雄大なソアリングを約束する2m級グライダー。
憧れを実現するレディセット！
独創的構造を盛り込んだスチロール製翼をはじめ、
ほとんどが工場完成のレディセット。雄大な2mクラス
ならではの穏やかなフライ
ト特性が、電池のセットだ
けですぐに楽しめる！ 大空への憧れを手軽にかな
える電動モーターグライダーの誕生だ！

パワフルな550クラスモーターで
ダイレクトドライブするフォール
ディングプロペラを装備。ニッケル
水素バッテリー、スピードコント
ロールアンプ（受信機一体式）等々
もすべて付属する工場完成機。

主翼同様にスチロール製の尾翼
を採用。シンプルな左右一体エレ
ベーターで調整も簡単。絶妙の
モーメントと面積設定により、操
舵時は確かな効きと、
ビギナーに
も安心の操縦しやすさを両立。

.30 CLASS ENGINE POWERED HELICOPTER

●飛行までに必要なほとんどのものを付属した工場完成モーターグ
ライダー。 ●左右主翼の接合、尾翼の取付、動翼の連結、デカール

理想のエントリーをかなえる30ヘリの決定版。
リーズナブルプライスと高性能が高次元バランス！

貼りで飛行準備完了。●優れた揚抗比を発揮するカンバー翼型採
用スチロール一体成型主翼。 ●翼端を円弧上反角とした2段上反
角主翼で抜群の安定性と操縦性。●ブレーキ機能付FETアンプ（受
信機一体式）とフォールディングプロペラで伸びやかな滑空性能。
●軽量で強靱な中空ポリプロピレン（LSS）製胴体。

ELECTRIC POWERED M36
MOTOR GLIDER
30クラスヘリコプター キャリバー3
《OS MAX32SX-H RINGエンジン付》

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。

No.21236 ￥42,000（税込）

《テクニカルデータ》
●全長 ／ 1,015mm
●全幅 ／ 1,600mm
●全備重量 ／ 約720g
（12V1,100mAh Ni-MH搭載時）

キャリバー30の優れたコンセプトはそのままに、数々の独創的アイデアを投入したキャ
リバー3登場！ 左右角度調整の面倒さを解消する組み立て一体構造のスタビ・ヒラー
レバーユニットは、組み上げるだけですべてが設定値通りになる斬新な設計。
またメイ
ンローターをシェル構造の樹脂製とし、
スパン全域近くにおよぶバラストを前縁部に挿
入。安定した回転と素直な操縦性、
そして安全性をハイレベルでバランスさせた。
さら

新設計のAF400BLS B/12/07
ブラシレスモーターをキットに付属。
400 CLASS ELECTRIC POWERED FRP THERMAL GLIDER

STRATUS 1600V BLS
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）

FRP製電動サーマルグライダー ストラトス 2000S
No.10261 レディセット ￥31,500（税込）
《レディセット内容》 ●カラーリング完了工場完成機体 ●アンプ内蔵レ
シーバーユニット ●KT-8 3ch2サーボプロポ（FM40MHz）搭載済み
●8.4V-1,800ニッケル水素バッテリー ●デルタピークオートカット
DC12V急速充電器 ※送信機用単3アルカリ電池8本は別売。

に新フレームはリンケージと調整のし易さを実現している。
しかもこれらのすべてが、
ト

●まったく新しい樹脂製上下シェル構造の対称翼のメインローターを付属。全幅近くにおよぶバラストで素

ラブル後の補修や調整で、すぐに確実な性能再現性を披露する。
まさに入門用として

直な操縦性と安定性を実現。●OSMAX32SX-H RINGエンジンが付属。ベルト駆動2段減速ミッションと
相まって、静かなのに力強い飛行を実現。●プロポの機能に頼らない革新的なサーボマウント駆動機構のメ

理想的特性を実現。
この誕生が、新しい入門ヘリの基準を作り上げる。
《テクニカルデータ》●全長／1,040mm ●全幅／1,860mm ●全
備重量／約1,300g ●翼面積／27dm2 ●翼面荷重／約48.1g/dm2
●プロペラ／8×4フォールディングタイプ ●翼型／カンバータイプ
●モーター／550クラス

ニットとなり、調整不要でベストセットが可能。●受信機＆バッテリーを搭載後のリード線処理が容易なメカ
《テクニカルデータ》●全長／1,100mm ●全幅／210mm ●全高／400mm ●全備重量／約2,850g ●メインローター
径／1,230mm ●ギヤレシオ／メイン9.6:1:5 ●対応エンジン／OS MAX32SX-H RING

GP & EP RACING BOAT SUNSTORM SERIES

ビッグなGPレーシングボートが、ついにレディセットに！
水面を切り裂く走りが、心をとらえて離さない。

SUNSTORM 600
EP RACING BOAT

GP SUNSTORM 1000
28エンジンレーシングボート GPサンストーム1000

ブラシレスモーターが、
新性能のEPコンセプトを連れてきた。

EP CALIBER 400XP

EP CONCEPT SR-K with BLS & ESC

No.20403 ￥37,800（税込）

電動ヘリコプター EPコンセプトSR-K《ブラシレスモーター＋35Aアンプ付》
No.20714BLS

《テクニカルデータ》●全長／605mm ●全幅／122mm ●全高／219mm ●全備重量
／約780g（AF12V-1100NiMHバッテリー搭載時）●メインローター径／655mm

好評発売中

メタルスワッシュプレート、アルミ削り
出しセンターハブ、6mmジュラルミン
製メインマスト、金属製ピッチスライド
リングなど、高剛性パーツ標準装備。

No.41281 レディセット ￥47,250（税込）

《テクニカルデータ》
●全長／1,085mm ●全幅／283mm ●全高
／255mm ●全備重量／約2,600g ●エンジ
ン／GXR28MR ●プロポ／パーフェックスKT3DX2ch2サーボ ●スクリュー／D42×P1.4

（一部使用できないパーツもあります）●メインフレームは半完成。組み立てに必要な時間を大幅短縮化。

金属パーツの投入と各部のブラッシュアップを徹底！
電動の限界を超えた運動性を見せつける！

電動ヘリコプター EPキャリバー400XP

●プロポの電池と燃料をセットするだけで走
航準備が完了。●防水メカルームでR/Cメ
カをガード。安心の不沈構造も採用。●ハイ
パワーかつ始動性に優れたGXR28MR水
冷エンジンを搭載済み。●スラスト角調整式
SPアウトドライブラダー採用。

ボックス。●軽量で丈夫なスキッド一体型軽量ブレース。●キャリバー30用オプションパーツが使用可能。

ELECTRIC POWERED HELICOPTER SERIES

レースが楽しい抜群の加速力。

.28 ENGINE POWERED RACING BOAT

カニカルミキシングシステム（MMS）。●スタビバー、スタビブレード、
ヒラーコントロールレバーがワンユ

￥70,350（税込）

《テクニカルデータ》●全長／760mm ●全幅／132mm ●全備重量／約1,400g ●
メインローター径／865mm ●バッテリー／8.4/9.6V-RC2400ニカドバッテリー対応

好評発売中

サイクロン社製ブラシレスモーターを標
準付属。パワフルに、そしてスムーズに制
御するスカイビクトリーBLS35アンプに
よって、安定したフライト性能を実現。

電動レーシングボート サンストーム600
No.40021 レディセット ￥24,150（税込）
《レディセット内容》●完全完成船体 ●リンケージ済みホイーラータイププロポ ●
7.2V-1400スポーツパワーニカドバッテリー ●DCクイックチャージャー ●船台
※送信機用単3乾電池8本は別売。

《レディセット内容》
●カラーリング完了工場完成船体 ●KT-3DX2ch2サーボプロポ搭載済
み ●GXR28MRエンジン搭載済み ●プラグレンチ、燃料ポンプ、プラグ
ヒーター ●発砲スチロール製船台 ※送・受信機用アルカリ単三乾電池12
本、プラグヒーター用アルカリ単一乾電池2本、燃料は別売。

全長605mm
ミニサイズ電動ヘリ

●全長／625mm ●全幅／220mm ●全高／200mm ●全備重量／約1,200g

今月のイベント情報 >>>
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！
www.kyoshoshop.com

●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。

〒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］

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

KYOSHOフェア＆ミニチュアモデル2006
名古屋での開催決定！ >>>>>

ふるってご来場ください！

話題の京商製品が勢揃い！体験走行も実施予定。そしてコレクター憧れ
のミニチュアモデルも集結！ 見逃せないイベントに全員集合！
KYOSHO HOMEPAGE >>>

www.kyosho.com

●7月20日（木）〜25日（火）／愛知県名古屋市中区マルエイ本館8階
●主催／京商（株）
・
（株）丸栄

みんなが楽しいボート＆ヨットレース！

パワーボートレースで栄冠を勝ち取ろう！

第18回 KYOSHOマリンカップ in 東山湖
7月9日（日）9:00AM集合

KYOSHOパワーボートGP Round 2 in 松戸
7月30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

千葉県松戸市江戸川河川敷

※詳細は京商ユーザー相談室か京商HPをご確認下さい。

※詳細は京商ユーザー相談室か京商HPをご確認下さい。

気軽に参加できる空モノR/Cイベント！
大空を楽しむ一日、KYOSHOプレジャーDAYに集まろう！

KYOSHOプレジャーDAY
※詳細は本誌78ページをご覧下さい。

