
詳細は9/1以降商品ページを御確認ください。改定時に⼀部変更となる可能性が御座います。あらかじめご了承ください。

当リストに掲載の無い商品は在庫限りで取扱い終了予定の為、改定対象外となります。

写真 シリーズ 品番 商品名 EAN Code
定価価格
(税込）

販売価格
(税込）

定価価格
(税込）

販売価格
(税込）

スタンダード 21BSA1809001 SB-2273SG ハイボルテージ・ブラシレス デジタルサーボ 4710006990040 ¥18,150 ¥14,520 ¥20,625 ¥16,500

スタンダード 21CSA2516002 SA-1230SG+ モンスタートルク・高耐久性コアレス デジタルサーボ 4710006994161 ¥13,750 ¥11,000 ¥15,400 ¥12,320

ロープロ 21CSC1509014 SC-1251MG PLUS 最高品質・高速・コアレス デジタルサーボ 4710006994154 ¥7,975 ¥6,380 ¥8,745 ¥6,996

スタンダード 21CSC1807005 SC-1257TG Black Edition 超高速・高耐久性・コアレス デジタルサーボ 4710006993225 ¥12,650 ¥10,120 ¥14,300 ¥11,440

スタンダード 21CSC1808009 SC-1258TG Black Edition 超高速・高耐久性・コアレス デジタルサーボ 4710006993232 ¥12,650 ¥10,120 ¥14,025 ¥11,220

スタンダード 21CSC1808012 SC-1258TG PLUS 超高速・高耐久性・コアレス デジタルサーボ 4710006994185 ¥11,550 ¥9,240 ¥13,200 ¥10,560

スタンダード 21CSC1811007 SC-1267SG BLACK EDITION ハイボルテージ・コアレス デジタルサーボ 4710006993249 ¥14,025 ¥11,220 ¥15,950 ¥12,760

マイクロ 21FMH1109004 SH-0257MG 高品質・超高速 マイクロ・デジタルサーボ 4710006990224 ¥3,025 ¥2,420 ¥3,575 ¥2,860

マイクロ 21FMH1116001 SH-0350 高品質 マイクロ・デジタルサーボ 4710006990286 ¥2,475 ¥1,980 ¥2,750 ¥2,200

マイクロ 21FMH1513008 SH-0255MG PLUS 高品質・高速 マイクロ・デジタルサーボ 4710006994192 ¥3,300 ¥2,640 ¥3,713 ¥2,970

スタンダード 21FSA1814001 SC-0254MG 高品質スタンダード・デジタルサーボ 4710006990095 ¥4,125 ¥3,300 ¥4,675 ¥3,740

スタンダード 21RSC1813001 SV-0220MG 高品質ハイボルテージ・デジタルサーボ 4710006990699 ¥4,675 ¥3,740 ¥5,225 ¥4,180

スタンダード 21RSC1813002 SV-0320 ハイボルテージ・デジタルサーボ 4710006990705 ¥3,575 ¥2,860 ¥4,125 ¥3,300

スタンダード 21RSC1814007 SW-0231MG ウォータープルーフ デジタルサーボ 4710006992143 ¥5,775 ¥4,620 ¥6,600 ¥5,280

ギアセット 21SPG0001005 SG-SC1251MG ギアセット 4710006990903 ¥2,475 ¥1,980 ¥2,750 ¥2,200

ギアセット 21SPG0001100 SG-SC1252MG ギアセット 4710006991870 ¥2,475 ¥1,980 ¥2,750 ¥2,200

ケースセット 21SPG0003006 CASE-SC1251MG ケースセット 4710006991306 ¥770 ¥616 ¥825 ¥660

ケースセット 21SPG0003081 CASE-SC1252MG ケースセット 4710006991887 ¥770 ¥616 ¥825 ¥660

スタンダード S150220002 SC-0251MG 高品質スタンダード・デジタルサーボ 4710006990064 ¥4,675 ¥3,740 ¥5,500 ¥4,400

スタンダード S150220006 SG-0351 スタンダード・デジタルサーボ 4710006990170 ¥2,475 ¥1,980 ¥2,750 ¥2,200

スタンダード S150220007 SB-2230SG モンスタートルク ハイボルテージ・ブラシレス デジタルサーボ 4710006992112 ¥22,000 ¥17,600 ¥24,750 ¥19,800

ロープロ SB-2262SG SB-2262SG ブラシレス デジタルサーボ BLACK EDITION 4710006993812 ¥24,200 ¥19,360 ¥26,400 ¥21,120

ロープロ SB-2265MG SB-2265MG ブラシレス デジタルサーボ BLACK EDITION 4710006993713 ¥16,500 ¥13,200 ¥18,700 ¥14,960

スタンダード SB-2274SG SB-2274SG ブラシレス デジタルサーボ 4710006990057 ¥18,700 ¥14,960 ¥20,900 ¥16,720

スタンダード SB-2291SG SB-2291SG ブラシレス デジタルサーボ BLACK EDITION 4710006993720 ¥25,300 ¥20,240 ¥28,600 ¥22,880

スタンダード SC-0252MG SC-0252MG DCデジタルサーボ 4710006990071 ¥4,400 ¥3,520 ¥4,950 ¥3,960

マイクロ SH-0265MG SH-0265MG DCデジタルサーボ 4710006992372 ¥3,850 ¥3,080 ¥4,125 ¥3,300

工具/アクセサリ ST-1001 ST-1001 六角ドライバーセット 4710006992471 ¥3,300 ¥2,640 ¥3,850 ¥3,080
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