V Belt

■減速ベルト

PJ559

PJ660

PJ584

■Raket3:1/3.3:1 用
\7,250 (税込 \7,975)

■Raket3.6:1/4:1 用
\7,590 (税込 \8,349)

■Mosquito 用
\8,050 (税込 \8,855)

Noise Box

■ノイズボックス
Solo/Raket

■Mach 用リダクションベルト
\8,050 (税込 \8,855)

Air filter

■ノイズボックス

■ノイズボックス
Moster/Fly

■simonini 純正 60Φ

■Type L 35Φ

\4,260

\6,900

\13,800

(税込 \4,686)

(税込 \7,590)

(税込 \15,180)

\14,950

(税込 \13,541)

(税込 \17,204)

(税込 \16,445)

Mini2 Starter Motor SET

■スターターモーターセット

PLUS用

\8,970

(税込 \9,867)

■エアーフィルター

■ラバーフィッティング

\15,640

■Moster リダクションベルト
\8,050 (税込 \8,855)

■mini2 リダクションベルト
\8,050 (税込 \8,855)

■ノイズボックス
Solo/mini2

\12,310

PJ483

PJ508

Moster Accessories

■60 ～ 65Φ

■スポンジ 60Φ
\13,230

\8,860

(税込 \14,553)

(税込 \9,746)

■モスターアクセサリ

現行のMini2用セルモーター
は、メーカー廃業により入手でき
ません。セルモーターが故障し
た場合はクランギア＋新セル
モーターを搭載する事により始
動が可能になります。
ギア＋新セルモーターセット
\53,500 (税込 \58,850)
新スターター
\44,900 (税込 \49,390)

Propeller hub
径 50mm×M6×6 本

■プロペラハブ

■エアーコンベアー
\32,200

■プロペラスペーサー
\4,200

(税込 \35,420)

(税込 \4,620)

Propeller Fix Plate
プロペラ穴の径
63mm まで対応

径 50mm×M6×6 本
径 56mm×M6×6 本

■プロペラフィキシングプレート
径 50×6 穴 6mm
径 70×6 穴 6mm
径 75×6 穴 8mm

径 75mm まで対応

径 85mm まで対応

\2,800+ 税

feather raket 用
\12,700
(税込 \13,970)

Raket 用
\11,500
(税込 \12,650)

feather raket 用
\3,500

汎用 ( 中 )
\3,500

simonini 用
\5,180

汎用 ( 大 )
\4,600

(税込 \3,850)

(税込 \5,698)

汎用 ( 特大 )
\6,900

(税込 \3,850)

(税込 \5,060)

(税込 \7,590)

※ 径とはプロペラ穴の対角径を意味します。
※穴加工は別料金です。 １タイプ穴加工 \1,000 (税込 \1,100)

弊社ではオーダー加工も可能です。 金額は別途お見積りとなります。

Diaphragm

Spark plag ■スパークプラグ
Easy100, R80, R120, ROS,
\800 (税込 \880)
Thor100
\800 (税込 \880)
Mini2, Moster
Top80, R80, R120, Mini4 \800 (税込 \880)
\800 (税込 \880)
Fly100 EVO
\800 (税込 \880)
Snap100 EGO
\800 (税込 \880)
Sky100
\800 (税込 \880)
Raket 120
\800 (税込 \880)
Solo 210
Summer

■ワルボロ WG 用
\2,200

Winter

(税込 \2,420)

■ダイアフラムキット

■ワルボロ WB32/37 メタルセット
\2,500
(税込 \2,750)

Hour meter & Tchometer ■ 時間系・エンジン回転計
■POWER RPM AVIO2001

■MICRO RPM

マイクロコンピューター内臓の高精度・
多機能のエンジン回転計。2、4サイク
ルエンジンの単気筒から24気筒まで
対応。エンジンの整備、運転時のモニ
ターに最適。防水、防塵構造により過
酷な環境でも使用可能。パラモーター
以外のガソリンエンジンを使用する多く
の 用 途 に 適 す る 。 サ イ ズ
50×80×14mm、70g
\18,000 (税込 \19,800)

マイクロコンピューターを内
臓のシンプルで小型・軽量
のエンジン回転計。2サイク
ルおよび4サイクルエンジン
の単気筒から8気筒まで対
応。エンジンの整備、運転時
の モ ニ タ に 最 適 。
\13,000(税込 \14,300)

■MICRO HOURS
マイクロコンピューター内臓のシンプルで小型・
軽量の総運転時間を計測するアワーメーター。
エンジンの整備、オーバーホール時期の目安に
利用できる。
\15,000 (税込 \16,500)
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