12010]Toppo

[C11035]COO 4st90 ARFキット
[C11040]F3A-Special スタリオン70
[C11041]Runa(ルナ)
[11042]SERA DS ARF
[C11043]シーガルEV4　ARF
[C11044]シーガルEV4　PIP
[C11048]エクリプス準完成キット
[C11049]アルウィンドARFキット
[12009]SERA
[12010]Toppo

￥48,410
￥36,771
￥56,650
￥14,406
￥16,353
￥24,140
￥21,200
￥21,200
￥7,371
￥13,720

￥48,410
￥36,771
￥56,650
￥14,406
￥16,353
￥24,140
￥21,200
￥21,200
￥7,371
￥13,720

￥48,410
￥36,771
￥56,650
￥14,406
￥16,353
￥24,140
￥21,200
￥21,200
￥7,371
￥13,720

[OK11171]スポーツマン２５ＨⅢ
[OK11238]ステビア DX(1.75m)
[OK11239]マサラ デラックス
[OK11240]マサラ　Ｂａｓｉｃ
[OK11241]オレガノ2 ベーシック(1.45m)
[OK11242]オレガノ2 DX イエロー(1.45m)
[OK11243]ムスタング30FC
[OK11244]タラゴン ベーシック(4.95m)
[OK11245]タラゴン DX(4.95m)
[OK11246]オレガノ2 ベーシック オレンジ
[OK11247]オレガノ2 DX オレンジ
[OK11250]ターメリック3 DX(1.56m)
[OK11251]パプリカ2 ベーシック(2.0m)
[OK11252]パプリカ2 DX(2.0m)
[OK11253]シトロン2 ベーシック(1.13m)
[OK11254]シトロン2 DX･ブラシレス仕様(1.13m)

[OK11171]スポーツマン２５ＨⅢ
[OK11238]ステビア DX(1.75m)
[OK11239]マサラ デラックス
[OK11240]マサラ　Ｂａｓｉｃ
[OK11241]オレガノ2 ベーシック(1.45m)
[OK11242]オレガノ2 DX イエロー(1.45m)
[OK11243]ムスタング30FC
[OK11244]タラゴン ベーシック(4.95m)
[OK11245]タラゴン DX(4.95m)
[OK11246]オレガノ2 ベーシック オレンジ
[OK11247]オレガノ2 DX オレンジ
[OK11250]ターメリック3 DX(1.56m)
[OK11251]パプリカ2 ベーシック(2.0m)
[OK11252]パプリカ2 DX(2.0m)
[OK11253]シトロン2 ベーシック(1.13m)
[OK11254]シトロン2 DX･ブラシレス仕様(1.13m)

[OK11171]スポーツマン２５ＨⅢ
[OK11238]ステビア DX(1.75m)
[OK11239]マサラ デラックス
[OK11240]マサラ　Ｂａｓｉｃ
[OK11241]オレガノ2 ベーシック(1.45m)
[OK11242]オレガノ2 DX イエロー(1.45m)
[OK11243]ムスタング30FC
[OK11244]タラゴン ベーシック(4.95m)
[OK11245]タラゴン DX(4.95m)
[OK11246]オレガノ2 ベーシック オレンジ
[OK11247]オレガノ2 DX オレンジ
[OK11250]ターメリック3 DX(1.56m)
[OK11251]パプリカ2 ベーシック(2.0m)
[OK11252]パプリカ2 DX(2.0m)
[OK11253]シトロン2 ベーシック(1.13m)
[OK11254]シトロン2 DX･ブラシレス仕様(1.13m)

￥32,076
￥34,992
￥61,236
￥48,600
￥16,524
￥23,328
￥29,160
￥87,480
￥116,640
￥16,524
￥23,328
￥32,076
￥31,104
￥42,768
￥13,608
￥17,496

￥32,076
￥34,992
￥61,236
￥48,600
￥16,524
￥23,328
￥29,160
￥87,480
￥116,640
￥16,524
￥23,328
￥32,076
￥31,104
￥42,768
￥13,608
￥17,496

￥32,076
￥34,992
￥61,236
￥48,600
￥16,524
￥23,328
￥29,160
￥87,480
￥116,640
￥16,524
￥23,328
￥32,076
￥31,104
￥42,768
￥13,608
￥17,496

[OK11255]シトロン2 DX･ブラシ仕様(1.13m)
[OK11256]マジョラム2 ベーシック(1.2m)
[OK11257]マジョラム2 DX(1.2m)
[OK11258]ターメリック3 ベーシック(1.56m)
[OK11259]ステビア ベーシック(1.75m)
[OK11261]マサラ2 DX(3.48m)
[OK11262]カモミールDX 1.78m
[OK11263]カモミールベーシック 1.78m
[OK11264]ステビアDX　イエロー
[OK11265]ステビアベーシック　イエロー
[OK12117]ムスタング30K
[OK12121]ゼロ戦30K(バルサキット)
[OK12140]電動パイパーカブ J-3
[OK12142]セダクション100
[OK12143]電動ゼロ戦10(バルサキット)
[OK12144]PILOT セダクション123
[OK12146]ペパーミント(1.2m)
[OK12147]キャバリーノ

[OK11255]シトロン2 DX･ブラシ仕様(1.13m)
[OK11256]マジョラム2 ベーシック(1.2m)
[OK11257]マジョラム2 DX(1.2m)
[OK11258]ターメリック3 ベーシック(1.56m)
[OK11259]ステビア ベーシック(1.75m)
[OK11261]マサラ2 DX(3.48m)
[OK11262]カモミールDX 1.78m
[OK11263]カモミールベーシック 1.78m
[OK11264]ステビアDX　イエロー
[OK11265]ステビアベーシック　イエロー
[OK12117]ムスタング30K
[OK12121]ゼロ戦30K(バルサキット)
[OK12140]電動パイパーカブ J-3
[OK12142]セダクション100
[OK12143]電動ゼロ戦10(バルサキット)
[OK12144]PILOT セダクション123
[OK12146]ペパーミント(1.2m)
[OK12147]キャバリーノ

[OK11255]シトロン2 DX･ブラシ仕様(1.13m)
[OK11256]マジョラム2 ベーシック(1.2m)
[OK11257]マジョラム2 DX(1.2m)
[OK11258]ターメリック3 ベーシック(1.56m)
[OK11259]ステビア ベーシック(1.75m)
[OK11261]マサラ2 DX(3.48m)
[OK11262]カモミールDX 1.78m
[OK11263]カモミールベーシック 1.78m
[OK11264]ステビアDX　イエロー
[OK11265]ステビアベーシック　イエロー
[OK12117]ムスタング30K
[OK12121]ゼロ戦30K(バルサキット)
[OK12140]電動パイパーカブ J-3
[OK12142]セダクション100
[OK12143]電動ゼロ戦10(バルサキット)
[OK12144]PILOT セダクション123
[OK12146]ペパーミント(1.2m)
[OK12147]キャバリーノ

￥17,496
￥14,580
￥18,468
￥25,272
￥26,244
￥66,096
￥34,992
￥26,244
￥34,992
￥26,244
￥17,496
￥17,496
￥9,702
￥11,664
￥11,664
￥14,580
￥6,138
￥9,720

￥17,496
￥14,580
￥18,468
￥25,272
￥26,244
￥66,096
￥34,992
￥26,244
￥34,992
￥26,244
￥17,496
￥17,496
￥9,702
￥11,664
￥11,664
￥14,580
￥6,138
￥9,720

￥17,496
￥14,580
￥18,468
￥25,272
￥26,244
￥66,096
￥34,992
￥26,244
￥34,992
￥26,244
￥17,496
￥17,496
￥9,702
￥11,664
￥11,664
￥14,580
￥6,138
￥9,720

[OK12148]キャバリーノ スプラッシュ
[OK12149]キャバリエ(バルサキット)
[OK12150]サフラン2(1.41m)
[OK12151]ミント2(630mm)
[OK12152]ピメンタ 2m
[OK14013]スキップジャック オレンジ(手投ゲグライダー)
[OK14014]スキップジャック ブルー(手投ゲグライダー)
[OK17014]ピラタスターボポーター　フイルム貼半完成キット
[OK17025]ムスタング90
[OK17031]ＭｉＧ-１５
[OK17032]コマンダー123
[OK17037]マンタ2
[OK17046]ベルトロ ミニ
[OK17050]V-Pro スーパーS 赤 フイルム貼半完成キット
[OK17051]ベルトロスポーツ
[OK17054]ジョロキア(1.56m)
[OK17056]MDM1 フォックス DX(2.75m)
[OK17057]MDMフォックス ベーシック(2.75m)

[OK12148]キャバリーノ スプラッシュ
[OK12149]キャバリエ(バルサキット)
[OK12150]サフラン2(1.41m)
[OK12151]ミント2(630mm)
[OK12152]ピメンタ 2m
[OK14013]スキップジャック オレンジ(手投ゲグライダー)
[OK14014]スキップジャック ブルー(手投ゲグライダー)
[OK17014]ピラタスターボポーター　フイルム貼半完成キット
[OK17025]ムスタング90
[OK17031]ＭｉＧ-１５
[OK17032]コマンダー123
[OK17037]マンタ2
[OK17046]ベルトロ ミニ
[OK17050]V-Pro スーパーS 赤 フイルム貼半完成キット
[OK17051]ベルトロスポーツ
[OK17054]ジョロキア(1.56m)
[OK17056]MDM1 フォックス DX(2.75m)
[OK17057]MDMフォックス ベーシック(2.75m)

[OK12148]キャバリーノ スプラッシュ
[OK12149]キャバリエ(バルサキット)
[OK12150]サフラン2(1.41m)
[OK12151]ミント2(630mm)
[OK12152]ピメンタ 2m
[OK14013]スキップジャック オレンジ(手投ゲグライダー)
[OK14014]スキップジャック ブルー(手投ゲグライダー)
[OK17014]ピラタスターボポーター　フイルム貼半完成キット
[OK17025]ムスタング90
[OK17031]ＭｉＧ-１５
[OK17032]コマンダー123
[OK17037]マンタ2
[OK17046]ベルトロ ミニ
[OK17050]V-Pro スーパーS 赤 フイルム貼半完成キット
[OK17051]ベルトロスポーツ
[OK17054]ジョロキア(1.56m)
[OK17056]MDM1 フォックス DX(2.75m)
[OK17057]MDMフォックス ベーシック(2.75m)

￥13,608
￥14,580
￥6,930
￥2,475
￥10,692
￥1,485
￥1,485
￥38,880
￥47,628
￥31,104
￥19,440
￥27,216
￥19,440
￥15,552
￥27,216
￥48,600
￥69,012
￥46,656

￥13,608
￥14,580
￥6,930
￥2,475
￥10,692
￥1,485
￥1,485
￥38,880
￥47,628
￥31,104
￥19,440
￥27,216
￥19,440
￥15,552
￥27,216
￥48,600
￥69,012
￥46,656

￥13,608
￥14,580
￥6,930
￥2,475
￥10,692
￥1,485
￥1,485
￥38,880
￥47,628
￥31,104
￥19,440
￥27,216
￥19,440
￥15,552
￥27,216
￥48,600
￥69,012
￥46,656

[OK17058]スーパーK(ブルー)
[OK17059]ビッグスペースウォーカー30cc
[OK17060]Ka8(カーエイト)B ベーシック(3.0m)
[OK17061]Ka8(カーエイト)B DX(3.0m)
[OK17062]コンバーター25
[OK17063]スーパーチップマンク30cc
[OK17064]ビッグS
[OK17065]コマンダー148-2(レッド)
[OK17066]シナモン3 DX(1.5m)
[OK17067]シナモン3 ベーシック(1.5m)
[OK17072]ピラタス B4 スタンダード(3.0m)
[OK17073]ピラタス B4 DXデラックス(3.0m)
[OK17074]SALTO(サルト) DX(2.26m)
[OK17075]SALTO(サルト) ベーシック(2.26m)
[OK17076]Ka8(カーエイト) DX(1.8m)
[OK17077]Ka8(カーエイト) ベーシック(1.8m)
バニラDX
バニラBasic オリンピア

[OK17058]スーパーK(ブルー)
[OK17059]ビッグスペースウォーカー30cc
[OK17060]Ka8(カーエイト)B ベーシック(3.0m)
[OK17061]Ka8(カーエイト)B DX(3.0m)
[OK17062]コンバーター25
[OK17063]スーパーチップマンク30cc
[OK17064]ビッグS
[OK17065]コマンダー148-2(レッド)
[OK17066]シナモン3 DX(1.5m)
[OK17067]シナモン3 ベーシック(1.5m)
[OK17072]ピラタス B4 スタンダード(3.0m)
[OK17073]ピラタス B4 DXデラックス(3.0m)
[OK17074]SALTO(サルト) DX(2.26m)
[OK17075]SALTO(サルト) ベーシック(2.26m)
[OK17076]Ka8(カーエイト) DX(1.8m)
[OK17077]Ka8(カーエイト) ベーシック(1.8m)
バニラDX
バニラBasic オリンピア

[OK17058]スーパーK(ブルー)
[OK17059]ビッグスペースウォーカー30cc
[OK17060]Ka8(カーエイト)B ベーシック(3.0m)
[OK17061]Ka8(カーエイト)B DX(3.0m)
[OK17062]コンバーター25
[OK17063]スーパーチップマンク30cc
[OK17064]ビッグS
[OK17065]コマンダー148-2(レッド)
[OK17066]シナモン3 DX(1.5m)
[OK17067]シナモン3 ベーシック(1.5m)
[OK17072]ピラタス B4 スタンダード(3.0m)
[OK17073]ピラタス B4 DXデラックス(3.0m)
[OK17074]SALTO(サルト) DX(2.26m)
[OK17075]SALTO(サルト) ベーシック(2.26m)
[OK17076]Ka8(カーエイト) DX(1.8m)
[OK17077]Ka8(カーエイト) ベーシック(1.8m)
バニラDX
バニラBasic オリンピア

￥19,440
￥55,404
￥46,656
￥69,012
￥18,468
￥96,228
￥41,796
￥31,104
￥30,132
￥24,300
￥76,788
￥83,592
￥46,656
￥32,076
￥36,936
￥29,160
￥32,000
￥25,200

￥19,440
￥55,404
￥46,656
￥69,012
￥18,468
￥96,228
￥41,796
￥31,104
￥30,132
￥24,300
￥76,788
￥83,592
￥46,656
￥32,076
￥36,936
￥29,160
￥32,000
￥25,200

￥19,440
￥55,404
￥46,656
￥69,012
￥18,468
￥96,228
￥41,796
￥31,104
￥30,132
￥24,300
￥76,788
￥83,592
￥46,656
￥32,076
￥36,936
￥29,160
￥32,000
￥25,200

ムサシノ

カシオペア

[264284]【特価】TUCAN キットプラス（組立キット）  
[214230]フォックス（FOX）
[13207]SKY SCOUT R2GO
[13210]SKY SCOUT P2GO
[H13212]SKY SCOUT R2GO
[NE30277224107001]【特価】SKY RUNNER

￥26,460
￥1,449
￥22,712
￥15,141
￥22,712
￥8,800

[NE280037]【特価】P51 Mustang 3G 
　　　GENERAL LINK付プロポレスパッケージ
[NE250181]【特価】YAK 54 3G RTFキット
[NE250184]【特価】P51 Mustang 3G RTFキット
の～んびりミニプレーンシリーズ
　　　WACO
　　　I-smart mini glider
　　　Mini Merlin
　　　ZERO

￥8,600
￥10,800
￥10,800

￥9,828
￥9,450
￥9,072
￥9,828

[J30000]AIR FLOW （JR-DLG1）
[J30001]AIR FLOW/JR-DLG1K  
　　　　　　　エアフロー組立キット（ラダー機）

[J30000]AIR FLOW （JR-DLG1）
[J30001]AIR FLOW/JR-DLG1K  
　　　　　　　エアフロー組立キット（ラダー機）

[J30000]AIR FLOW （JR-DLG1）
[J30001]AIR FLOW/JR-DLG1K  
　　　　　　　エアフロー組立キット（ラダー機）

￥38,522

￥27,200

FMS

￥
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