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KO製品の使い方や機能の有効
な活用方法など様々な情報を
ブログ形式でご紹介しています！

＜新製品EX-2を余すところなく公開＞ EX-2特設ページ
KOサポートブログのページ

EX-2特設ページを
新設!!
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進化したEX-1。
操る歓びは、
さらなる次元へ。
人間工学に基づくVer.UPを実施。
EX-1Ver.3登場。

進化したEX-1。
操る歓びは、
さらなる次元へ。
人間工学に基づくVer.UPを実施。
EX-1Ver.3登場。

▶ステアリング系◀［ステアリングオーバーライド］ステアリング動作量（トラベ
ル、バランス）の設定を、通常動作量とは別にセット可能。キーで指定したETまた
はBTの操作により、トリム、サブトリム値の変化無しにカンタンに切替え可能。
▶スロットル系◀［ドラッグブレーキ］トリガーのニュートラルポジション時の出力
をブレーキ側にオフセット可能。［ブレーキオーバーライド］ブレーキング量の設定
を、通常制動量とは別にセット可能。キーまたはBTの操作により、トリム、サブトリ
ム値の変化無しにカンタンに切替え可能。
▶予備チャンネル／3ch･4ch系◀［スロットルミキシング］特に1/5スケールマ
シンでの採用が多い前後輪個別ブレーキ装備のマシンにおいて、それぞれのサー
ボを独立設定することが可能。従来のGPカーではリンケージ依存するしかなかっ
たスロットル操作との干渉抑制を、独立ブレーキサーボによる自在性とスロットル

操作に縛られない制動力発揮を実現。［アナログ］あらかじめ設定したETレバー操
作により出力を操作。その最大範囲を自由に設定可能。［4WSミキシング］前輪ス
テアリング操作をマスターとして、後輪のステアリング追従動作を様々にモード設
定可能なミキシング機能。同位相（前後輪を同方向に操舵）、逆位相（前後輪を逆方
向に操舵）、FSteer（前輪のみを操舵）、RSteer（後輪のみを操舵）の各ステアリン
グモードが選択可能。後輪側操舵量の個別設定も可能。［アンプミキシング］EP
カーで前後輪をそれぞれ個別のモーターとアンプで駆動するモデルに対応。ch2
を後輪駆動用とし、これをマスターに前輪側の駆動をスレーブとして設定可能。
▶ファンクション系◀［モニター］1ch～4chの操作量を横位置バーインジケー
ションで表示。リアルタイムで操作量の変化を確認可能。
▶システム系◀［ダイレクトボタン］４つのキーに割り当てた機能をワンタッチで

呼び出し可能。PCでのショートカットと同様の使い勝手の良さを提供。
［2.4GHzBAND］ジェネラル、フランスのバンド切替えが簡単に可能。（バンド切
替え時にはペアリングが必要）［パワーマネージメント］様々な種類のバッテリーに
対応可能なマルチバッテリー機能を搭載。バッテリー種別を指定することで、それ
ぞれに応じた動作下限電圧での電圧効果警告を発することが可能。
▶クイックセットアップ◀初めて車をセットアップするときにこのメニューに従って
設定をすると、基本的な初期設定ができます。先ずは、このクイックセットアップに
従い、路面やコースに合わせてその他の機能を設定することを推奨します。【機能
順序】①ステアリング、スロットルリバース②ステアリングサブトリム③ステアリン
グトリム④ステアリングトラベル⑤ステアリングバランス⑥スロットルサブトリム
⑦スロットルトリム⑧スロットルハイポイント⑨スロットルブレーキ

世界最高峰レーシングプロポEX-10ユーラスで高い評価をいただいている付加機能の数々に加え、新EX-1に合わせて開発した
最新機能を追加搭載。速さを極めると共に、様々なジャンル＆カテゴリーのモデルでの使い勝手を大幅に向上させました。

各種機能 ＜システム＞●レスポンス●セットアップ●ダイレクトボタン●アジャストボリューム（スロットル、ステアリング）●オペレーションタイム●2.4Gバンド●パワーマネージメント●オールリセット●ICS通信＜ステアリング＞●トリム●トラベル●バラン
ス●サブトリム●トリムレート●ターンスピード●リターンスピード●パンチ●カーブ●リバース●トラベルオーバーライド＜スロットル＞●トリム●ハイポイント●ブレーキ●サブトリム●トリムレート●ターンスピード●リターンスピード●パンチ●カーブ
●リバース●ドラッグブレーキ●ブレーキオーバーライド●A.B.S.●アクセラレーション●オートスタート●アイドルアップ＜3ch、4ch関連＞●2WAY●3WAY●5WAY●ANALOG●4WSミキシング（モード、レフト、センター、ライト、トラベル、リバース、
キー）●アンプミキシング（モード、スロットルホールド、ハイポイント、ブレーキ、リバース、トリム、ETモードセット、キー）●スロットルミキシング（ブレーキ、センター、ハイポイント、リバース、カーブ、ディレイ、ステア、オン/オフ、キー）＜クイックセットアップ＞
●ステアリング、スロットルリバース●ステアリングサブトリム ●ステアリングトリム ●ステアリングトラベル ●｠ステアリングバランス ●スロットルサブトリム ●スロットルトリム ●スロットルハイポイント ●スロットルブレーキ＜モデル＞●モデルセレクト（40
台分）●モデルネーム●モデルコピー●モデルリセット＜タイマー＞ストップウォッチ、ダウンタイマー、ラップヒストリー＜その他＞●モニター●LEDカラー（7色）●LCDバックライト●LCDコントラスト●サウンドボリューム●ブザー●キーリピート

EX-1 FHSS Ver.3 2.4GHz KR-413FH付き送受信機セット
送信機：EX-1 Ver.3（マスターユニットEX-1 FHSSVer.2、エキスパートグリップユニット、ステアリングユニット）受信機：KR-413FH　￥54,000（税別）  No.10540
EX-1 FHSS Ver.3 2.4GHz KR-413FH付きダブルレシーバーセット
送信機：EX-1 Ver.3（マスターユニットEX-1 FHSSVer.2、エキスパートグリップユニット、ステアリングユニット）受信機：KR-413FH×2　￥59,000（税別）  No.10545
EX-1 FHSS Ver.3 2.4GHz ジャイロ受信機付きセット2
送信機：EX-1 Ver.3（マスターユニットEX-1 FHSSVer.2、エキスパートグリップユニット、ステアリングユニット）受信機：KR-212FHG サーボ：RSx one10 Response　￥54,000（税別）  No.10544
［主要スペック］▶寸法／230×135×100mm（突起部含まず）▶重量／590g（電池含まず）▶電源／単四×4本▶消費電流／140mA以下※アルカリ電池使用時連続で4～5時間の連続運転が可能です
▶対応受信機／KR-413FH、KR-411FH、KR-211FH、KR-212FHG

さらなる走りを叶える新機能を搭載

EX-2 スタンダードセット　￥32,000（税別） No.10561　［マスターユニットEX-2 ＋ ステアリングユニット ＋ ベーシックグリップユニット ＋ スタンドユニット＋ KR-241FH ＋ LCDエクスパンションユニット EXP-104］
［主要スペック］▶サイズ／240×163×107 ▶重量／510ｇ ▶消費電流／150ｍA ▶アルカリ電池使用時間／６ｈ ［機能］ ペアリング／一般/ミニッツMHS※　電波モード切替／Xpansion装着／２方向/２ポジション ［メインメニュー1］ 〈モデル〉モ
デルセレクト／モデルネーム／モデルコピー／モデルリセット 〈タイマー〉 〈キー設定〉 〈3・4CH〉2WAY／3WAY／5WAY／アナログ／ジャイロ／ツインサーボ／4WS／アンプミキシング／スロットルミキシング 〈トリムセット〉ステアリングオートトリ
ム／ステアリングオートバランス〈システム〉ディスプレイ／バッテリー／計算機／サウンド／ボリュームインフォメーション／キー速度／オペレーションアラーム ［メインメニュー2］ 〈トラベル〉ステアリングトラベル／ステアリングバランス 〈トリム〉ステア
リングトリム／ステアリングサブトリム／ステアリングトリムレート 〈ステアリングスピード〉ステアリングターンスピード／ステアリングリターンスピード 〈ダイナミクス〉ステアリングカーブ／ステアリングパンチ 〈フィール〉ステアリングフィール 〈リバース〉
ステアリングリバース ［メ インメニュー3］ 〈トラベル〉スロットルトラベルF／スロットルトラベルB 〈トリム〉スロットルトリム／スロットルサブトリム／スロットルトリムレート 〈スピード〉スロットルターンスピード／スロットルリターンスピード 〈ダイナミック〉
スロットルカーブ／スロットルパンチ 〈フィール〉スロットルフィール 〈サイクル〉アクセル／ABS 〈オートスタート〉 〈オフセット〉ニュートラルブレーキ／アイドルアップ 〈ブレーキオーバーライド〉 〈リバース〉

EX-2 ベーシックセット　￥23,000（税別） No.10555　［マスターユニットEX-2 ＋ ステアリングユニット ＋ ベーシックグリップユニット ＋ KR-211FH］
［主要スペック］▶サイズ／230×163×95 ▶重量／380ｇ▶消費電流／90ｍA ▶アルカリ電池使用時間／10h ［機能］ ペアリング／一般/ミニッツMHS※電波モード切替／リセット／ステアリングトリム／ステアリングトラベル／ステアリングリバース
／スロットルトリム／スロットルリバース／スロットルトラベル／３CHコントロール（５POSコントロール）／４CHコントロール（２POSコントロール）　　　　　　　　　　　　　※新型ミニッツMHF方式に対応。現行のASF方式には対応しておりません。

これからの
スタンダード。
誕生、EX-2。
EX-1で培ったKIYコンセプトと
新時代のレース機能を
スタンダードセットに投入。

EX-1で培った機能を惜しげもなく投入！
最高峰のレーシングスペックをエントリー＆ミドルクラスでも活用できるように、スタンダードセットでは設定操作と項目をEX-1同等に標準化。ハイエンドへのステップアップにも対応。

エントリーに最適なベーシックセットをラインナップ！
エントリーへの必要要素を絞りこんだベーシックセットにも、ハイエンド機並みのドライビング性能を提供。手軽に本格的なエントリーが可能。

EX-1やその他のオプションユニットが自由に選べる！
ＫＯプロポだけのKIYコンセプトで、自分の求めるスタイルへとステップアップ。ドライブフィールに合わせたオリジナルシステムを構築可能。ＥＸ-1と共通使用できるレシーバーを標準装備。

コンパクトなマスターユニットとショートアンテナを新開発！
マスターユニットを極限まで軽量化。最適な重量バランスと使い勝手の両立を実現しました。さらにアンテナを短くコンパクトにする事で抜群の取り回しやすさが可能。

頭脳を持ったLCDエクスパンションユニット方式を採用!
処理能力の高いCPUを搭載し、EX-2の頭脳としても機能する別体式のLCDユニットを新開発。基本的な設定項目はもちろん、フィールの設定やギヤ比計算機まで多彩な機能を使用可能。

高速レスポンス　ミニッツ”MHS”方式に対応！
切り替え式で一般RCカーとミニッツMHSでご利用いただけます。　※従来のASFには対応していません。

EX-1 ASF Ver.3 2.4GHz ミニッツ用
EX-1ASF Ver.3（マスターユニットASF Ver.2、エキスパートグリップユニット、
ステアリングユニット）　￥44,000（税別）  No.10537
［主要スペック］▶寸法／230×135×100mm（突起部含まず）▶重量／590g（電池
含まず）▶電源／単四×4本▶消費電流／140mA以下※アルカリ電池使用時連続で4
～5時間の連続運転が可能です。

LCDエクスパンションユニットは90°回転可能。
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自在の組合せで、ドライビング自分流！これがK.I.Yコンセプト！

LCDカラーパネルEX-1
各色 ¥2,000（税別）  　

ブルー No.10552　レッド No.10553
ホワイト No.10554

アルミビスセットEX-1
各色 ¥1,800（税別） 

ブルー No.10533　レッド No.10534
シルバー No.10535

Txリフェバッテリー 2N-1550
¥3,800（税別）
No.73018

BX-10Lバランスチャージャー
¥4,500（税別）
No.51201

ラージグリップ
¥1,500（税別） 

ブラック No.10503/グレー No.10514
グリーン No10515

ノーマル ラージ

※右利き用

※左利き用

カラーグリップ2 
各 ¥1,200（税別）

ワインレッド No.10528/ブラック No.10529
グレー No.10530/グリーン No.10531

ブルー No.10532

［装着ユニット］
●マスターユニット EX-1 FHSS Ver.2
●STユニット スティックタイプ
●エキスパートハンドグリップユニット
　（ライトハンド）

［装着ユニット］
●マスターユニット EX-1 FHSS Ver.2
●ステアリングユニットEX-1
●エキスパートハンドグリップユニット
　（レフトハンド）

［装着ユニット］
●マスターユニット EX-1 FHSS Ver.2
●3Dエクステンションユニット
●エキスパートハンドグリップユニット
　（ライトハンド）

［装着ユニット］
●マスターユニット EX-2
●ノーマルエクステンションユニット
●エキスパートハンドグリップユニット
　（ライトハンド）
●バッテリースタンドユニット

※ASF2.4GHzの
　ミニッツ/ｄNaNo専用

マスターユニット EX-1 ASF Ver.2
¥23,500（税別） No.10522

ミニッツシリーズで実績のあるASF方式2.4GHzシステムを採用。
高速処理16bitプロセッサーがマイクロレーシングの世界でいっそ
うの威力を発揮。バックライト付2.7インチ大型液晶ディスプレイと、
４つのダイレクトボタンにより、レースでのアドバンテージを約束。

マスターユニット EX-2
¥8,500（税別） No.10557

シンプルなマスターユニット。LCDエクスパンションユニットを装着
することで機能を拡張できます。FHSSの受信機に対応。切り替え
式でFHSSとMHSに対応します。

エキスパートグリップユニット
（レフトハンド）

 ￥13,500（税別） No.10527

左利き用のエキスパートハンドグリップユニット。

エキスパートグリップユニット
（ライトハンド）

 ￥13,500（税別） No.10526

グリップパッド２の採用により、更なるホールドフィールを実現。ま
た、マルチアングルトリガーはトリガー基部の角度を変更したことで
指の動作によりフィットした形状を実現。

マスターユニット EX-1 FHSS Ver.2
KR-413FH受信機付きセット
¥33,500（税別） No.10543

16bitプロセッサーによる高速処理で優れた操縦性を実現。バック
ライト付2.7インチ大型液晶ディスプレイを装備し、操作しやすい４
つのダイレクトボタンと相まって、最高の使い勝手を提供。過酷な
レース環境でも安定したコントロールを約束するFHSS方式
2.4GHzシステムを採用。

バッテリースタンドユニット
¥4,800（税別） No.10546

送信機の静バランスや持ち重り感、操作デバイスの位置は、自分好
みにできることが理想的。重心位置を下げ、前後左右のバランスを
最適化。長時間のドライビングにも、快適な操作感を実現。リポ、リ
フェのバッテリーに対応。

送信機をホールドした際のポイントが2点
支持となるカラーグリップパッド。優れた
ホールド感とバランスを実現。

バッテリースタンドユニットにぴったりサ
イズのリフェバッテリーです。●リチウム
フェライト●2セル●1550mAh
※グリップ部には挿入できません

●リポ、リフェ2～3セル対応●0.5A/
1A/2A充電切り替え式●バランス充
電●LED●AC100～240V対応

ノーマルのグリップより太いサイズ。
手の大きなドライバーの方に最適。

New

Stand Unit
スタンドユニット

Master Unit
マスターユニット

ノーマルエクステンションユニット
¥7,000（税別） No.10549

3Dエクステンションユニット
¥8,000（税別） No.10501

ステアリングユニットEX-1
¥7,000（税別） No.10506

Steering Unit
ステアリングユニット

STユニット スティックタイプ
¥8,000（税別） No.10502

前後上下、さらに可動方向を指に合せて回転可能。ホイラータイプ
の兼用ではなく、スティック専用機としての操作性を妥協無く追求。
もちえろんテンション調整やスティックリーチのセッティングも可能。

スロットルトリガーとホイールの距離、そして操作軸を接近させ、直
感的なコントロールフィールの獲得に貢献。

ホイールポジションの自在な変更幅とニュートラルポジションをワ
イドに選択できる世界初の3Dエクステンションユニット。ステアリ
ングの操作感もカスタム出来るこだわりのメカニズム。

EX-1のセットに付属するベーシックなステアリング。

Grip Unit
グリップユニット

理想の操作感。
自分スタイルを創れるKIY CONCEPT

工具不要、ワンタッチで分解・脱着ができるデタッチャブルユニットで構成された
KIY（Kustomize it Yourself）CONCEPTが、新たなドライビングスタイルを生み出しました。

オプションを自由に組み合わせて、自分流のこだわりを送信機に活かすことが可能に。
その成果は、さらなる走らせやすさとタイム向上となって、ドライバーをサポートします。

様々なオフセットが可能なマルチアングルトリガー
3次元調整が可能な3Dトリガーがさらに進化。エルゴノミクス
デザインに基づいた形状とオフセットを与えました。有効スト
ロークが拡大されたことで、さらに繊細なスロットルコントロー
ルが可能。ドライバーの意志をダイレクトに伝え、優れた操作
感を実現しています。タイムの向上を目指すドライバーにも、
自在の操作技術の体得を目指すドライバーにも、実効的な効
果を発揮します。

圧倒的な省電力設計を実現
わずか単4乾電池4本での運用が可能。電圧低下にもぎりぎり
まで安定操作が可能なecoサーキットを新開発。地味に見え
て、実は重要な基本性能にも妥協無く最新設計を投入してい
ます。

PCを駆使したKOならではのICS通信機能
外部PCとの有機的接続を可能とした、KOだけのICS機能を
装備。実質的にモデルメモリが無制限となる各種データの外
部保存と読み込み、さらに各種セッティングを外部から行う事
が可能。PCによるインタラクティブなリンクが、EX-1の可能
性をさらにワイドにします。

”KO Support BLOG”をはじめました！すでにEX-1オーナーの方、そしてこれからEX-1を使ってみようという方向けにEX-1の使い方
を詳しく解説。EX-1独自の機能【K.I.Y】システムの紹介から、トリムなどの基本設定、ジャイロの設定方法、ミキシングの使い方、さらに
はレースレポートやドライバー情報などEX-1に関連する豊富な情報を余すことなく紹介していきます。

「KOサポートブログ」▶▶▶ http://www.kopropo.co.jp/blg/

旧トリガー

Ver.3
New
トリガー

随時
更新

Option Pats
その他 オプションパーツ

安定した運用を約束し、他機に邪魔されない強力な信頼性を発揮する独創的な
ハイブリッド方式を採用。過酷なレースに臨むレーシングプロポにとって何が
もっとも大切なのかを具現化した、世界最高峰の2.4GHzシステムです。

KOならではの2.4GHz FHSS ＋ DSハイブリッド方式

LCDエクスパンションユニット EXP-104
¥10,000（税別） No.10558

マスターユニットEX-2に搭載するLCDユニット。表示機能の追加
のみならず、EX-1並みの充実した機能を内蔵しています。

New 

New 
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［本体仕様］●LCD搭載　●チャンネル数：3ch　●送信周波数：2.4GHｚFHSS　●モデルメモリー：7台●電源：単三電池×8本　●対応受信機KR-211FH、KR-212FHG、KR-413FH、KR-411FH
［機能一覧］ ●ステアリングモニター ●ステアリングトリム ●ステアリングトラベル ●ステアリングバランスR/L ●ステアリングスピード ●ステアリングカーブ ●ステアリングサブトリム ●ステアリングリバース ●ス
ロットルモニター ●スロットルトリム ●スロットルハイポイント ●スロットルブレーキ ●スロットルスピード ●スロットルカーブF/B ●スロットルサブトリム ●スロットルリバース ●ABS強さ/速さ ●3chモニター ●
3chポジション設定 ●アジャストボリューム ●モデルリセット ●モデルコピー ●モデルネーム ●モデルセレクト

2.4GHz　FHSS 4ch 受信機
KR-411FH
＜2.4GHz FHSS＞¥12,000（税別） No.21004
●FHSS専用超小型4ch受信機●D.D.S対応●サイズ
28×18.3×18.5mm、7.5g●電源電圧/4.8～7.4V●全
てのレスポンスモードで使用可能●ノイズに強いシールドア
ンテナ●安心のフェイルセーフ機能●金メッキコネクターピ
ン●コネクターキャップ付属

2.4GHz DSSS System

2.4GHz FHSS System

2.4GHz DSSS 2ch 受信機 
KR-210S
＜2.4GHz DSSS＞￥4,500（税別） No.21003
●DSSS専用小型2ch受信機●D.D .S対応●サイズ
29.3×24.4×16.0mm、7.8g●電源電圧/4.8～7.4V●全
てのレスポンスモードで使用可能●安心のフェイルセーフ機能
●コネクターキャップ付属

2.4GHz FHSS 2ch 受信機 
KR-211FH
＜2.4GHz FHSS＞￥4,500（税別） No.21005
●FHSS専用小型2ch受信機●D.D.S対応●サイズ29.3×
24.4×16.0mm、7.8g●電源電圧/4.8～7.4V●全てのレ
スポンスモードで使用可能●安心のフェイルセーフ機能●コ
ネクターキャップ付属

2.4GHz　FHSS 4ch 受信機
KR-413FH
＜2.4GHz FHSS＞¥12,000（税別） No.21007
KR-411FHの4倍のレスポンスを達成。ハイエンド向けレ
シーバー●FHSS専用超小型4ch受信機●D.D.S対応●
サイズ28×18.3×18.5mm、7.5g●電源電圧/4.8～
7.4V●全てのレスポンスモードで使用可能●ノイズに強い
シールドアンテナ●安心のフェイルセーフ機能●金メッキコ
ネクターピン●コネクターキャップ付属

■ホッピング方式の要となるホッピングパターンは、個体ごとに異なるパターを
　生成し、高度な相互干渉性能を実現。
■通信システムの最適化により、到達可能距離を大幅に改善。
■擬似環境テスト下で、60台同時使用を達成。※
■バインディング時間は0.01秒以下と大幅に短縮。
■高信頼性ホッピング＋D.D.S.が最適なドライブフィーリングを提供。
※1.当社従来比2.0倍約160ｍ。環境により異なります。　※2.実用値は、環境・条件により異なります。

2.4GHz帯を使用し、レスポンスに優れるスペクトラム方式。KOのシス
テムは、第2ステージとして、DS方式とFH方式の長所を組み合わせたハ
イブリットFHSS方式を採用。DS方式の長所である応答性の良さにFH方
式の対障害性能をプラスしさらなる進化を遂げました。

こだわりのホッピングパターンとD.D.S.が
異次元のレーシング性能を実現！

●世界初。2.4GHz FHSS方式　ジャイロ内蔵インテリジェント制御受信機。
●ビルトインジャイロセンサーにより、搭載した車の挙動をいち早くキャッチし
て、ステアリングおよびスロットルに内部ミキシングを掛けて姿勢制御を行いま
す。低グリップ路面でのテールスライドやスロットルを開け過ぎてのスピンなど
にも効果を発揮し抜群に安定した走行が可能になります。
●それぞれのチャンネルのパラメータ設定は、独立して送信機から行うことが
可能。
●ジャイロ機能をOFFにして、2ch受信機としても使用することも可能。
●ライト等アクセサリーパーツを装着する際に便利な電源端子（パワーポート）
を２系統装備。
【対応プロポ】EX-1(KIY)及びRF-904FHまたはRF-903FHを取り付けた
EX-10ユーラス、EX-1UR、EX-5FH（3chのみ）
【サイズ、重量】 29.3ｘ24.4ｘ16.0ｍｍ、7.9g
【その他】 ●D.D.S対応●全レスポンスモード対応●フェイルセーフ機能●金
メッキコネクターピン

2.4GHz FHSS 2ch 受信機 
KR-212FHG
＜2.4GHz FHSS＞ ￥7,500（税別） No.21006

ジャイロ内蔵 ジャイロ内蔵 タイプレシーバー

EX-5FH  2.4GHz FHSS
KR-211FH送受信機セット
送信機+受信機KR-211FH
￥14,800（税別）　No.10600

EX-5FH  2.4GHz FHSS
ジャイロ受信機セット
送信機+受信機KR-212FHG+PDS-2501ICS
￥18,800（税別）　No.10602

EX-5FH  2.4GHz FHSS
ダブルレシーバーセット
送信機+受信機KR-211FH × 2
￥17,800（税別）　No.10601

EX-5FH  2.4GHz FHSS
エンジンカーセット
送信機+受信機KR-211FH+PDS-2511ICS × 2
￥21,800（税別）　No.10603

ハイエンド仕様と手軽さを手に入れたＥＸ-５ＦＨ。

ジャイロ内蔵受信機対応3ch仕様
KR-212FHGなどのジャイロセンサー内蔵受信機に対応。
走行中も、3ch目の操作でステアリング補正への
ジャイロ感度の調整が可能。

多彩な付加機能を装備
ステアリング＆スロットルカーブ、ステアリングR/L個別バランス、
スロットルABS強弱設定、モデルメモリー7台をはじめ、
各種セッティング機能を装備。

■本製品の取扱説明書はCD-ROMに収録されています。ご覧になるにはPCが必要になります。なお、簡易的な操作方法はクイックマニュアルでご確認いただけます。

エスプリ哲学の進化。エスプリ哲学の進化。

［設定項目］〈新機能〉ＳＴフィール/ＴＨ-Ｆフィール/ＴＨ-Ｂフィール ［各種機能］〈モデルメニュー〉▶モデルセレクト▶モデル
ネーム▶モデルコピー▶モデルリセット〈ステアリング〉▶トリム▶トラベル▶バランス▶サブトリム▶トリムレート▶ターンス
ピード▶リターンスピード▶パンチ▶カーブ▶リバース▶トラベルオーバーライド〈スロットル〉▶トリム▶ハイポイント▶ブレー
キ▶サブトリム▶トリムレート▶ターンスピード▶リターンスピード▶パンチ▶カーブ▶リバース▶ドラッグブレーキ▶ブレーキ
オーバーライド▶A.B.S.▶アクセラレーション▶オートスタート▶アイドルアップ〈3/4CH〉▶2WAY▶3WAY▶5WAY▶
ANALOG▶4WSミキシング▶アンプミキシング▶スロットルミキシング▶GYROミキシング〈クイックセットアップ
（QuickSetup）〉〈タイマー〉▶ストップウォッチ▶ダウンタイマー▶ラップヒストリー〈ファンクション〉▶モニター▶LCDバッ
クライト▶LCDコントラスト▶サウンド ボリューム▶ブザー▶キーリピート〈システム〉▶レスポンス（ST）▶レスポンス（TH）▶
STフィール▶TH-Fフィール▶TH-Bフィール▶セットアップ（キー設定項目編集）▶ダイレクトスイッチ▶アジャストVR（ST）▶
アジャストVR（TH）▶オペレーションタイム▶2.4G バンド▶パワーマネージメント▶オールリセット▶ICS

ESPRIT4 〈送受信機セット〉¥70,000（税別） No.10700    
●送信機／ESPRIT-Ⅳ Professional　●受信機／KR-413FH　■レスポンスモードＳＴ/ＴＨ個別切替式（ノーマル／ハイスピード／アドバンスド） 

※本製品にはバッテリーは付属しません。別途充電池をお買い求めください。※本製品は乾電池は使用出来ません。

ショートスティックヘッド 
￥600（税別） ブラック No.10517　シルバー No.10518

アルミ製のショートタイプ。ねじ込むだけで長さの微
調整が可能。ダブルナット仕様で確実固定。

EX-5FH 2.4GHz FHSS 
VFS-FR2付セット
送信機+受信機KR-211FH+VFS-FR2+PDS-2501ICS

¥21,800（税別）  No.10604

EX-5FH 2.4GHz FHSS
VFS-FR2付ジャイロ受信機セット
送信機+ジャイロ受信機KR-212FHG+VFS-FR2+PDS-2501ICS

¥23,800（税別）  No.10605

歴代最高の動作性能
EX-1で築き上げたレーシングプロポとしてのノウハウをさらに進化させESPRIT4に搭載しました。最速の
レスポンス特性をスティックに合わせ再調整。7年間の集大成をぜひご体感ください。

至高のフィーリング
進化のポイントはフィール機能です。これまでは”レスポンス”の調整をすることで【反応速度】を調節してきま
したが、フィール機能では、【操作感】の調整が可能になります。 【操作感】は、ドライバーそれぞ れが独自に持
っているものですが、フィール機能を調整することで最も最適だと感じるプロポに仕上げることが可能です。

歴代最高の動作性能
EX-1で築き上げたレーシングプロポとしてのノウハウをさらに進化させESPRIT4に搭載しました。最速の
レスポンス特性をスティックに合わせ再調整。7年間の集大成をぜひご体感ください。

至高のフィーリング
進化のポイントはフィール機能です。これまでは”レスポンス”の調整をすることで【反応速度】を調節してきま
したが、フィール機能では、【操作感】の調整が可能になります。 【操作感】は、ドライバーそれぞ れが独自に持
っているものですが、フィール機能を調整することで最も最適だと感じるプロポに仕上げることが可能です。

2.4GHz FHSS 4ch 受信機 
KR-241FH
＜2.4GHz FHSS＞￥6,500（税別） No.21008
●FHSS専用小型4ch受信機●D.D.S対応●サイズ29.3×
24.4×16.0mm、7.8g●電源電圧/4.8～7.4V●全てのレ
スポンスモードで使用可能●安心のフェイルセーフ機能●コ
ネクターキャップ付属。

New 

2.4GHz FHSS System 対応機種 EX-1/EX-2マスターユニット、ESPRIT-4、EX-5FH、RF-903/904
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RSx2-Power H.C
¥20,000（税別）  No.30107
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.11秒/60°（7.4V）/0.13秒/60°（6.0V）
●トルク：31.6Kg・cm（7.4V）/26.3Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：70.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx2-Response
¥16,000（税別）  No.30108
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.06秒/60°（7.4V）/0.07秒/60°（6.0V）
●トルク：17.6Kg・cm（7.4V）/14.5Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：65.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx2-Power 
¥16,000（税別）  No.30109
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.11秒/60°（7.4V）0.13秒/60°（6.0V）
●トルク：31.6Kg・cm（7.4V）26.3Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：65.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx2-Response H.C
¥20,000（税別） No.30106
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.06秒/60°（7.4V）/0.07秒/60°（6.0V）
●トルク：17.6Kg・cm（7.4V）/14.5Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：70.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

［共通項目］●新開発コアレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、アルミアッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

［共通項目］●新開発コアレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、メタル軸受け入り樹脂製アッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

ロープロサイズ スピードタイプ

RSx-one10 Response
¥14,000（税別）  No.30105
●7.4Vハイボルテージ対応ロープロタイプデジタルサーボ
●スピード：0.07秒/60°（7.4V）、0.09秒/60°（6.0V）
●トルク：9.0Kg・cm（7.4V）、7.0Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×25.5×21mm（突起部含まず）
●重量：51.0g
●電源：6.0～7.4V（リポ、リフェ、ニッケル水素、ニッカド）
●コアレスモーター●特殊アルミギヤ（初段のみ樹脂）
●デュアルベアリング●ハードサーボギヤシャフト●アルミ
ヒートシンクミドルケース●金メッキコネクター●1/10サイ
ズのRCカーに最適なロープロタイプ

1/10 scaleに最適 1/12 scaleに最適
ミニサイズ スピードタイプ

RSx-12
¥11,000（税別）  No.30114
RSx-12 World spec version
¥11,000（税別）  No.30115
RSx-12 GT version
¥11,000（税別）  No.30116
●スピード：0.13秒/60°（6.0V）●トルク：7.5Kg・cm
（6.0V）●サイズ：33×26×15mm（突起部含まず）●重
量：26.0g●電源：6.0V●コアレスモーター●特殊アルミ
ギヤ（初段のみ樹脂）●デュアルベアリング●ハードサーボ
ギヤシャフト●金メッキコネクター●1/12サイズのRCカー
に最適なミニサイズ

BSx2-Power H.C
¥20,000（税別）  No.30202
●7.4Vハイボルテージ対応ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.12秒/60°（7.4V）/0.15秒/60°（6.0V）
●トルク：26.0Kg・cm（7.4V）/21.0Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：68.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

BSx2-Response
¥16,000（税別）  No.30203
●7.4Vハイボルテージ対応ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.08秒/60°（7.4V）/0.09秒/60°（6.0V）
●トルク：18.1Kg・cm（7.4V）/15.4Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：62.4g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

BSx2-Power 
¥16,000（税別）  No.30204
●7.4Vハイボルテージ対応ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.12秒/60°（7.4V）0.15秒/60°（6.0V）
●トルク：26.0Kg・cm（7.4V）21.0Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：63.5g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

BSx2-Response H.C
¥20,000（税別） No.30201
●7.4Vハイボルテージ対応ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.08秒/60°（7.4V）/0.09秒/60°（6.0V）
●トルク：18.1Kg・cm（7.4V）/15.4Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：67.4g
●電源：6.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

［共通項目］●ブラシレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、アルミアッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

［共通項目］●ブラシレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、メタル軸受け入り樹脂製アッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

［共通項目］●ブラシレスモーター、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、樹脂製アッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター、1/10サイズのRCカーに最適なロープロタイプ

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

ロープロサイズ スピードタイプ

BSx2-one10 Response
¥16,000（税別）  No.30205
●7.4Vハイボルテージ対応ロープロタイプ
　ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.08秒/60°（7.4V）、0.09秒/60°（6.0V）
●トルク：13.3Kg・cm（7.4V）、10.5Kg・cm（6.0V）
●サイズ：40.5×26×21mm（突起部含まず）
●重量：48.0g
●電源：6.0～7.4V（リポ、リフェ、ニッケル水素、ニッカド）
●特殊アルミギヤ（初段のみ樹脂）

1/10 scaleに最適 1/10 scaleに最適
ロープロサイズ トルクタイプ

BSx2-one10 Power
¥16,000（税別）  No.30206
●7.4Vハイボルテージ対応ロープロタイプ
　ブラシレスデジタルサーボ
●スピード：0.10秒/60°（7.4V）、0.12秒/60°（6.0V）
●トルク：17.8Kg・cm（7.4V）、15.2Kg・cm（6.0V）
●サイズ：40.5×26×21mm（突起部含まず）
●重量：48.0g
●電源：6.0～7.4V（リポ、リフェ、ニッケル水素、ニッカド）
●全段特殊アルミギヤ

最新プロポに完全対応。
そのパフォーマンスが勝ちを連れてくる。

最新プロポに完全対応。
そのパフォーマンスが勝ちを連れてくる。

ピュアレーシング・サーボを名乗れる、
唯一のブラシレスサーボ。

精緻で細密なセッティング対応力が、プロポの能力を完全サポート。精緻で細密なセッティング対応力が、プロポの能力を完全サポート。 最新プロポの能力をフルに引き出し、確実に走りを進化させる。
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アルマイトビスセット
EX-1用 ￥1,800（税別） レッド No.10534

アルマイトビスセット
EX-1用 ￥1,800（税別） シルバー No.10535

Tｘバッグ EX-1（KIY）
¥3,200（税別） No.16209
EX-1（KIY)本体や各種ユニットが収納可能な
バッグです。

2.4GHｚアンテナキャップ
¥200（税別） No.16008
（EX-10ユーラス/エスプリⅢユニバース用の各
1個入）

Txリフェバッテリー2N-1550
¥3,800（税別）  No.73018
バッテリースタンドユニットにぴったりサイズの
リフェバッテリーです。●リチウムフェライト●2
セル●1550mAh

RSx-Power H.C
¥20,000（税別） No.30101
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.11秒/60°（7.4V）/0.13秒/60°（6.0V）
●トルク：31.6Kg・cm（7.4V）/26.3Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：70.5g
●電源：6～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx-Response
¥16,000（税別） No.30102
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.06秒/60°（7.4V）/0.07秒/60°（6.0V）
●トルク：17.6Kg・cm（7.4V）/14.5Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：65.5g
●電源：6～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx-Power 
¥16,000（税別） No.30103
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.11秒/60°（7.4V）0.13秒/60°（6.0V）
●トルク：31.6Kg・cm（7.4V）26.3Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：65.5g
●電源：6～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

RSx-Response H.C
¥20,000（税別） No.30100
●7.4Vハイボルテージ対応デジタルサーボ
●スピード：0.06秒/60°（7.4V）/0.07秒/60°（6.0V）
●トルク：17.6Kg・cm（7.4V）/14.5Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×37.5×20mm（突起部含まず）
●重量：70.5g
●電源：6～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）

［共通項目］●新開発コアレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、アルミアッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

［共通項目］●新開発コアレスモーター、全段特殊アルミギヤ、デュアルベアリング、ハードサーボギヤシャフト、メタル軸受け入り樹脂製アッパーケース、アルミヒートシンクミドルケース、金メッキコネクター

BSx-Standard
¥20,000（税別） No.30200
●7.4Vハイボルテージ対応ロープロタイプデジタルサーボ
●スピード：0.06秒/60°（7.4V）、0.07秒/60°（6V時）
●トルク：20kg・cm（7.4V時）、15kg・cm（6V時）
●サイズ：41×37.5×20mm
●重量：65.5g
●電源：６.0～7.4V（ニッカド、ニッケル水素、リポ、リフェ）
●新開発ブラシレスモーター●全段特殊アルミ製ギヤ●デュ
アルベアリング●ハードサーボギヤシャフト●メタル軸受け
樹脂アッパーケース●アルミヒートシンクミドルケース●オプ
ションのBSxサーボ用アルミアッパーケースへの換装可能
●金メッキコネクター

RSx-one10
¥14,000（税別） No.30104
●7.4Vハイボルテージ対応ロープロタイプデジタルサーボ
●スピード：0.09秒/60°（7.4V）、0.1秒/60°（6.0V）
●トルク：12.0Kg・cm（7.4V）、10.0Kg・cm（6.0V）
●サイズ：41×25.5×21mm
●重量：51.0g
●電源：6.0～7.4V（リポ、リフェ、ニッケル水素、ニッカド）
●コアレスモーター●全段特殊アルミギヤ●デュアルベアリ
ング●ハードサーボギヤシャフト●アルミヒートシンクミドル
ケース●金メッキコネクター●1/10サイズのRCカーに最
適なロープロタイプ

信頼の証、メイドインJapan。純国産サーボは国際基準。
7.4Vハイボルテージ対応でリポ2セルが
ダイレクト入力によりさらに性能がアップ

スタンダードサイズ スピードタイプ ロープロサイズ スピードタイプ

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

スタンダードサイズ スピードタイプ スタンダードサイズ トルクタイプ

セミロープロサイズ スピードタイプ

セミロープロサイズ スピードタイプセミロープロサイズ トルクタイプ

セミロープロサイズ スピードタイプセミロープロサイズ トルクタイプ

セミロープロサイズ トルクタイプ
PDS-2531 ICS LED
¥7,000（税別） 
Blue No.30057  Red No.30058  Yellow No.30059
●スピード／0.13秒/60°
●トルク／9.5Kg・cm
●使用電圧／6.0V
●サイズ／41×31.8×21mm
●重量／46.5g　●金属ギア採用

PDS-2512 ICS
¥7,000（税別） No.30052
●スピード：0.16秒/60°
●トルク：10.8kg-cm
●使用電圧：6.0V
●サイズ：41×31.8×21mm
●重量：46.5ｇ　●ギヤ：金属

PDS-2502 ICS
¥5,000（税別） No.30050
●スピード：0.15秒/60°
●トルク：8.3kg-cm
●使用電圧：6.0V
●サイズ：41×31.8×21mm
●重量：39.9ｇ　●ギヤ：樹脂

PDS-2511 ICS
¥7,000（税別） No.30051
●スピード：0.13秒/60°
●トルク：9.6kg-cm
●使用電圧：6.0V
●サイズ：41×31.8×21mm
●重量：46.5ｇ　●ギヤ：金属

PDS-2501 ICS
¥5,000（税別） No.30049
●スピード：0.12秒/60°
●トルク：7.4kg-cm
●使用電圧：6.0V
●サイズ：41×31.8×21mm
●重量：39.9ｇ　●ギヤ：樹脂

PDS-2532 ICS LED
¥7,000（税別）
Blue No.30060  Red No.30061  Yellow No.30062
●スピード／0.16秒/60°
●トルク／10.8Kg・cm
●使用電圧／6.0V
●サイズ／41×31.8×21mm
●重量／46.5g　●金属ギア採用

ステアリングホイール（EX-1（KIY)用）
¥2,000（税別）No.10542 

ステアリングスポンジ
ＥＸ-1（ＫＩＹ）、EX-10ユーラス用 
¥1,000（税別） No.16180

カラーグリップ2（KIY）
EX-1（KIY）用
各色 ¥1,200（税別）  ワインレッド No.10528　
ブラック No.10529　グレー No.10530
グリーン No.10531　ブルー No.10532

ステアリングスポンジ
ＥＸ-1（ＫＩＹ）用
¥500（税別） No.10525

2.4GHz ブラックアンテナ
ＥＸ-1（ＫＩＹ）用
¥1,800（税別） No.10524

プロポ用パーツ

ラージグリップ（KIY）
EX-1（KIY）用
各色 ¥1,500（税別）
ブラック No.10503　グレー No.10514
グリーン No.10515

カラーグリップ（KIY）
EX-1（KIY）用
各色 ¥1,000（税別）
ブラック No.10511　グレー No.10512
ワインレッド No.10510　グリーン No.10513

VFS-FR2　¥8,980（税別）  No.40448
●対応モーターターン数／無制限●瞬間最大電流／
1200A（FETスペック）●連続最大電流／300A（FET
スペック）●定格電流/120A（FETスペック）●ドライブ
周波数／約2.0KHz（出荷時）●入力電圧／6.6～
8.4V（BEC出力／6.0V）●32.6×29.0×19.4mm
●重量／25.3g（本体のみ）

［製品特長］
●前進側32分割ポジションに500Hz～5.3KHzの範
囲で64段階の周波数設定が可能なVFS機能●バック＆
ブレーキング機能●バックキャンセル可能（ESC単品で
のセットアップ時に設定可能）●スタンダード設定をプリ
インストール済み●ヒートプロテクター装備●LiPo使
用時のカット設定済み（ICS機能でNiMH用に設定変更
可能）※カット電圧設定変更にはオプションの「ICS 
USBアダプターHS」をご利用ください。●推奨ターン
数／LiPo：12Ｔ以上・LiFe、NiMH：23T以上●オプショ
ンの使用でICS機能が活用可能。各種パラメーター設定
が可能（VFS-FR2用項目を多数新採用）※従来のカー
ドは使用不可。

ブラシモーター用スピードコントローラー

走りを進化させる“VFS-FR2”誕生。

パワーが違う！

コストパフォーマンスが高い！
スピードに驚く！

LCDカラーパネルEX-1
各色 ¥2,000（税別）  　
ブルー No.10552　レッド No.10553
ホワイト No.10554

アンテナサポート
(2.4GHzブラックアンテナ用)
￥300（税別） No.16009
2.4GHz対応のブラックアンテナを根元から
しっかりサポート。
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ネックストラップ3
各¥1,600（税別）  
プラネットブルー No.16303
グレー No.16305

コネクターキャップ
￥200（税別） No.25511

スイッチハーネス BEC
￥550（税別） No.26002

サーボケース
￥600（税別） 
PDS-95/949/947 No.35013

電池ボックス BEC
￥450（税別） No.26013

サーボケース
￥600（税別） 
PDS-2501/2502/2511/2212 No.35023

電源ユニット
￥700（税別） No.26012

サーボケース
￥700（税別） 
PDS-2413ICS No.35020

アルミ軽量ゴールドビス
（8本入り） ￥600（税別） No.17005
ユーラス/エクステンションユニットを装着した
EX-1UR用

アルミ軽量ブラックビス
（8本入り） ￥600（税別） No.17007
ユーラス/エクステンションユニットを装着した
EX-1UR用

サーボ用パーツ

RSxアルミアッパーケース
￥4,200（税別）  
RSx-Reponse H.C／RSx-Power H.C No.35026

BSxアルミアッパーケース
￥4,200（税別）  BSx Standerd No.35028

樹脂ギア 
¥300（税別）   
PDS-2413ICS（3枚入り）　No.35528

サーボギアセット2
¥500（税別）  
PDS-2502  No.35535

サーボギアセット2
¥500（税別）  
PDS-2501  No.35534

樹脂ギア 
¥300（税別） 
PDS-951/949/947 No.35516 

メタルギヤセット
¥1,800（税別） 
PDS-951/949/947 No.35517 

メタルギヤセット
¥1,800（税別） 
PDS-2413 ICS  No.35527

RSｘメタル軸受けアッパーケース
￥600（税別） 
RSx-Reponse／RSx-Power　No.35027

RSｘ one10アッパーケース
￥300（税別） 
RSx-one10　No.35029

エレクトリカルスイッチ2
￥3,500（税別） No.60228　
あのエレクトリカルスイッチがリポバッテリーに対
応して新登場。
CPUにより電源の状態(ON/OFF)を記憶する
為、エンジンカー等で振動によるコネクターの接
触不良や過負荷時の瞬間的な断線によっておこ
る電源OFFを防ぐことが出来ます。

＜その他の機能＞
●バッテリーインジケーター装備／5個のLEDでバッテリーの電圧を表示
●LI-PO MODE装備／LI-PO MODE時はバッテリー電圧が６Vを下回っ
た場合、出力をカットしバッテリーの過放電を防ぎます

OPTION PARTS

メタルギアセット2
¥3,000（税別）   
PDS-2511 ICS　No.35536

メタルギアセット2
¥3,000（税別）   
PDS-2512 No.35537

サーボリードGブラック
（ゴールドコネクター）

¥450（税別） No.36512

延長コードG
¥500（税別） No.36513
延長コード
¥400（税別） No.36504

7.4VコードG  ¥500（税別） No.36514
●大電流対応50芯タイプ●金メッキコネクター●RSx及びBSxサーボの電源を走行用のリポバッ
テリー7.4Vからダイレクトに入力可能●赤いリード線をバッテリーのプラス端子に接続するだけで
OK。7.4Vのメリットを最大限に活かしたより高いパフォーマンスを発揮

サーボリード　¥300（税別） No.36501
サーボリードG（ゴールドコネクター）
¥450（税別） No.36508

サーボコネクターセットG
¥300（税別） No.36511

二又コードⅡ
¥600（税別） No.36509

ブラックサーボリードG
¥450（税別） No.36515

グロメット
20個入 ¥200（税別）  No.36851

サーボタブスペーサー
（4ヶ入） ¥350（税別）  No.36852
●アルミ製●クラッシュ時のニュートラルずれ防
止に！●エンジンカーに最適

ハイルーブグリス
¥500（税別）  No.36853
●モリブデンより潤滑性に優れ、樹脂、金属とも
に十分な対磨耗特性があります。●サーボのメ
ンテナンス用におすすめです。●容量：5g

サーボ用パーツ

RSxアルミギアセット（Power type）
￥3,000（税別） 
RSx-Power H.C／RSx-Power No.35540

RSx-one10アルミギアセット
￥3,000（税別） 
RSx-one10 No.35541

スティアホーン/カラーホーン
￥450（税別） （メタルリング入）
ステアホーン ブラック No.36012
カラーホーン オレンジ No.36017
カラーホーン グリーン No.36018

センサーケーブル（160mm）
¥600（税別）  No.41015
●BLMモーターに付属。

センサーケーブル（200mm）
¥600（税別）  No.41016

ヨーロピアンコネクターセット
（メス3個入り）
￥350（税別） No.41019

ヨーロピアンコネクターセット
（オス3個入り）
￥350（税別） No.41018

ヨーロピアンコネクターセット
（オスメス各3個セット）
￥600（税別） No.41017

アルミクランプサーボホーン
各￥1,500（税別） ブラック2.0mmNo.36020
アッシュ2.5mmNo.36021
シルバー3.0mm No.36022

ブラック

アッシュ

シルバー

ESC用パーツ

RSｘアルミギアセット（Response type）
￥3,000（税別） 
RSx-Response H.C／RSx-Response No.35539
BSｘアルミギアセット
￥3,000（税別） BSx Standerd No.35542

サーボホーン（TT-02用）
（2ヶ入）  ￥100（税別）  No.36024
●タミヤTT02用サーボホーン
●XBからの交換用に最適。

カーボンサーボホーン
各¥800（税別）16.5mm No.36026  
18.5mm No.36027 20mm No36028 

カーボンサーボホーン 3種セット
¥1,800（税別） No.36025

カーボンサーボホーン 1/12用
¥800（税別）No.36029 

カーボン素材を使ったサーボホーン。3種類のベースパー
ツを付け替えることでホーンの長さを変えることができま
す。車の種類や動作の好みによって付け替えてお楽しみく
ださい。●カーボンホーンベースパーツ3種（20mm/
18.5mm/16.5mm）●アルミクランプパーツ×1個

20
m
m

18
.5
m
m

16
.5
m
m

受信機用パーツ

TX電池ボックス
¥500（税別）  No.16101

カラーグリップセット ラージサイズ
EX-10ユーラス用
¥1,200（税別） ダークグレー No.16132

カラーグリップセット スタンダードサイズ
EX-10ユーラス用
各色 ¥1,000（税別）
ブライトレッド No.16121　プラネットブルー No.16129
オレンジ No.16127　イエロー No.16125

プロポ用パーツ

スーパーパワーアップコンデンサー
¥600（税別） No.45514

ヒートシンク（VFS-1/2/FR用）
¥1,000（税別） No.45504

耐熱伝導性両面テープ
（2枚入り）¥100（税別） No.45511

ブラシレスモーター端子セット
￥600（税別） No.41020

ステアリングシルバー
EX-5UR、EX-5FH用
¥700（税別）   No.16076

ステアリングホイール
EX-10ユーラス用
¥2,000（税別）  No.16080
減角アダプター付※EX-5URに使用の際には
減角に注意して下さい。
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Txニッケル水素バッテリー
ライトウェイトセル（送信機用）
¥4,800（税別）8N（9.6V）-800mAh No.73016
●従来比約50％の軽量タイプ。
※EX-1（KIY）、EX-2、EX-5使用不可。

Txニッケル水素バッテリー
ハイパワーセル（送信機用）
¥6,500（税別）8N（9.6V）-2000mAh No.73017
●従来比約2倍の大容量タイプ
※EX-1（KIY）、EX-2、EX-5使用不可

防水コネクター
¥100（税別） No.75002

蛍光シリコンワイヤー
15GA 各¥450（税別） 各色50ｃｍ入り
バッテリー用（ブラック・ピンク）No.75105
モーター用（イエロー・グリーン）No.75106

蛍光シリコンワイヤー
13GA 各¥600（税別） 各色50ｃｍ入り
バッテリー用（ブラック・ピンク）No.75101
モーター用（イエロー・グリーン）No.75102

蛍光シリコンワイヤー
12GA 各¥800（税別） 各色50ｃｍ入り
ブラック No.75107、ピンク No.75108
グリーン No.75109

ステルスソルダー
5m 銀入 超低抵抗¥1,000（税別） No.75301

カラーチューブ
各¥180（税別）
黄 No.75405、ピンク No.75406
緑 No.75408、青 No.75409

スミチューブ
各¥150（税別）
L No.75451、S No.75452、M No.75453

ニッカドチューブ
各¥300（税別）
黒 No.75502、クリア No.75504

単セル用ニッカドチューブ
各¥180（税別）
黒 No.75602、クリア No.75604

KOバナーL スタンダードサイズ
¥15,000（税別） 87×244cm No.79302

ストロングゴールドコネクター
オス2個入 ¥380（税別） No.05022
オス5個入 ¥760（税別） No.05025

ストロングゴールドコネクター
オスメスセット ¥380（税別） No.05021

ＫＯデカールタイプA
各¥500（税別）
ブラック No.79060
ホワイト No.79061

ストロングゴールドコネクター
メス2個入 ¥380（税別） No.05023
メス5個入 ¥760（税別） No.05024

No.55053

No.55054

汎用パーツバッテリー／充電器

I.C.S. (Interactive Communication System)

アルティメイトブースター180A
¥5,000（税別） No.45519

ポケットブースター充電アダプター
¥1,000（税別） No.55064

バッテリー接続コード
（バナナ⇦⇨7.2Vコネクター）
¥700（税別） No.55008

TX充電ジャック
¥300（税別） No.55051
TX充電ジャック JR用
¥300（税別） No.55052

8N5N用充電器
¥2,500（税別） No.73204

7.2Vコネクター
¥170（税別） No.75001

TXバッテリー用放充電コード
¥300（税別） No.55053
RXバッテリー用放充電コード
¥300（税別） No.55054

充放電器用パーツ

OPTION PARTS

シリコンワイヤー2　ブラック
10GA 50cm×1 ¥1,000（税別）No.75110
12GA 50cm×2 ¥800（税別）No.75112
16GA 50cm×2 ¥600（税別）No.75114

シリコンワイヤー2　レッド
10GA 50cm×1 ¥1,000（税別）No.75111
12GA 50cm×2 ¥800（税別）No.75113
16GA 50cm×2 ¥600（税別）No.75115

ARCシステム用パーツ

TD-3［ARC タイプ4専用発信器］
￥1,600（税別） No.93045
10個セットA（01～10）￥13,867（税別） No.93044
10個セットB（11～20）￥13,867（税別） No.93054
●低電圧でも安定動作。●パイロットランプ装
備■サイズ／26×21.5×13ｍｍ（突起物を含
まず。）■重量／7.4ｇ■使用電圧／6V■発信
機、ARCエントリーチップ、接続コード20cm
※ミニッツ用（タイプ4M)には使用できません。
※10個セットBは、BタイプのARC Type4に適
合します。

MT-1［ARC タイプ4M専用発信器］
￥1,600（税別） No.93043
10個セットA（01～10）￥13,867（税別） No.93042
10個セットB（11～20）￥13,867（税別） No.93052
●超小型ミニッツ専用発信機。●パイロットラン
プ装備■サイズ／20×7.5×3ｍｍ（突起物を
含まず。）■重量／1.0ｇ■使用電圧／4.8V 
※ARCタイプ4（一般RC用）には使用できませ
ん。※ご使用のシャーシに合わせた別売の接続
ケーブルが必要です。※10個セットBは、Bタイ
プのARC タイプ4Mに適合します。

MT-1接続ケーブルA
（2.4GHzミニッツ用）
￥400（税別） No.93046
●京商ミニッツレーサー2.4GHzにMT-1を搭
載する場合に使用します。
※フリクションプレートを使用されたADおよび
2.4GHzシャーシの場合、 コネクタを差し込む
スペースが狭くなっております。 この場合には、
AM用の接続ケーブルBをご使用ください。

MT-1接続ケーブルB
（AMミニッツ用）￥400（税別） No.93047
●京商ミニッツレーサーAMにMT-1を搭載する
場合に使用します。

MT-1接続ケーブルC
（ADミニッツ用）￥400（税別） No.93048
京商ミニッツレーサーADバンドにMT-1を搭載
する場合に使用します。
※フリクションプレートを使用されたADおよび
2.4GHzシャーシの場合、コネクタを差し込むス
ペースが狭くなっております。この場合には、
AM用の接続ケーブルBをご使用ください。

TD-3用エントリーチップ
￥1,000（税別） 
No.93201～93220＜01～20＞

接続コード 20ｃｍ　
TD-3用 ￥400（税別）No.93022

接続コード 10ｃｍ　
TD-3用 ￥400（税別） No.93023

TD用二又コード
TD-3用 ￥600（税別） No.93025

TD-3 本体のみ
￥1,000（税別） No.93055

ESC用パーツ

アドバンテージキャパシタA
¥1,500（税別） No.45558 
ブラシレスモーター向けESC用キャパシター。
走行後半のパワーの落ち込みを抑える効果が
あります。

アルティメイトコンデンサー35V
¥600（税別） No.45518

アルティメイトショットキーダイオード
¥1,600（税別） No.45515
アルティメイトショットキーダイオード（ダブル）
¥2,400（税別） No.45516

No.45515

No.45516

BX-10Lバランスチャージャー
¥4,500（税別） No.51201
●リポ、リフェ2～3セル対応●0.5A/1A/2A充電切り替え式●バランス充電●LED●AC100～240V対応●ボタン一つで簡単操作

Txリフェバッテリー 2N-1550
¥3,800（税別）No.73018
バッテリースタンドユニットにぴったりサイズのリフェバッテリーです。●リ
チウムフェライト●2セル●1550mAh※グリップ部には挿入できません

NewNew

ICS USBアダプターHS 
¥4,000（税別） No.61028
■EX-1やサーボ、ESCなどICS対応製品をパソコンでセッティング可能。一部ミニッツにも対応しています。　＜セット内容＞●ICS USBアダプターHS本体●EX-1接続用ケーブル●サーボ接続用
二又コード●VFSシリーズ接続用コード●ミニッツMR-03用ICSケーブル●白黒延長ケーブル※ドライバ及び設定ソフトウェアをホームページよりダウンロードして御使用下さい。

No.75112 No.75113
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KO製品の使い方や機能の有効
な活用方法など様々な情報を
ブログ形式でご紹介しています！

＜新製品EX-2を余すところなく公開＞ EX-2特設ページ
KOサポートブログのページ

EX-2特設ページを
新設!!


