
■ Custom Feather　アルミ合金製フレームセット

D-バータイプ / スイングバータイプ

対応エンジン  Fly100/Mini2/Moster/Raket/Snap/Atom80
※上記エンジン以外でも対応可能です。価格は別途お見積もりとなります。

※ 上記の価格にはベルクロ /D バー / スイングバーは含まれていません。

※ SM タイプダブルケージセット (６分割 )　\167,000 (税込 \183,700) ～

op 強化フレーム仕様 +100g  \10,000 (税込 \11,000)

サイズ　　　　　　　ケージタイプ　　　　　　　　　　　　内径　 　　　対応プロペラ径　　　　　　 価格

シングル ・ ダブルから選択　　　122cm　　　　105cm 以下　　　　\100,000 (税込 \110,000)S

シングル ・ ダブルから選択　　　128cm　　　　115cm 以下　　　　\102,000 (税込 \112,200)

シングル ・ ダブルから選択　　　138cm　　　　125cm 以下　　　　\103,000 (税込 \113,300)
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L

■ケージ用ベルクロ

標準タイプ　\690
 (税込 \759)

幅広タイプ　\810
 (税込 \891)

■アルミスペーサー

■アルミスペーサーキャップ

　　中尺　（径25mm×50mm）

\920 (税込 \1012)

　　短尺　（径25mm×30mm）

\560 (税込 \616)

径25mm

\1,040 (税込 \1,144)

径28.8mm

\1,100 (税込 \1,210)

■ディスタンスバー

　　1本　\6,900 (税込 \7,590)

　　バーのみ　\3,800 (税込 \4,180)

　　ブロックのみ　\3,220 (税込 \3,542)

（ブロック厚　 25mm）

■プラスティックスリーブ

対応ロッド径 (12.7mm)

\1,040 (税込 \1,144)

対応ロッド径 (16.0mm)

\1,150 (税込 \1,265)

■スイングバー

チタン製

左右セット　\43,700
(税込 \48,070)

PARAMOTOR PARTS

　　Silent block   ■防振ゴム

■シモニーニ用

■モスキート用

■Moster/ｆｌｙ100

■ｆｌｙ100

■ボルト / ボルトタイプ

　　Fuel tank   ■燃料タンク

フェザーユニットで標準装備されている燃料タンクです。 燃料ホース

接続部がタンクの最下位にあるので効果的な燃料供給が可能です。

12L  (H) 33cm (W) 17cm (D) 28cm

13L  (H) 35.5cm (W) 20.5cm (D) 29cm

SMN 9L (H) 31cm (W) 20cm (D) 28cm

※(H) は縦、 (W) は幅、 (D) は奥行きを表しています。

※縦はキャップを取り付けた状態で計測してあります。

タンク寸法表

1３L

\14,000
(税込 \15,400)

12L

\13,000
(税込 \14,300)

SMN　9L

\19,550
(税込 \21,505)

M20 ５mm \580 (税込 \638)20mm 15mm

商品名 ボルト径 価格径 ゴム高

M25 ５mm \640 (税込 \704)25mm 15mm

M30 6mm \750 (税込 \825)30mm 20mm

M35 8mm \870 (税込 \957)35mm 20mm
MH20 ５mm \650 (税込 \715)20mm 20mm

MH25 6mm \690 (税込 \759)25mm 25mm

MH35 8mm \1,040 (税込 \1,144)35mm 35mm

R25 6mm \1,100 (税込 \1,210)25mm 18mm

商品名 ボルト径 価格径 ゴム高

R30 8mm \1,150 (税込 \1,265)30mm 18mm

R35 8mm \1,330 (税込 \1,463)35mm 26mm

RH25 6mm \1,150 (税込 \1,265)25mm 27mm
RH30 8mm \1,270 (税込 \1,397)30mm 26mm

RH35 8mm \1,500 (税込 \1,650)35mm 35mm

シモニーニ 8mm \2,070 (税込 \2,277)40mm 29mm

商品名 ボルト径 価格径 ゴム高

Moster/Fly 8mm \1,520 (税込 \1,672)30mm 30mm

Fly 8mm \1,380 (税込 \1,518)30mm 20mm

商品名 ボルト径 価格径 ゴム高

モスキート 8mm \3,680 (税込 \4,048)45mm 55mm

■ボルト / ナットタイプ

■エンジン別

■M タイプ ■MH タイプ

■R タイプ ■RH タイプ

■Skytek アクセルスロットル
スロットル長 120ｃｍ

　\16,100
(税込 \17,710) 

■アクセルスロットル ASSY

■燃料ホース

■バッテリー充電器 

弊社取扱のリチウム

バッテリーにも対応。

\2,760 (税込 \3,036)

■キックスター
ター用フック

　　\3,110
(税込 \3,421)

スロットル長 120ｃｍ

\12,600 (税込 \13,860)

スロットル長 160ｃｍ

\13,800 (税込 \15,180)

超軽量のリチウムイオンバッテ

リーです。 充電保護回路が搭

載されていますので、 普通の

鉛バッテリーの様に充電が可

能。 重量 427g

オープンプライス

 Fuel filter & other   ■燃料フィルター・その他

■A-1

\460
(税込 \506)

■A-2

\810
(税込 \891)

■A-4

\810
(税込 \891)

中　　　　　　polini

■プライマリー
燃料ポンプ

①polini　\3,400
43g (税込 \3,740)

②中  \1,700
76g (税込 \1,870)

ワーヤーのみ 2m

\1,500 (税込 \1,650)

■プラスティックピン

16mm×13mm　\580 (税込 \638)

19mm×16mm　\640 (税込 \704)

22mm×19mm　\690 (税込 \759)

オーダー (25Φ×40mm まで )

\1,040 (税込 \1,144)

※表記：対応パイプ外径×対応パイプ内径

■プラスティックキャップ

13mm×10mm　\60 (税込 \66)

16mm×13mm　\70 (税込 \77)

19mm×16mm　\70 (税込 \77)

22mm×19mm　\80 (税込 \88)

25mm×22mm　\90 (税込 \99)

29mm×26mm　\90 (税込 \99)

32mm×29mm　\100 (税込 \110)

※表記：対応パイプ外径×対応パイプ内径

■プラスティックベース

　　1個　\350

 (税込 \385)
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シングル ・ ダブルから選択　　　148cm　　　　132cm 以下　　　　\104,000 (税込 \114,400)XL

■カラビナスリング

幅25mm 　\1,840
 (税込 \2,024)

幅12mm 　\2,645
(税込 \2,909)

■フィギュア８コネクション

\1,495
(税込 \1,644)

■セーフティストラップ

S (40cm)　　\2,990
(税込 \3,289)

L (53cm)　　\3,105
(税込 \3,415)

■リチウムイオンバッテリー

7075アルミ合金製

左右セット　\43,700
(税込 \48,070)

ダブルケージタイプ SM タイプ

ノーマル
　\２30/m
(税込 \253)

ハイグレード
　\1,380/m

(税込 \1,518)

① ②


