
カルマート40
スポーツに最適！

入門機としても最適の操縦性を獲得。

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。

www.kyosho.comKYOSHO HOMEPAGE >>>

上級者向

FRP製
フロート40
No.11960

￥15,750（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

《テクニカルデータ》 ●全長／563mm ●全幅／944mm ●全備重量／約
480～550g ●翼面積／13dm2 ●翼面荷重／約37～42.3g/dm2 ●翼
型／カンバータイプ ●プロポ／専用仕様 ●モーター／M24（280）クラス

電動スケールプレーン

クリップドウイングカブ M24
No.10225　レディセット ￥23,100（税込）

●すべてが工場完成。送信機用電池以外のの必要なものすべてが付属。 ●280クラスモーター
＆ギヤダウンユニットで力強いフライト。 ●胴体に取り付けるだけの左右一体成型主翼。 ●垂直、
水平尾翼は接着済み。 ●超軽量仕上げにより伸びやかで軽快なフライト特性を獲得。 ●鮮やか
なフラッシュパターンも工場完成。 ●主翼を外すことなくバッテリー交換が可能な独立バッテリー
ルーム。 ●安全性に配慮したなラバースピンナーを採用。

初・中級者向

※詳細は京商ユーザー相談室か京商HPをご確認下さい。

CALIBER 5
.50 CLASS ENGINE POWERED HELICOPTER

CALIBER 90 Ver.06
.90 CLASS ENGINE POWERED HELICOPTER

最先端・最高峰の性能を世界に。50ヘリの常識を塗り替えた高性能。

《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）

No.21996　￥336,000（税込）

《テクニカルデータ》 ●全長／1,410mm ●全幅／230mm
●全高／450mm ●全備重量／約4,950g

《テクニカルデータ》●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

スワッシュプレート制
御の3つのレバーを同
軸上（標準型／120°
タイプのみ）に配置し
各舵の動作干渉を極力排除し、リニアリ
ティにあふれた操舵感を実現。

上級者向

www.kyoshoshop.com

「ショップ」「サーキット」「バー」が融合した、これまでになかった大人も遊べる空間『KYOSHO

OMOTESANNDO』オープン。R/Cカーのエントリーに最適なMINI-Zシリーズや、ダイキャス

トモデルを直営ショップならではの品揃えでご用意しております。

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズB3F　TEL：03-5785-0280 ◎営業時間：11：00～21：00［年中無休］

CLIPPED WING CUB M24
ELECTRIC POWERED SCALE AIRPLANE

BEGINNER MODE ビギナーモード
ラダー操舵にエレベーターが連動する入門サ
ポートミキシングを装備。OFFにする事も可能。

DVD付属
レッスンDVDで、初
飛行をバックアップ。タモイル No.43

No.SMC01-TM43

￥3,675（税込）

リジェスポーツ No.17／No.18

No.SMC01-LS17／No.SMC01-LS18

各￥3,675（税込）

トラスト グッディーズ No.30

No.SMC01-TG30

￥3,675（税込）

デスクトップでキラリと光る存在感。眺める楽しさ、飾る満足。

ランボルギーニC-1 CAT No.40

No.SMC02-LC40

￥4,725（税込）

スケールマリンコレクション
《セット内容》 ●塗装済み船体 ●ディスプレイステージ＆クリアカバー ●船外機 ●シャフト ●プロペラ ※受信機ユニット、モーター、ラダーサーボ、アンテナ、バッテリーは付属しません。

水上機シーズンはそこまで来ている！

フロート装着例

STRATUS 1600V BLS
380 CLASS ELECTRIC POWERED FRP THERMAL GLIDER

《テクニカルデータ》●全長 ／ 1,015mm ●全幅 ／ 1,600mm ●全備重量 ／ 約650g
●翼面積 ／ 28dm2 ●翼面荷重 ／ 約23.21g/dm2 ●翼型 ／ RG14改 ●モーター
／ AF400 BLS B/08/10付  《付属品》●工場完成機体 ●AF400 BLS B/08/10
ブラシレスモーター ●D11×P8フォールディングプロペラ ●リンケージパーツ

SQS 40クラス低翼トレーナー

カルマート40スポーツ
エンジン無 《レッド/イエロー/ブルー》

No.11215R/Y/BL  ￥19,950（税込）

GX40エンジン付 《レッド》 No.11215R-GX  ￥27,300（税込）

機体を選ばぬ設計
で、幅広い40クラス
機に装着可能。水中
ラダーも付属。

《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

京商オリジナルの
AF400BLSブラ
シレスモーターを
キットに付属。

ブラシレスモーターが実現したパワフルな上昇力。
Vテールのシャープな飛びとゆとりのソアリングを両立。
FRP製電動グライダー

ストラトス1600V BLS
《ブラシレスモーター仕様》
No.10014　￥25,200（税込）

ミニッツカタマランボート

ランボルギーニC-1 CAT No.40
No.40402LC-40　レディセット ￥19,950（税込）

●電池のセットだけで走航準備完了のレディセット。 ●FM27MHz BETバンドプロポを
搭載済み、複数艇での安定した同時走航が可能。 ●防湿処理を施したアンプ一体式受信機
で常に安定した操縦が可能。 ●スラスト角調整機構付ドライブユニット。 ●姿勢を安定さ
せるフラップ（0°）を装備。他の角度もオプションで用意。 ●防水ハッチでR/Cメカ、モー
ターを水濡れからガード。 ●フロートを内蔵した不沈構造を採用。 ●リアルな塗装済みパ
イロットフィギュアが付属。 ●アルカリ単3乾電池8本（別売）をセットするトレーラー型充
電器により3分で充電完了。 ●トレーラー型充電器をミニッツオーバーランドで牽引可能。

《レディセット内容》●カラーリング完了工
場完成船体 ●KT-7 2ch1サーボ・アンプ
一体受信機プロポ搭載済み ●SH030SA
モータ搭載済み ●6V-150mAhニッケル
水素バッテリー ●トレーラー型急速充電器
兼用船台 ※アルカリ単3乾電池送信機用8
本、充電器用8本は別売。

《テクニカルデータ》●全長／225mm
●全幅／76mm ●全高／52mm ●全備
重量／約106g ●モーター／SH030SA
モータ ●プロポ／パーフェックスKT-7
●スクリュー／D15×P0.8

パームトップサイズのカタマランボート出現！
水上の新ミニッツの、驚異の性能を楽しもう。

LAMBORGHINI   C-1 CAT

●リコイルスターター付水冷GS21MRエンジンが強烈パワーを発生。 ●2段ステップを設けた独創の
設計により、高い安定性と優れた滑走性能を両立。 ●逆止弁付ドレンパイプが、船底後面の負圧を利用
して浸水を自動排水。 ●フロート内蔵による安心の不沈構造。 ●フローティングエンジンマウントが、
エンジン本来のパワーを発生させつつ静音化を実現。 ●ターン＆バーチカル一体型フィンで、スピン防
止もサポートするフラップを付属。六角レンチで無段階に角度調整でき、きめ細かなピッチング姿勢の補
正が可能。 ●分解可能で、燃料のニトロの影響も寄せ付けない耐グロー燃料樹脂製エンジンルーム。 ●
ステンレス製ボールベアリングの採用で、さびに強く長期間高効率駆動を約束。 ●イエローABS船体。
●3サーボ搭載可能な防水メカボックスを装備。

《テクニカルデータ》 ●全長／1,085（船体長1,017）mm ●全幅／
285mm ●全備重量／約2,900g ●エンジン／水冷GS21MR

《付属品》 ●上下接着済み船体 ●リコイルスターター付GS21MRエンジ
ン ●フローティングエンジンマウント ●スピンフィン一体型フラップ ●イ
ンボード/アウトドライブユニット ●290cc燃料タンク ●D40×P1.6スク
リュー ●デカール ●リンケージパーツ ●船台

ランボルギーニ社とコラボレートした超性能！
超1m級カタマラン船型により、圧倒的な高速滑走！

ランボルギーニ社と京商とのコラボレートが生んだ、1mと22cmの二つの驚異の

性能が、あなたを異次元へと誘う。21エンジンのあり余るパワーを、胸のすくような

前進力へと変えたGP版は、ビッグサイズを望むアナタに。そして、ミニッツサイズで

実現したC-1 CATが、レディセットで登場する。GP版同様に、京商ならではのノ

初・中級者向

The trademarks Lamborghini is used under
licence from Lamborghini ArtiMarca S.p.A.,Italy.

ウハウに裏打ちされた2段ステップ・カタマラン船体で、抜群の滑走性能を見せつ

ける。単純なスケールダウンではなく、サイズに合わせた絶妙の各部設定が、サイ

ズを超えた超性能を実現。身近なウォータースポットから本格レーシングフィールド

まで、C-1 CATで熱いレースを楽しもう！

.21エンジン レーシングボート

ランボルギーニC-1 CAT
《GS21MR付キット》

No.41461 ￥42,000（税込）

好評発売中 上級者向

※詳細は京商ユーザー相談室か京商HPをご確認下さい。

KYOSHOパワーボートGP

Round 2 in 松戸

パワーボートレースで
栄冠を勝ち取ろう！

あなたもチャレンジ！ みんなが
楽しいボート＆ヨットレース！

第17回 KYOSHOマリンカップ

in 東山湖  7月10日（日）
9:00AM集合 静岡県御殿場市東山
小田急東山湖フィッシングエリア

7月30日（日） 9:00AM集合
千葉県松戸市江戸川河川敷

8月発売

8月発売 7月発売 7月発売 7月発売

気軽に参加できる空モノR/Cイベント！

KYOSHOプレジャーデイ in 仙台 《開催販売店名：R/Cアーベント》
8月6日（日） R/Cアーベント飛行場（宮城県柴田郡川崎町）

《競技内容》
ヘリ……… JAA規定 A・B・C級、F3C級 2006年度新ルール
プレーン…タイムラリー＆風船割り競技
●お申し込み方法など詳細は左記弊社ホームページにてご確認下さい。


