
CALIBER ZG
GASOLINE ENGINE POWERED HELICOPTER

《コマツゼノアG260PUHエンジン付キット》

No.21295　￥336,000（税込）

26ccガソリンエンジンヘリコプター

キャリバーZG 上級者向

●コマツゼノアG260PUHエンジンを付属。2サイ
クル26ccガソリンエンジンならではの頼もしさ。●
ガソリンエンジンに完璧対応する3mm厚カーボンの
ロアフレームを採用。 ●様々な用途に対応する約
5Kgものペイロードで、あなたの夢をパワフルに実
現。（標準大気時） ●ガソリンエンジンならではの排
気煙の少なさ、1次減速により、低振動で確実な駆動
力伝達を実現で空撮をバックアップ。 ●ベルヒラー式
金属製ヘッド、テールプーリーケース、スワッシュ、ウ
オッシュアウト、各レバーが剛生感の高い作動を約
束。●アルミ製ハイハイトブレースで楽しみ方はアイ
デア次第。 ●高負荷に耐える削り出しメインギヤ。

Technical Data
●全長／1,570mm ●全幅／480mm ●全高／
740mm ●全備重量／約6,600g ●メインローター
径／1,770mm（別売） ●ギヤレシオ／7.9：1：5 ●エ
ンジン／コマツゼノアG260PUH ●プロポ／各社ヘリ
用6ch以上6サーボ1ジャイロEMS対応タイプ（別売）

EPP SUKHOI Su-31 M24
EPP ELECTRIC POWERED FUN PLANE

●クラス／EP-OP・EP-ST・GP-18・GP-32・FMR21 ※FMR21クラス以外はボート
メーカー不問。 ●申込み／7月25日（月）までにFAX、ハガキ、インターネット。当日申込
み可。 ●参加費／1クラス1,500円、当日申込み2,000円・重複エントリー可 ●詳細は
左記京商ユーザー相談室か京商ホームページでご確認下さい。

電動マイクロレーシングボート

ミニッツフォーミュラボートシリーズ
トラスト グッディーズ No.30 No.40401TG-30

リジェスポーツ No.17 No.40401LS-17

リジェスポーツ No.18 No.40401LS-18　各￥17,850（税込）
《テクニカルデータ》
●全長／230mm ●全幅／75mm
●全高／85mm ●全備重量／約
96g ●モーター／SHO30クラス

《レディセット内容》
●塗装、デカール貼り済み完全完成船
体 ●KT-7送信機 ●充電器兼用ト
レーラー ●6V-130mAhニッケル水
素バッテリー ●走航調整用フラップ

●実艇のフォルムをギュッと凝縮。独特のトンネル船型も再現。●専用インボードアウトドライブユニットで安定

した高速旋回を実現。●強力モーターとフレキシブルジョイントで安定した加速と高速性能、旋回性能を獲得。

●受信機、スピードコントロールアンプ、サーボアンプを一体化させ、耐水コーティングしたユニットで安心。●独

創的な船外ユニット内にラダーサーボを内蔵。推力線をダイレクトにステアリング。●スラストラインを－10°か

ら0°の範囲で可変可能。細かな走航調整が可能。●FM方式のプロポを搭載済み。複数台同時走航を約束。●6V

ニッケル水素バッテリーを充電器コネクタに接続し、チャージングボタンを3分押せば5分の走航が可能。

NEW
新発売

ミニッツサイズの新ジャンル
EPレーシングボート誕生！

京商株式会社　〒243‐0034 神奈川県厚木市船子153
製品に対するお問い合わせは…
ユーザー相談室 TEL：046‐229‐4115
受付時間：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00

●京商は、湘南ベルマーレを応援しております。Jリーグ・湘南ベルマーレの
オフィシャル・クラブスポンサーになりました。
●製品改良のため、仕様を変更する場合があります。 ●この製品の組立て、取扱いは付
属の説明書、注意事項を必ず読み正しく理解してから安全に飛行を楽しみましょう。

KYOSHO HOMEPAGE >>> http://www.kyosho.co.jp

Width / 75mm

MINI-Z FORMULA BOAT OPTION PARTS初めての人も、EXPも楽しめるヘリ競技会！

2005 京商ヘリチャレンジ in 北海道
8月7日（日）AM8：00受付　北広島市厚輪 模型のジョー ヘリコプター専用飛行場

●競技／1.ホバリング級 2.初級 3.中級 4.上級 5.F3C級 ●参加資格／メーカー不問・ラジコン保険加
入者 ●参加費／京商製品3,000円、他社製品4,000円、当日受付はメーカー問わず5,000円、追加エ
ントリーは1クラスに付き2,000円アップ（参加費には昼食代が含まれています。） ●申込み／7月31日
（必着）迄にFAX、ハガキまたはインターネットで。●詳しくは左記ユーザー相談室にお問い合せください。

ゲルコート仕上げカーボンメイン
ローターを標準装備。安定した飛行
からスタントまでこなせる高性能。

MAIN ROTOR

50クラスヘリコプター

キャリバー5
《エンジン無半完成》  No.21250　￥56,700（税込）

《OS50SX-H RING HYPERエンジン付半完成》

No.21251　￥82,425（税込）

《YS50STエンジン付半完成》  No.21252　￥80,850（税込）

Length / 1,160mm     Main Rotor / 1,320mm     Weight / 3,400g

Technical Data

●全長／1,160mm ●全幅／210mm ●全高／400mm ●全備重量／約
3,400g ●メインローター径／1,320mm ●ギヤレシオ／9.6：1：5 ●エン
ジン／50クラス ●プロポ／各社ヘリ用6ch5サーボ1ジャイロ（別売）

中・上級者向

新しい標準クラス。
次世代性能誕生！

組み立てやすさと3Dフライトへの
対応を両立した高剛性・高強度樹脂
製モノコックフレームを新開発。

●パワーにゆとりを持たせた50クラス専用設計。 ●エルロン、エレベーター、ピッチコンを完全両引きリンケージとして逃げのない確実な操
縦性を獲得。 ●アルミクラッチドラム＆プーリー、ハーフ金属スワッシュプレート、金属ヘッド（ヨーク、センターハブ、シーソー）等には3D演技
対応の金属パーツを採用。 ●半完成のメインフレームとテールブームアッセンブリーで完成まで短時間。 ●受信機＆バッテリー用メカボック
スで配線スッキリ。 ●フルベアリング仕様。 ●シャープなボディとローハイト軽量ブレースの斬新スタイリング。 ●エンジン無し、YS、OS各
エンジン付仕様を用意。

キャリバーならではのベルト一次減
速方式と樹脂製メインフレームで、
静かなのにパワフルなフライト。

サーボベッドをスライドさせる独創
メカで、MMS（メカニカルミキシン
グ）ながら両引きリンケージを実現。

ヨーク、センターハブ、シーソーに金
属パーツを採用した新開発ヘッドを
採用。3D演技にも余裕で対応。

※写真はプロトタイプです。

PROTOTYPE

NEW

締め切り
迫る！

パワーボートレースで栄冠を勝ち取ろう！

KYOSHOパワーボート GP ROUND 2 in 松戸
7月31日（日） 9:00AM集合　千葉県松戸市江戸川河川敷 ※悪天候時中止

アクアスピード
ミニッツモーター
No.BMW03

￥945（税込）

最高速をかなえるハ
イパワータイプ。

フラップセット
No.BMW01

￥420（税込）

4セット8枚のフラップ
で走航姿勢を微調整。

プロペラセット
No.BMW02

￥420（税込）

4種のスクリューを
各2枚セット。

※送信機、充電器用単3アルカリ乾電池16本は別売。※海水での走航はおやめください。

●EPP機なのにほぼ工場完成。塗装も完了。夢の素材の難しさを解消。 ●厚翼ならではの速度制御、失速特性を引き出した工場完成主翼。 ●主翼と水平尾翼を切り欠きに差し込み、動翼を取り付ければ

基本組立は完了。 ●胴体内に受信機やバッテリーを内蔵。 ●リンケージパーツ、マジックファスナー、メインギヤ、テールスキッド、タイヤ付。 ●合板サーボベッドを使用するため、サーボ交換等にも機体の

傷つきを防止。 ●補強用カーボンアウタースパーを主尾翼に装着。壊れにくさをさらにバックアップ。 ●ヒンジ兼用グラステープによる動翼固定で耐久性抜群。 ●工場完成EPPアクロプレーンとして驚

異的低価格を実現。 ●EPパイパーM24、ムスタングM24のバッテリーが流用可能。 ●別売のエアーファクトリー製マイクロサーボ＆レシーバー、8.4V-600mAhニッケル水素バッテリーで軽快に飛行。

最大翼厚部を前寄りとし、前縁半径を大き

くとった完全対称翼型の超厚翼を採用。優

れた失速制御特性を引き出せ、魅惑のス

ローアクロを約束。

エルロンサーボを胴体内に装着し、側板ご

しにエルロンホーンとリンクさせる合理的

構造。リンケージの調整も簡単。必要舵角

も確実に確保。

驚異の素材EPPの飛びを
工場完成で提供！

カラーリングも完了の90％工場完成アクロ機誕生！

電動EPPファンプレーン

EPPスホーイ Su-31 M24
No.10541  キット ￥18,900（税込）

Length / 840mm     Wingspan / 820mm     Weight / 300~320gTechnical Data

●全長／840mm ●全幅／820mm ●全備重量／約300～320g ●翼面積／20.5dm2

●翼面荷重／約14.6～15.6g/dm2 ●翼型／オリジナル対称

《付属品》●M24クラスモーター ●ギヤダウンユニット ●D12×P5.8プロペラ ●リンケー
ジパーツ ●メインギヤ＆タイヤ ●テールスキッド ●メカルーム開閉用マジックファスナー

《別売品》●プロポ／各社電動飛行機用4ch1アンプ3マイクロサーボ（推奨： エアファクトリー
8.5gマイクロサーボ×3個、マイクロレシーバー、スカイビクトリー280Pアンプ） ●8.4V-
600mAhニッケル水素バッテリー ●充電器

ガソリンエンジン多目的ヘリが、
新しいプレイシーンを創造する！

低振動で空撮も！

Length / 1,570mm     Main Rotor / 1,770mm     Weight / 6,600g

初～上級者向

中・上級者向 NEW
新発売

CALIBER 5
.50 ENGINE POWERED HELICOPTER

NEW


