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ロープロ SB-2262SG
【取寄対象品】SAVOX SB-2262SG ブラシレス デジタル
サーボ BLACK EDITION

4710006993812 ¥17,000 ¥13,600 ¥19,000 ¥15,200

STANDARD SB-2291SG
【取寄対象品】SAVOX SB-2291SG ブラシレス デジタル
サーボ BLACK EDITION

4710006993720 ¥17,500 ¥14,000 ¥20,000 ¥16,000

MICRO SW-1250MG
【取寄対象品】SAVOX SW-1250MG ウォータープルーフ デ
ジタルサーボ

4710006993737 ¥9,000 ¥7,200 ¥10,000 ¥8,000

STANDARD SW-2210SG
【取寄対象品】SAVOX SW-2210SG ウォータープルーフ デ
ジタルサーボ

4710006993836 ¥14,000 ¥11,200 ¥15,000 ¥12,000

STANDARD SW-2290SG
【取寄対象品】SAVOX SW-2290SG ブラシレス デジタル
サーボ SUBMALINE

4710006993867 ¥18,000 ¥14,400 ¥21,000 ¥16,800

GIANT
（ラージサイズ）

21RLC3015001 SAVOX SV-0235MG ハイボルテージ・大型デジタルサーボ 4710006990347 ¥8,500 ¥6,800 ¥9,000 ¥7,200

STANDARD SW-0230MG 【取寄対象品】SAVOX SW-0230MG DCデジタルサーボ 4710006992136 ¥4,250 ¥3,400 ¥4,500 ¥3,600

STANDARD 21RSC1813001
SAVOX SV-0220MG 高品質ハイボルテージ・デジタルサー
ボ

4710006990699 ¥3,500 ¥2,800 ¥3,800 ¥3,040

STANDARD S150220004
【取寄対象品】SAVOX SV-1270TG モンスタートルク ハイボ
ルテージ・チタンギア デジタルサーボ

4710006990712 ¥10,750 ¥8,600 ¥12,000 ¥9,600

STANDARD 21CSC1813001
【取寄対象品】SAVOX SC-1268SG ハイトルク・ハイボル
テージ・スチールギア・ デジタルサーボ

4710006990163 ¥9,750 ¥7,800 ¥10,000 ¥8,000

STANDARD 21CSC1807005
【取寄対象品】SAVOX SC-1257TG Black Edition 超高速・
高耐久性・コアレス デジタルサーボ

4710006993225 ¥9,250 ¥7,400 ¥10,000 ¥8,000

STANDARD 21CSA1808001
SAVOX SC-1258TG 超高速・高耐久性・コアレス デジタル
サーボ

4710006990149 ¥8,500 ¥6,800 ¥9,000 ¥7,200

STANDARD 21CSC1808009
SAVOX SC-1258TG Black Edition 超高速・高耐久性・コア
レス デジタルサーボ

4710006993232 ¥9,250 ¥7,400 ¥10,000 ¥8,000

STANDARD S150220002 SAVOX SC-0251MG 高品質スタンダード・デジタルサーボ 4710006990064 ¥3,500 ¥2,800 ¥3,900 ¥3,120

STANDARD 21FSA1814001 SAVOX SC-0254MG 高品質スタンダード・デジタルサーボ 4710006990095 ¥3,250 ¥2,600 ¥3,500 ¥2,800

STANDARD SB-2274SG
【取寄対象品】SAVOX SB-2274SG ブラシレス デジタル
サーボ

4710006990057 ¥13,500 ¥10,800 ¥15,000 ¥12,000

STANDARD 21BSA1815001
【取寄対象品】SAVOX SB-2270SG 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

4710006990019 ¥13,500 ¥10,800 ¥15,000 ¥12,000

STANDARD S150220007
【取寄対象品】SAVOX 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 ¥16,000 ¥12,800 ¥17,500 ¥14,000

STANDARD 21BSA1809001
SAVOX SB-2273SG ハイボルテージ・ブラシレス デジタル
サーボ

4710006990040 ¥13,500 ¥10,800 ¥15,000 ¥12,000

STANDARD 21CSA2516002
SAVOX 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

4710006990613 ¥10,000 ¥8,000 ¥11,000 ¥8,800

STANDARD 21CSH1805004
SAVOX SH-1290MG 高品質・超高速・コアレス デジタル
サーボ

4710006990316 ¥7,750 ¥6,200 ¥8,000 ¥6,400

STANDARD 21RSC1814007 SAVOX SW-0231MG ウォータープルーフ デジタルサーボ 4710006992143 ¥4,500 ¥3,600 ¥4,750 ¥3,800

ロープロ SB-2265MG
SAVOX SB-2265MG ブラシレス デジタルサーボ BLACK
EDITION

4710006993713 ¥12,500 ¥10,000 ¥13,000 ¥10,400

ロープロ 21CSC1509001
SAVOX SC-1251MG 最高品質・高速・コアレス デジタル
サーボ

4710006990118 ¥6,000 ¥4,800 ¥6,500 ¥5,200

ロープロ 21CSC1509010
SAVOX SC-1251MG Black Edition ロープロファイル ハイス
ピード メタルギヤ デジタルサーボ

4710006993201 ¥6,500 ¥5,200 ¥7,000 ¥5,600

ロープロ 21CSC1507001 SAVOX SC-1252MG 超高速・コアレス デジタルサーボ 4710006991733 ¥6,500 ¥5,200 ¥7,000 ¥5,600
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MINI SV-1250MG SAVOX SV-1250MG コアレス デジタルサーボ 4710006992549 ¥8,000 ¥6,400 ¥8,500 ¥6,800

MINI SV-1257MG SAVOX SV-1257MG コアレス デジタルサーボ 4710006992556 ¥8,000 ¥6,400 ¥8,500 ¥6,800

MINI SV-1260MG SAVOX SV-1260MG コアレス デジタルサーボ 4710006993027 ¥10,000 ¥8,000 ¥10,500 ¥8,400

MINI SV-1261MG
【取寄対象品】SAVOX SV-1261MG コアレス デジタルサー
ボ

4710006993768 ¥10,000 ¥8,000 ¥10,500 ¥8,400

MICRO 21FMH1513003
SAVOX SH-0255MG 高品質・高速 マイクロ・デジタルサー
ボ

4710006990200 ¥2,500 ¥2,000 ¥2,750 ¥2,200

工具/アクセサリ ST-1001 SAVOX ST-1001 六角ドライバーセット 4710006992471 ¥2,350 ¥1,880 ¥2,500 ¥2,000
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