スタイリッシュなスケール機でR/C入門。
京商だけのノウハウが、
上達への近道を約束。

ファーストフライトをわかりやすくサポートするDVDを付属。

実機ムードあふれるセスナに、最先端技術を導入。電動での入門 ＆トレーナーとしての理想を実現。
熟成の空力設計により、ゆったりとしたスピードでのフライトが楽しめ、入門に最適の穏やかな操縦性も獲得。
飛行前の準備から操縦法、
さらに目標としたい模範飛行まで詳細解説。これな
ら初めての人にも安心！ ※映像ではパイパーJ3カブを使用しております。

さらに、旋回時のラダー操作に応じてエレベーターアップが自動的に入力される、

280クラスモーター＋ギヤダウンユ
ニットで新設計のＤ8.25×Ｐ5.5の大
径プロペラをドライブし、ゆとりの引っ
張り力で余裕の飛行。

主翼や胴体など全体のフォルムはも
ちろん、タイヤのフェアリングまでこ
だわったスケール感。しかも面倒なカ
ラーリングは工場完成済み

カンバータイプの翼型に独自形状で
の翼端処理により、浮きの良い安定し
た飛行性能を獲得。過度な頭上げを発
生せず、飛ばし易さを約束。

ビギナーモード
（解除可能）により、入門者にも安心のフライトを約束！
しかも工場完成のレディセットだから、電池のセットだけで準備OK！

CESSNA SKYLANE 182
NEW MODEL

E BACKU
IPL

P

TR

ELECTRIC POWERED SCALE AIRCRAFT

1
2 3
DVD

初・中級者向

電動スケールプレーン

セスナ スカイレーン182 M24レディセット
No.10242 レディセット ¥24,150（税込）
《レディセット内容》●完成機体 ●リンケージ済み2サーボ、
アンプ内蔵レシーバーユニット KT-8 3ch
プロポ ●8.4V-600mAhニッケル水素バッテリー ●DC急速充電器 ●フライトレッスンDVD
※送信機用単3乾電池8本は別売。

.40 ENGINE POWERED SPORTS TRAINER

CALMATO 40 SPORTS
NEW MODEL

BEGINNER
MODE

●アンプ内蔵レシーバーユニット＋2サーボをリンケージ済みのすべて工場完成。 付属
のレッスンDVDで初飛行をバックアップ。
のレッスンDVDで初飛行をバックアップ。●ラダーからエレベーターへのミキシングで
●ラダーからエレベーターへのミキシングで
旋回操作をサポート。しかもチップの差し替えでミキシングのON/OFFが可能。
しかもチップの差し替えでミキシングのON/OFFが可能。●約40
●約40
分で満充電するオートカット機能付DC12V急速充電器付。
ト機能付DC12V急速充電器付。●独立構造のバッテリールー
●独立構造のバッテリールー

READYSET
Cessna®, and Skylane® associated emblems,
logos, and body designs are trademarks of
Textron innovations Inc. and use under
licensee by Kyosho Corporation.

《テクニカルデータ》●全長／668mm ●全幅／948mm
●全備重量／約480g ●翼面積／12.8dm2 ●翼面荷重
／約37.5g/dm2 ●翼型／オリジナル

7POINT

カルマートなら
ココまで完成済み！

①エポキシ接着剤不要
②各ホーン類取付け済み
③タイヤ装着済み
④リンケージガイドパイプ装着済み
⑤エンジンルーム内塗料処理済み
⑥燃料タンク配管・胴体組込完了
⑦ダウエル接着済み

JMPBA主催
JMPBA主催
全日本選手権大会
全日本選手権大会

2連覇達成！

第40回400m周回 MA級優勝

初・中級者向

カルマート40スポーツ

H賞 福岡県 浅井
I 賞 栃木県 宮本
大阪府 高橋
神奈川 戸田
静岡県 加茂
香川県 勝間
東京都 野口
千葉県 木下 勉
Ｆ賞 大阪府 吉田 建太郎
北海道 鈴木
鹿児島 江籠 淳一郎
兵庫県 角田 哲男
北海道 島崎
長野県 中村 隆司
G賞 大阪府 薮本 直裕
京都府 吉田
神奈川 林 麻美
青森県 今寺 浩朗
愛知県 樋口
群馬県 西本 弘
千葉県 井川 公慎
J賞 栃木県 寄川
京都府 楠山 信之
愛知県 加藤 洋平
東京都 板鞍
長崎県 本村 謙吉
三重県 岩田 正
大阪府 藤田
東京都 小林 一葵
岐阜県 杉浦 嘉信
秋田県 中山
広島県 三浦 紀生
岐阜県 山口 優輝
兵庫県 石川
岡山県 服部 達成
愛知県 林 和弘
新潟県 山宮
徳島県 笠井 久敬
石川県 黒部 光明
愛知県 今井
香川県 村上 幸太
大阪府 井路端 浩志
兵庫県 丹野
富山県 吉河 輝文
H賞 徳島県 山根 大助
福岡県 瓜生
大阪府 松本 秀樹
福島県 渡辺 勝美
北海道 目谷
愛媛県 山本 健一
福岡県 上田 隆廣
兵庫県 春日 勝美
京都府 堀之内 修

キ ャ ン ペ ー ン 当 選 者 発 表！
A賞
B賞
C賞
D賞

No.11215Y キット ￥19,950（税込）

低翼入門を必ずかなえるゆとりの性能。
40クラスのトレーナーとしては大型に属する空力特性が、低翼入門でも威力を発揮！
高翼機卒業直後にも問題なしのソロフライトを約束。

E賞

《テクニカルデータ》●全長／1,400mm ●全幅／1,550mm ●全備重量／
約2,400〜2,600g ●翼面積／43.4dm2 ●翼面荷重／約55.3〜56g/dm2
●翼型／オリジナル準対称 ●上反角／2.5度

Ｆ賞

標準サーボが搭載できるのでとても経済的。
各社エンジンが搭載できる調整可能エンジンマウント採用。

憧れのWWIIファイターがフィルム張り工場完成！
低翼入門にも最適な穏やかさと軽快なスタント性能を実現。

NEW MODEL

コントローラー付属ですぐトレーニング開始！

浜崎剛志氏
たくさんのご応募
有り難うございました。

40クラス低翼スポーツ機

ムで主翼を取り外すことなくバッテリー交換が可能。
ムで主翼を取り外すことなくバッテリー交換が可能。●280クラスモーター+ギヤダウ
●280クラスモーター+ギヤダウ
ンユニッ
ンユニットで新設計の大径プロペラを
トで新設計の大径プロペラをドライブ。
ドライブ。ビギナーはもちろん中級者のフライ
ビギナーはもちろん中級者のフライトに
トに
も応えるゆとりの引っ張り力。

政則
直人
英三
淳二
吉晴
由紀子
洋子
澄夫
正彦
孝
勝彦
栄昭
国博
博久
雄揮
俊信
亘
たえ子
貴史
豊英
明生
敬称略

●R/Cをこれから始めたい人に最適の送信機型4chコントローラー
付。●PCさえ持っていればすぐに始められるオールインワンセット。
※コントローラー用乾電池8本が別途必要です。●CD-ROM、USB
インターフェース（PCと送信機に接続）、モノラルピンケーブル、KT8コントローラー（4CH）をセット。●画面上の機能説明は日本語を
使用。わかりやすく無駄のないトレーニングが可能。
R/Cフライトシミュレータ

REFLEX XTR
《コントローラー付セット》
No.87943 ￥35,700（税込）
Win 98、98SE、ME、2000、XP対応

《セット内容》
●REFLEXソフト（CD-ROM）
●KT-8コントローラー
●専用USBインターフェース
※この商品は特許取得者の（株）電波実験社の承認のもとに販売しております。

カルマートスポーツからのステップアップに最適。
.40 ENGINE POWERED WARBIRD SCALE AIRCRAFT NEW

Curtiss P-40 Warhawk 40
40クラス バルサ ウォーバードシリーズ

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
●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楽しみましょう。●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。

KYOSHO HOMEGE : www.kyosho.com

2005 京商ヘリチャレンジ in 北九州
12月4日（日）AM8：00受付
福岡県北九州市若松区 北九州R/C航空会専用飛行場
●申込み／11月27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。

入場 まいど！ 関西ラジコン市にて
無料 EPキャリバーM24無料調整会開催！
11月23日（祝）10：00〜16：30
会場：マイドーム大阪
大阪市中央区本町2-5

●事前申し込み不要。調整料無料。※但し
調整時にパーツ等が必要となる場合は別
途費用がかかりますのでご了承下さい。

MODEL

カーチスP40ウォーホーク40
No.11822

中・上級者向

ARFキット ¥25,200(税込)

《テクニカルデータ》●全長／1,182mm ●全幅／1,422mm ●全備重量／約
2,400 〜 2,500g ●翼 面 積／34.0dm2 ●翼面荷重／約 79.4g/dm2 ●翼
型／NACA 1415 ●エンジン／2サイクル40〜46クラス、4サイクル52〜53
クラス ●プロポ／4ch5サーボ、引込脚（別売）装備時は6サーボ

●主要部分は既に工場完成。高品質フィルムによるカラーリング
も完了しており、エンジン搭載と付属のリンケージで完成出来る充
実の内容。●尾輪はラダーに連動。確実な地上滑走とタキシング
が行え、スケール感たっぷりのタキシングからのテイクオフ、回収
が可能。●巨大なカウリングは軽量で丈夫なFRP製、シャークマ
ウスデカールを貼るだけで完成。

