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PARAGLIDER

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

飛行重量 kg(パラモーター)

速度(max/min/trim)km/h

安全規格(EN)

価格(税抜)

飛行重量 kg(フリーフライト)

発売以来常に入荷待ちの人気商品のリフト、 高い安定性とスポーティなスピード性能。 パラ

モーターパイロットが望む全ての要求を満たしています。 しかしながらビギナーパイロットには

性能を発揮するには若干敷居が高く、 選択に躊躇される事もありました。 そのようなパイロッ

トのためにリフトとスラストの間を埋める翼リフト ・ イージーが誕生しました。 リフトに迫る性能な

がらも、 浮き出しが早く取り扱いも非常にイージーです。 リフトイージーは、 まさしくイージーに

大空を駆け巡る事の出来る翼です。

サイズ
25.8

22.3

11.22

9.15

2.76 / 0.53
70-100

62 / 21 / 35-39

S

75-140

27.5

23.5

11.84

9.65

85-120

M

100-165

29.2

25.1

12.46

10.17

5.1

4.0

110-140

L

125-185

Lift 450 color

LIFT EZ   ■リフト・イージー

2.76 / 0.53

3.8
4.9

2.76 / 0.53

5.32

4.2

\406,000 \416,000 \426,000

7.ブラジリエラ

1

THRUST IV   ■スラスト４
XLサイズ

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

飛行重量 kg(パラモーター)

速度(max/min/trim)km/h

安全規格(CEN/AFNOR)

価格(税抜)

飛行重量 kg(フリーフライト)

33.30

28.60

13.50

10.90

5.47

4.15

110-140

110-180

-/STD

\385,000

L

31.30

26.90

12.90

10.40

5.31

4.02

95-120

100-155

-/STD

\375,000

S

27.30

23.40

11.58

9.32

4.91

3.71

3.03 / 0.58

65-85

70-115

50 / 21 /37

-/STD

\360,000

M

29.30

25.20

12.20

9.85

5.08

3.85

80-100

85-135

-/STD

\367,000

13.エメラルド8.ラグーン 12.ゼスト4.バットマン 6.パトリオット

スラストは発売当初から進化して現在４世代目の翼、 スラスト４が現行モデルとして

販売しています。 SRS システムの登場以来非常に簡単な立ち上げ特性と、 飛行安

定性、 適度な滑空性能、 パラモータービギナーの 1 機目の選択肢として世界中で

選ばれている翼です。 すべての特性が穏やか且つ高性能でリラックスフライト重視の

ベテランから高齢のパイロットにも人気の機種です。

23.ブリーズ 24.アズール 25.キャンディ

2017 NEW COLOR

マークの詳細は、巻末ページをご覧ください
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FORCE  II   ■フォース 2

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

飛行重量 kg(パラモーター)

速度(max/min/trim)km/h

安全規格

価格(税抜)

飛行重量 kg(フリーフライト)

サイズ
22.5

19

11.2

8.85

5.58

4.12

2.43 / 0.43

70-100

67+ / 22 / 38-41

\428,000

S

75-120

24.0

20.3

11.8

9.34

5.8

4.29

\439,000

90-120

M

100-145

25.5

21.5

12.4

9.81

6.03

4.48

105-140

\450,000

L

125-165

6.パトリオット 18.フォレスト 20.アイス19.サハラ

前作までのフォースは、 性能を追求するために極限まで細いライン構成を採用し

ていて、 ある程度の熟練向けの翼でした。 フォース２では APCO が培った技術

を注ぎ込み、 通常のライン径でも前作フォースと同等の速滑空性能、 運動性

能を低下させる事なく乗りやすい高性能な翼に仕上げました。

今までフォース SP に躊躇していたフライヤーも、 実際フライトする事で、 その安

定性、 滑空性能に驚く事でしょう。

NRG XC 2   ■エナジー・エックスシー 2

サイズ

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

価格(税抜)

 飛行重量 kg

16.5

16.52

13.81

9.57

7.49

5.55

4.06

70 - 105

\360,000

17.5

17.5

14.63

10.05

7.86

5.77

4.22

90 - 125

\370,000

18.5

18.48

15.45

10.53

8.24

5.99

4.38

105 - 140

\380,000

モデル NRG XC 2

2.07 / 0.4

80+/27/39-49

1.オレンジ 14.スカイブルー

スラローム競技に特化した NRG PRO とは違い、 NRG XC2 は、 ク

ロスカントリーフライトに特化した翼となります。 翼自体は NRG PRO

と同じですが、 より安定したロール特性と低速での浮き出しが特徴で

す。 XC 時におけるヘッドウィンドのペネトレーションは他を追従させな

い性能となっています。

NRG PRO 2   ■エナジー・プロ 2

サイズ

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

価格(税抜)

 飛行重量 kg

16.5

16.52

13.81

9.57

7.49

5.55

4.06

70 - 105

\360,000

17.5

17.5

14.63

10.05

7.86

5.77

4.22

90 - 125

\370,000

18.5

18.48

15.45

10.53

8.24

5.99

4.38

105 - 140

\380,000

モデル NRG PRO 2

2.07 / 0.4

80+/27/39-49

1.オレンジ 14.スカイブルー

RG PRO 2 は、 高速スラロームレーシング専用の翼です。 OAA を最大限活用す

れば、 トリムと言う概念が無くともワンアクセルでスピードレンジは 27 ～ 80Km/h。

またツインブレークにより高速域での微妙なコントロールもスムーズに行なえます。 

NRG PRO 2 は正にエキスパートパイロットの為のグライダーです。

OFF
\30,000

期間限定！　2017.11.30 まで

OFF
\30,000

期間限定！　2017.11.30 まで



1.レッド 11.グレーバード

サイズ

翼面積(投影)㎡

翼面積(実測)㎡

翼幅(投影)m

翼幅(実測)m

アスペクト比(投影)

アスペクト比(実測)

弦長(ルート/チップ)m

 速度(max/min/trim)km/h

安全規格(LTF/EN)

価格(税抜)

飛行重量 kg(フリーフライト) 

ZEFIRA   ■ゼフィーラ

APCO 社のコンペティ

ションウィング ENIGMA

から得た高い次元での

滑空性能を引き継ぎつ

つ、 一般のパイロットに

も特別な操作を要求し

ない EN-C クラスを取

得した ZEFIRA。

このクラスではトップレベ

ルの L/D で飛行範囲も

大幅に広がります。

サイズ

翼面積(投影)㎡

翼面積(実測)㎡

翼幅(投影)m

翼幅(実測)m

アスペクト比(投影)

アスペクト比(実測)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

安全規格(LTF/EN)

価格(税抜)

飛行重量 kg

21.59

25.3

10.37

13.17

4.98

6.86

2.38/0.45

80-105

55/22/39

EN-C

\482,000

S

23.13

27.1

10.73

13.63

4.98

6.86

2.46/0.46

90-115

EN-C

\488,000

M

24.66

28.9

11.09

14.08

4.98

6.86

2.48/0.48

105-130

EN-C

\495,000

L

50+/21/39

XS S M L

21.1 21.88 23.21 24.93

24.8 25.7 27.5 29.3

8.83 9.16 9.73 10.3

11.43 11.76 12.41 13.06

3.69 3.83 4.08 4.25

5.3 5.4 5.6 5.8

2.72/0.52

55-80 75-95 90-110 105-130

- - - -

3

※モーターライザー仕様はオプション \8,000＋税

EN B / DGAC取得予定

6. パトリオット ８. ラグーン 12. ゼスト 25. サマー

サイズ

翼面積(投影)㎡

翼面積(実測)㎡

翼幅(投影)m

翼幅(実測)m

アスペクト比(投影)

アスペクト比(実測)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

安全規格(LTF/EN)

価格(税抜)

飛行重量 kg

2５

21

10.97

8.46

2.79/0.65

85-110

50/22/38

\383,000

S

2７

22.7

11.4

8.8

4.8

3.39

2.9/0.67

90-135

EN-A

\390,000

M

29

24.36

11.81

9.12

3/0.7

120-145

\398,000

L

前作カーマ ・ エボは、 常に

初心者や安定志向のパイ

ロットに優しい翼でした。 新

作のカリスマはカーマ ・ エ

ボの優しい特性と、 APP

プロファイル採用による性能

向上を図り、 基本設計、

全てを１から綿密に作り上げ

た翼です。 山用パラグライ

ダーとしても、 パラモーター

用としても立ち上げ特性、

飛行安定性、 グライディン

グ性能すべてのシーンで満足していただける翼となっています。

KARISMA   ■カリスマ

VISTA　IV

VISTA　IV light

7 ブラジリエラ　          20 アイス　　　　　25　アズール

3 ブルー　          25 ボルドー

自重

自重 (Light)

5.2 5.4 5.7 6.0

4.2 4.4 4.6 4.8

Coming Soon



LIFT EU II   ■リフト・イーユー２

PPC用グライダーは、 つい最近ま

でスクエアタイプが主流でファントゥ

フライの乗り物でした。 リフト PPC

発売以降滑空性能、 離陸性能、

安定性が飛躍的に向上し、 よりス

ムーズに、 より遠くへのスタイルに変

化してきています。 リフト EUは、 特

別な操作無く離陸時のグライダーの

傾きに反応して操作を補ってくれる

ABS2を搭載しました。

パイロットはアクセルワークに専念す

るのみで簡単に離陸可能です。

 

飛行重量 kg(フリーフライト)

 

サイズ

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

安全規格

価格(税抜)

 

Game for 2   ■ゲーム・フォー2 

迎角が変化しても、 効率的にエアーを取り込む事の出来る APP システム、 トレーディ

ングエッジのふくらみを軽減して空気抵抗、 コントロール性の向上が見込めるミニリブ

等、 GAME 42 はタンデムの飛ぶ楽しみだけではなく、 さらに遠くへを目的とした飛ぶ

翼へ進化しました。 タンデムビジネスウィングとしても、 パラモータータンデムウィングと

しても十分満足いただけます。 ソログライダーの様なコントロール性能はサーマルを外

すことなく、 ストレスの無いターンを体験できるでしょう。

42

42.5

37.1

15.1

11.9

5.4

3.93

3.42 / 0.78

140 - 230

47 / 23 / 38-39

EN-B/LTF-B

\520,000

4

Game for 2

15.ミント 16.シナモン 17.サフラン

1.グレー/ホワイト 20.アイス2.ホワイト/グレー 8.パトリオット

42

42

35.4

14.6

12.1

5.1

4.1

3.47/0.66

140 - 340

45+/23/38

Biplace

オープン

サイズ

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

速度(max/min/trim)km/h

安全規格(CEN/AFNOR)

価格(税抜)

 飛行重量 kg

42

42

35.4

14.6

12.1

5.1

4.1

3.47/0.66

140 - 240

45+/23/38

Biplace

\477,000

ULモデル MK II

※UL はパラトライク専用

19.サハラ

PLAY for 2    ■プレイフォー２

翼面積(実測)㎡

翼面積(投影)㎡

翼幅(実測)m

翼幅(投影)m

アスペクト比(実測)

アスペクト比(投影)

弦長(ルート/チップ)m

ロードテスト (max lbs)

速度 (max/min/trim) km/h

価格(税抜)

総飛行重量 kg

サイズ
39.0

34.5

13.8

11.52

4.86

3.83

160-300

67+ / 27 /41-46

オープン

400

5500

42.0

37.2

14.6

12.2

5.08

4.00

230-450

オープン

450

3.4/0.6

21.デビル 22.ズールー 23.ブリーズ



PARAGLIDER HARNESS
　　Air bag harness   ■エアーバックハーネス

Standard harness   ■スタンダードハーネス

■サイズ　S/M、L/XL、XXL

■重量　3.9㎏ (S/Mサイズ )

■カラー

■付属品　エアフォームプロテクター、サイドプロテクター

■価格　\９６,000+ 税

Spark II
上半身を適度に寝かせたリラックスポジションは長時

間のフライトも快適。流線型のデザインにより空気抵

抗を低減すると共に、エアバッグハーネス並の衝撃吸

収能力を実現しました。軽量バックルの採用により前

モデルより 500g も軽量化されました。

■スパーク２ハーネス

■スウィフトハーネス

Swift

■サイズ　S/M、L/XL、XXL

■重量　3.9㎏ ( S/Mサイズ )

■カラー　ブルー、レッド、ライム、オレンジ

■付属品　エアーフォームプロテクター

■価格　\95,000+ 税

Ritma
リトマはエアバッグとエアフォームプロテクション両

方を装備し、高い安全性を実現しました。

またパラシュートポケットは座席下に配置し、バラ

ンスが保たれるように配慮されパラシュートを取り

出すときは、開口部が大きく開き、軽い力でパラ

シュートを取り出すことができます。

■リトマハーネス

軽量2.9kg!

Chairbag Integral IV
■チェアバッグインテグラル 4

■サイズ　フリー

■重量　2.9㎏

■カラー　ブルー、レッド、グリーン、オレンジ

■付属品　クリップインポケット

■価格　\82,000+ 税

チェアバッグハーネスは快適なフライトと軽量

化を目標に開発されたハーネスです。このハー

ネスはエアバッグ部分を裏返すとグライダー

バッグに変身します。収納バッグが不要になり、

いっそうの軽量化が可能です。

レッド   　　ライム   　ターコイズ　　オレンジ

バックプレート　　　　　　　　ドリンキングホルダ

軽量T バックル　　　   　レスキューアジャスト

5

Pod harness   ■ポッドハーネス

スウィフトは、 クロスカントリーや競技を行うパイロット向

けに様々な技術を取り入れた APCO 最高峰のハーネ

スです。 リアフェアリングは、 空気の乱れを生じやすい

頭と肩の乱流を整流して後方に受け流し、 完成された

フォルムで最大限パイロットの有害抵抗を取り除きます。 

これにより今まで乗っていたグライダーが、 きっと別のグ

ライダーに思えることでしょう。 スマートで洗練されたフォ

ルムは、 まさにコックピットと呼ぶに相応しいデザインで

す。

■サイズ　フリー　（身長160cm～185cm)

■重量　6.5kg

※標準装備品全て装備時

■カラー　ブラック■付属品　３段アクセルフットバー、 フ

ロントデッキプレート、 エアフォームプロテクター

■\177,000+ 税

取り外し可能なデッキパネルとフロントコン

テナ。 最近のコンペシーンでセカンドレス

キューのニーズに対応する為にボトムにも

コンテナを配置しています。

ドラッグシュートポケットとフッ

クインを内部に配置。 いつで

もアクセスできるようにポケッ

ト位置も計算されています。

ファスナー式多機能ポケット

も両サイドに配置。

ファスナー型のブライダル

フェアリングを標準装備。 パ

ラシュートオープン時にはファ

スナーがスムーズに開いてい

きます

ボトムレスキューピンの確認をス

ムーズに行うためにカバーは、

協力マグネットで簡単脱着を可

能にしました。

ハーネスには、 カラビナ、 レスキューブライダルは付属しません。

EN 認証取得



　　Harness accessories   ■ハーネス用アクセサリ

■フットバー
ショートロープ付　　　　\2,300+ 税

ライン、 Cクリップ付　\3,000+ 税

セカンドフットバー　　　\2,200+ 税

■ワンダーバー
ワイヤーループが必ず

ハーネス前方の足下に来

るので、 足をかけやすい。

2段目はアルミパイプなの

で踏み代が大きく取れる。

\5,100+ 税

■フットレスト
APCO社製ハーネス用

\4,000+ 税

■トーイングリリース
トーイングフライトに必須のリ

リースシステム。 トーイングラ

インを切り離すために使用。

操作は簡単で確実。

￥10,600+ 税

■サイドプロテクター
2個組　\8,000+ 税

■エアフォーム
\13,000+ 税

■Cリング
アクセル連結用

1個　\300+ 税

　　Training harness   ■トレーニングハーネス

■ファーストハーネス

First harness APCO

ビギナーやライズアップのトレーニ

ングに最適の軽量ハーネス。

クイックロックバックル3点式。

■サイズ　フリー

■重量　4.5㎏

■カラー　ブラック/オレンジ、ブラック/ライム

■付属品　エアーフォームプロテクター

■価格　￥94,000+ 税

Pilot
パイロットハーネスはタンデムパイロット専用ハーネ

スで、 シートプレート形状はパッセンジャーを膝で

包み込むようにホールド出来る設計になっていて、

フライト中の体重移動がスムーズに行えます。

軽量のバックル、素材を採用し、重量は３.5Kg と

軽量で、テイクオフまで移動の負担を軽減します。 

※プロテクター込みの重量は 4.5kg です。

■パイロットハーネス ■パッセンジャーハーネス

Passenger

■サイズ　フリー

■重量　3.7㎏

■カラー　ブラック/オレンジ、ブラック/ラ

イム

■付属品　エアーフォームプロテクター

■価格　￥60,000+ 税

■タンデム ・フットレストセットpilot 用　￥9,000+ 税

パッセンジャーハーネスはタンデム用のパッセンジャー用ハーネ

スです。エアーバッグ装備で、ハードランディング時等のアクシデン

トからパッセンジャーを守ります。重量は、9cm のムースプロテク

ション装備で 3.3kg。

オプションのタンデム ・

フットレストpilot 用を装

着するとパッセンジャー

との一体感の向上とス

ムーズなシートポジショ

ンを補助します。

パッセンジャーのハーネ

ス上部に計器類を配置

可能なフライトデッキを

標準装備。

エアーバッグのエアー

をスピーディーに取り

入れるために、両サイド

にもインテークを装備。

　　Tandem harness   ■タンデム用ハーネス

■サイズ　フリー

■重量　2.1kg

■カラー　ブルー、レッド、イエロー

■付属品　なし

■価格 　\26,000+ 税

Mountain harness

Hike
■ハイクハーネス

ハイクハーネスは飛行時の乗りやすさと、担ぎ上げの快適さを

追求して開発されました。

テイクオフまで長時間の道のりでも、重量わずか 1.3kg でグラ

イダーバッグとして、そしてハーネスとしての機能を有していま

す。

■サイズ　フリー

■重量　1.3㎏

■カラー　ブラック/オレン

ジ、ブラック/ライム

■付属品　なし

■本体価格　\46,000+ 税

■エアーバッグ単体

\9,600+ 税

リバースする事

で、スタイリッ

シュなバッグ

サックに

オプションエアバッグ装着

でエアバッグ

ハーネスに
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パラモーターライズアップのトレーニ

ングにも対応した肩吊り、腰吊り対応

型ハーネス。

■サイズ　フリー

■重量　2.２kg

■カラー　ブルー、レッド、イエロー

■付属品　なし

■価格 　\27,200+ 税

■ファーストハーネス
　For　パラモーター



Rescue parachutes
　　Pull down apex   ■プルダウンアペックス型レスキュー

Mayday PP

必要十分な翼面積と安全性を兼ね備えたレス

キューパラ。1996 年 11 月イタリア ・フリーフライト

連盟 （FIVL）のテストでは、開傘時間、沈下率、安

定性で見事な結果を収め注目を集めた。最小サイ

ズ （16 ゴア）でオーソドックスなプルダウン傘形状。

■メイデイピーピー

サイズ /Name

実測傘面積

ゴア数 /Gores

沈下率 6.3m/s

最大積載重量

自重 /Weight

デザイン /Type プルダウンアペックス

スカートライン素材 180kgナイロン

安全規格

価格( 税抜 )

23㎡

106kg

1.9kg

DHV

\69,000

16

16

5.4m/s

30㎡

120kg

2.2kg

SHV

\76,000

18

18

5.4m/s

37㎡

160kg

2.7kg

AFNOR

\84,000

20

20

5.4m/s

47㎡

200kg

3.3kg

AFNOR

\96,000

タンデム

20

MAYDAY LT は最近急速に軽量化がニーズになっているレスキューパラシュート。SLT より

も耐久性があり、PP よりもはるかに軽く、沈下率はSLT と同等の性能を持っています。値段も

お求めやすい値段に設定しました。初めてレスキューを購入される方におすすめです。

■メイデイ　ライト

サイズ /Name

実測傘面積

ゴア数 /Gores

沈下率 6.15m/s

最大積載重量

自重 /Weight

デザイン /Type プルダウンアペックス

スカートライン素材 120kgナイロン

安全規格

価格( 税抜 )

23㎡

100kg

1.49kg

\75,000

16LT

16

5.1m/s

30㎡

120kg

1.86kg

\83,000

18LT

18

4.48m/s

37㎡

140kg

2.3kg

\90,000

20LT

20

LTF

Mayday 28 UL
■メイデイ 28 ユーエル

ウルトラライトおよびPG ／ HG トライクに

対応する大型レスキューパラシュート。最大搭載重量

340kg。最大使用速度 140km/h。

サイズ /Name

実測傘面積

ゴア数 /Gores

沈下率

最大積載重量

自重 /Weight

デザイン /Type プルダウンアペックス

スカートライン素材 180kgナイロン

安全規格

価格( 税抜 )

6.3m/s

64㎡

340kg

4.0kg

\117,000

28UL

28

　Rogallo type    ■ロガロ型レスキュー

ロガロ型パラシュート。滑空し、進路をコントロールするこ

とができる。沈下が非常に小さく、着陸時にはフレアを掛

けて滑らかに接地することも可能。

Name

実測傘面積

沈下率

最大積載重量
自重 /Weight

デザイン /Type

安全規格
価格( 税抜 )

速度

L/D

EN(140km/h)

パラシュートは定期的にリパックを行いましょう。

ガイデッドメイディ

39 ㎡

2.8m/s

15km/h

<1.5

60Kg-130kg

2.95kg

ロガロ

EN

\106,000

ゴア数 /Gores 16

ガイデッドメイディ　SLT

39 ㎡

3.8m/s

20.5km/h

<1.5

60Kg-130kg

1.95kg

ロガロ

EN

\113,000

16

Guided Mayday/SLT
■ガイデッドメイデイ / エスエルティ

Mayday LT / Superlight (SLT)

APCO が製造しているレスキューパラシュートの中で最軽量バージョン。速い開傘と安定性に

定評があるMAYDAY のデザインと、超軽量マテリアルとの組み合わせにより 1.22kg という

重量を実現しました。ハイクアップの多いフライトエリア、パラモーター用に最適です。

■メイデイ　スーパーライト

6.15m/s

プルダウンアペックス

120kgナイロン

23㎡

100kg

1.22kg

\96,000

16SLT

16

5.1m/s

30㎡

115kg

1.6kg

\107,000

18SLT

18

4.48m/s

37㎡

130kg

2.08kg

\117,000

20SLT

20

EN

左からPP、LT、SLT

LT とSLT は大きさ的には殆ど同じくらいの大き

さで厚みが若干違います。

キャノピー素材の違いで、重量は数百グラムの

差がありますが、LT の方が耐久性はSLT に比

べて優っています。

EN EN
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Rescue accessories
　　Parachute Accessories   ■パラシュート用アクセサリ

■フロントコンテナ
\12,000+税

■アウターコンテナ
MAYDAY SLT用
\10,000+税

■サイドコンテナ　2サイズ
M　\10,000+税

L　\11,000+税

■インナーディプロイ
バッグ
T型ハンドルなし

2サイズ

\3,700+税

■輪ゴム
リパック用　1個

\40+税

■スイベル
アルミ合金製

\14,500+税

■UVプロテクター
ブライダルコード用

長さ 84cm

\1,500+税

■Yブライダル
160cm

\4,200+税

■MPG用コンテナ　3サイズ
 

■フライトデッキ＋オプション
パラシュートコンテナ

フライトデッキの下部にファスナーでワ

ンタッチで取り付け可能。 ブライダル

の取り付け方を工夫することで持ち運

びも出来るすぐれもの。

\16,000+税

フライトデッキ・ ボトムパーツパラシュー

トコンテナ単体　\8,000+税

　　Life jackets   ■ライフジャケット

16 18 20 ﾀﾝﾃﾞﾑ 16 18 20

Mayday PP Mayday LT Mayday

28UL

Guided

Mayday

Guided
Mayday
SLT

フロントコンテナ

MPG用

コンテナ

アウターコンテナ

Mayday SLT用

サイドコンテナ

フロントデッキ+

パラシュートコンテナ

M

L

S

L

XL

○

○×

×

○

○×

×

○○ ×

×

○
×

×

○

○

○
×

×

○×

○

○

×

×

○

×

×

×

○ ○×

コンテナにブライダルは付属していません。
その分お求めやすい価格設定になっています。

16 18 20

Mayday SLT

○

× ○

○
×

×

○

×

×

○

×

× ×

○

S　\12,000+税

L　\13,000+税

XL　\14,000+税

■ブライダル
130cm　１本

\2,300+税
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■藤倉航装株式会社
ライフジャケット FN-80

非常時は水を感知して作動し、 約10kgf 

の浮力を発生。 自動膨張式 10kgf 

17g。 　カラー： ブルー、 レッド
(国土交通省　最新型式承認試験基準適合品）

\22,000+税

手動膨張式ライフジャケット 10kgf 17g 
\15,800+税

② ③①

④ ➄
■フライトデッキ +
フロートコンプリートセット

7Lインナーバッグが標準セットされていて、

フライトデッキとフロート機能を併せ持つ。

\14,800+税

■Liquipack20L
フロート
\8,000+税

CO2ボンベ (33g) 

\２,２00+税

CO2ボンベ (65g) 

\２,２00+税

■Japan la mouette CO2フロート

 for ParaMotor

ラムエッティのノウハウを全て注ぎ込んでフロートメーカーと

共同開発した自動膨張パラモーター専用フロート。 パイ

ロットを水の脅威から完全に保護するコの字タイプで高浮

力且つ、 様々なユニットに取付可能なマルチタイプ。 用

途はシングルからタンデムまでと幅広く対応。

大容量 CO2 65gボンベ搭載 (EN安全基準適合品）

\26,600+税

■CO2ボンベ容量の比較
左から弊社旧型20kgf用 (33g)、

海外製弊社フロート類似型 (36g)、

CO2フロート for ParaMotor用 (65g)

CO2容量は国内パラモーター用フロートと

比較しても圧倒的。 しかも弊社が取扱い

していた20kgfのフロートと同価格を実現

しました。2017 NEW!
■藤倉ボンベ・ スプールセット
(FN-50/60、 AW-1、 WP-1)　\3,300+税

ボンベ　\1,900+税

スプール　\2,300+税

スプール (黄 )
\2,200+税

スプール (黒 )
\2,200+税

レバー留めピン
（後期型）

\200+税

レバー留めピン
（後期型）

\200+税

33g CO2 ボンベセット

\3,900+税 65g CO2 ボンベセット

\3,900+税



helmet
　　Full face helmet   ■フルフェイスヘルメット

Air X-treme Cloud Chaser

グラスファイバーにカーボン／ケブラー繊維を配合し

た軽量で、強度の高いヘルメットです。

日本人の頭に合った設計で長時間のフライトも快適

サイズ　S、M、L、XL、XXL

カラー　ホワイト、つや消しグレー、つや消しレッド、つや

消しブルー

\19,000+税

　　Open face helmet  ■オープンフェイスヘルメット

■クラウドチェーサー

LAZER X-stream
エアロダイナミックスタイプのフルフェイス

ヘルメット。広い視野を確保し、エアベンチレー

ションシステム採用のシャープなデザイン。

LAZER ブランドの商品作りにこだわりと安定

性が生きている。610g

サイズ　XS、S、M、L、XL

カラー　ホワイト、カーボン、シルバー

\22,000+税

■エキストリーム

LAZER Down hill
広い視野を確保したベーシックなフルフェイスヘ

ルメット。素材はカーボン繊維とケブラー繊維を

複合し、強靭かつ軽量。排気口、イヤーホール

付。630ｇ（M）

サイズ　XS、S、M、L、XL

カラー　カーボン、ホワイト、シルバー

\21,000+税

■ダウンヒル

Air X-treme Free air II

視界が広く開放感のあるオー

プンフェイスタイプ。日本人の

顔に合わせた内装形状で被り

心地も快適。

サイズ　S、M、L、XL、XXL

カラー　レッド、ブラック、ブルー

\14,000+税

■フリーエア２

LAZER Jet stream

広い視界のオープンフェイス

タイプヘルメット。軽量なので

首への負担も少なく快適。

530ｇ

サイズ　XS、S、M、L、XL

カラー　カーボン、ホワイト、シ

ルバー

\26,000+税

■ジェットストリーム

LAZER B-cool
ベーシックなスタンダードタ

イプ。軽くて使いやすいシン

プルなデザイン。

サイズ　(XS-M)、(L-XL)

カラー　ホワイト

\13,000+税

■ビークール

Air X-treme Free air com III SD
■フリーエアコム 3 ・ モーター

　　Motor helmet   ■パラモーターヘルメット

EN966取得 EN966取得

EN966取得

EN966取得

EN966取得

EN966取得

〇 マイク １個

〇 スピーカー 1個

〇 送信スイッチ １個

■オープンフェイスヘルメットヘッドセット加工
オープンフェイスヘルメットに無線通信用システム等を組込む加工サービス

当社扱いヘルメット　\14,000+税　　他社品　\18,000+税

PELTOR
■ペルターイヤーマフ

EN966取得

ヘルメットサイズ目安：

XS 54cm  S 56cm M 58cm L 60cm XL 62cm XXL 64cm

フリーエア2をより進化させて新しい機能が搭載された３。バイザー操

作性の向上、エアー取り入れ口やフォルムの変更など様々なテクノロ

ジーを取り入れて新発売。更に今までオプションだったスペシャルダイ

ナミックマイク標準搭載してお値段そのまま。（デジタル無線対応）　

サイズ　S、M、L、XL　　カラー　ホワイト、マットグレー、ブルー、レッド

対応バイザー　①、②、③、④　　\48,000+税　

ヘルメット単体　\29,000+税

opium helmet bag

弊社扱いのヘルメットに全対応。

軽量コンパクトなので、かさばらない。

サイズ　フリー

カラー　お問い合わせください。

\5,800+税

■ヘルメットバッグ

icom他 2ピン
\3,100+税

icom/Standard1ピン
　\4,000+税

icom他 2ピン
\4,000+税

防水4極 1ピン
\4,000+税

KENWOOD 2ピン
\4,000+税

L型 ストレート型ストレート型 L型L型

VXD291S/VXD450S用

\5,600+税

デジタル型

■モーターコム
人気だったフリーエアコム１型と同じ形状の通信システムつきヘルメッ

ト。シンプル＆軽量デザインのモデルです。スペシャルダイナミックマイ

ク標準搭載　（デジタル無線対応）

サイズ　S、M、L、XL、XXL　　カラー　ブラック、ホワイト、ブルー、レッド

対応バイザー　③、④　　\43,000+税

ヘルメット単体　\24,000+税

Moter com SD

　　Order Headset    ■ヘルメットヘッドセット加工

ヘルメット装着用イヤーマフ。航空産業を初

め、様々な場所で騒音が発生する世界中の

産業界で使用されているイヤーマフです。

（デジタル無線対応）

通信システムセット　\24,000+税

※スペシャルダイナミックマイク標準搭載

イヤーマフセット単体　\9,000+税
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※パラモーター用ヘッドセットの新型マイクへの部品交換 （工賃込）　限定特価 \7,000＋税

① スモークショート

\7,300+税

② クリアフェイス

\7,800+税

③ スペシャルミラー

\6,500+税

④ ノーマル

\5,500+税

■PM バイザー

①
②

③
④

③スペシャルミラーバイザーは、 ヘルメットと同時購入で \5,000+税でお求め頂けます。

SD マイク搭載でエンジン高回転時でもクリアボイスを実現！CLEAR
VOICE

■フルフェイスヘルメットヘッドセット加工
フルフェイスヘルメットに無線通信用システム等を組込む加工サービス

当社扱いヘルメット　\11,000+税　　他社品　\15,000+税

〇 コネクタ １個

〇 加工一式

■価格に含まれる内容

〇 指スイッチ　\3,000+税

〇 指スイッチ対応コネクタ　\400+税　　（ヘルメット側の指スイッチコネクタ。）

〇 フルフェイス/スピーカー追加　\800+税

〇 送信スイッチ追加　\800+税

〇 オープンフェイス/スピーカー追加　\1,000+税

〇 ボリューム　\1,000+税　/ イヤマフ用　\3,000+税

■追加オプション

　　Order Headset    ■通信ケーブル

通信システムを搭載したヘルメットの
通信ケーブルは付属しませんん。弊
社通信ケーブルをお持ちでない場合
は、購入が必要となります。

パラモーター用通信システムは、右マイク+左スイッチ、もしくは左マイク+右スイッチの何れかが標準仕様です。オプションで両スイッチも可能です。

デジタル VXD1S対応



Hardwear & Repair Goods
　　Consoliduction ring   ■連結環

　Others   ■金具その他

　　Quick lock buckle   ■クイックロックバックル

■台形型

■台形 4mm ■連結環 4mm △ 

　　Karabiner   ■カラビナ

■STUBAI　FLY
PG 用スクリューロックカラ

ビナ。ハーネスとライザー

を連結するのに適した台

形の形状を採用。アルミ

合金製。101g

破断強度　22KN

    \1,400+税

■STUBAI　YPSILON
対称台形スクリューロック

式のアルミ合金製85g、

破断強度　35 KN

\2,700+税

■STUBAI
SUPER 5000
HG 用スクリューロックカラ

ビナ。ハーネスとスイング

ラインを連結するのに適し

た形状を採用。スール製。

247g　破断強度　50KN

\3,600+税

■Charly　ピンロック
航空機用クイックピン

採用。アルミ合金のキャ

ストメタルなので、マイクロ

クラックによる破損の可

能性が極めて小さく安

心。内径40mm、80g　破

断強度　25KN

\7,000+税

■Air X-treme
ゲートロック
アルミ合金製のプレス

ゲートオートマチックカラビ

ナ。70g、破断度　18KN

\2,000+税

■Austri Alpin
Powerfly
ステンレススール製のプ

レスゲートオートマチック

カラビナ。139g　破断強

度　 26KN

\4,300+税

■STUBAI エイト環
アルミ合金製。懸垂下降用のエ

イト環。

\2,200+税

■Charly QLB-mini
破断強度　350kg 

\1,000+税

■ QLB
メス：アルミ合金製

オス：ステンレス製25～43mm

破断強度　12KN

\2,000+税

■QLB 
Getup-double
メス：アルミ合金製

オス：ステンレス製

破断強度　12KN

\2,200+税

■QLB 
Getup-single
メス：アルミ合金製

オス：ステンレス製

破断強度　12KN

\2,200+税

■QLB 7075
メス：アルミ合金製

オス：アルミ合金製20

～25mm

 破断強度　12KN

\2,000+税

■カムバックル
アルミ合金製

250kg 破断強度　250kg　\700+税

450kg 破断強度　450kg　\1,100+税

■プーリー
アルミ合金製

\900+税

■プーリー
ステンレス製

小　\700+税

■角形型

小判型 Rapid link

小判型 Rapid link

小判型 Rapid link

小判型 Rapid link

角形Rapid link 

角形Rapid link

台形Rapid link

△Rapid link

ステンレス製

ステンレス製

スチール製

スチール製

ステンレス製

スチール製

スチール製

ステンレス製

破断強度：1,200kg

破断強度：1,500kg

破断強度：2,000kg

破断強度：2,500kg

破断強度：3,125kg

破断強度：2,750kg

破断強度：1,250kg       

破断強度：  900kg

■小判型

台形Rapid link アルミ合金製 破断強度：        

5mm

6mm

7mm

8mm

7mm

8mm

6mm

4mm

4mm

\810+税

\1,000+税

\1,100+税

\1,200+税

\1,600+税

\1,200+税

\1,300+税

\900+税

\900+税

■Air X-treme 
3TON
アルミの軽量ツイストロック

カラビナ。 ハーネスのフッ

クポイントが細いフックポイ

ントに最適。 ７９g、破断強

度　30KN

\3,800+税

■Air X-treme
ステンレス
ステンレススール製の

ツイストロックカラビ

ナ。130g、破断強度　

22KN

\3,100+税

シリコンゴムが主成分の保護・コー

ティング剤。パラグライダーキャノ

ピー、ハングライダーセイルその他の

繊維製品の防水性、耐久性の向上

に、汚れ落としとしても使用可能。金

属部分の錆止めの効果あり。標準的

な使用量はキャノピー片面で500cc。

500cc　\3,500+税

1000cc　\6,000+税

■Japan la mouette リガード

■リペアシート A4
A4 サイズのリペアシート。

粘着材付のリップストップナ

イロンクロス。 カラー：赤、黒、

青、白、ピンク、パープル

\450+税

　　Repair   ■補修用品等

■ライン
1m　\125～\210+税

■バンジーコード
1m　\320+税

■キャノピークロス
1m　\2,800+税

■リガード油性用
スプレーボトル

\700+税

■リペアシートロング
（四つ折り） 94cm×8cm

縦長の破れ等にご使用くだ

さい。 \700+税

1m　　\4,500+税
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■STUBAI
ALPHA 3000AT
非対称Ｄ型カラビナ。ゲー

トはオートマチックロックタ

イプ。アルミ合金製。

100g　破断強度　30KN

\2,000+税

■汎用プーリー
ステンレス製

\500+税
■

汎
用

プ
ー

リー

ス
テ

ン
レ
ス
製

\
50

0+
税

■BB プーリー
ベアリング入り

ステンレス製

\1,300+税



Cloth
　　Flight suites   ■フライトスーツ

新素材サイクロンを使用した3 シー

ズン用フライトスーツ。袖・裾口のズレ

上がり防止、インナーにメッシュ素材

を使用して快適な着心地。

サイズ　S、L

カラー　S:黒/青

L:グレー/赤、紺/赤、黒/グレー

\28,000+税

■Air-X-treme

フライトスーツReg,
水・油濡れに強く蒸れにくい新素

材サイクロンを使用。腕と足の

フィット感を重視した。

サイズ　S、XL

カラー: S:グレー、XL:黒

\35,000+税

■Air-X-treme 

フライトスーツ Comp,

サイズ目安 ：

Ｓ　身長１５０～１６０ｃｍ

ＸＬ　身長１８０～１９０ｃｍ

サイズ目安 ：

Ｓ　身長１５０～１６０ｃｍ

Ｌ　身長１７０～１８０ｃｍ

暖かいウインタータイプのフ

ライトスーツ。中綿はシンサ

レート、表面は撥水加工が

施され、冬のフライトも快

適。

\33,000+税

カラー　ブルー×ネイビー

オレンジ ×ダークグレー

■SW フライトスーツ 

Winter

サイズ目安 ：

XＳ　身長１４5 ～１５5ｃｍ

Ｓ　身長１５5 ～１６5ｃｍ

Ｍ　身長１６5 ～１７5ｃｍ

Ｌ　身長１７5 ～１８5ｃｍ

ＸＬ　身長１８5 ～１９5ｃｍ

３シーズンタイプ（春・夏・秋）

のフライトスーツ。裏地はメッ

シュ生地、表面は撥水加工

が施されたオールラウンドタ

イプ。暖かい地域ならば通年

使用も可能。

\24,000+税

カラー　ブルー×ブラック

オレンジ ×ネイビー

レッド ×ブラック

■SW フライトスーツ

 ３シーズン

　　Flight boots   ■フライトブーツ

1260g の軽量フライトシューズ。皮製

の外装とゴアテックスインナーブーツ

採用。サイズ　4～9.5

\43,000+税

■HANWAG SKY GTX フライトブーツ

皮製の外装とゴアテックスインナー

ブーツ採用で快適な履き心地。

サイズ　4～9.5

\46,000+税

■HANWAG SuperFly GTX フライトブーツ

サイズ目安 ：

XＳ　身長１４5 ～１５5ｃｍ

Ｓ　身長１５5 ～１６5ｃｍ

Ｍ　身長１６5 ～１７5ｃｍ

Ｌ　身長１７5 ～１８5ｃｍ

ＸＬ　身長１８5 ～１９5ｃｍ

22.5         23         23.5         24.0        24.5          25.0         25.5        26.0         26.5         27.0         27.5        28.0         28.5

4                          5                          6                          7                          8                          9

■簡易サイズ比較表

日本サイズ (cm)

Hanwag サイズ
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■ウインドストッパー

グローブ　ST

薄手のフリース生地を使用した３

シーズンタイプのグローブ。ゴア

テックス採用で蒸れにくい。

\５,１00+税

カラー　ブラック・ ネイビー・ グリー

ン・ レッド

サイズ　S、 M、 L

■ベストンウィンターグローブ

\3,000+税

カラー　グレー

サイズ　M、 L、 XL、 XXL

保湿性の高い素材

を採用して、冬の高

高度フライトにも対

応



Others
　　PG bag   ■パラグライダーバッグ＆その他

突然の雨や夏の日差しからパラモーターットを守る

デカバッグ。シンプルかつ大型で145cmケイジまで

ハーネスごとまるまる覆うことができる。また従来から

のキャノピーバッグ（カバー）としても併用できる。軽

量かつコンパクトにたためるので、ハーネスのポケッ

トに仕込んでクロスカントリー時にとっても便利。

サイズ：120cm×180cm

\3,800+税

■MPG 用デカバッグ

■シルバーデカバッグ

■APCO ライトクリンチバッグ

パラグライダー用ナイロンクロス製収納バック。畳

まなくても収納可能で開口は巾着状に絞れ、その

まま担げる。

\8,000+税

　　Ballast   ■バラストバッグ・ドリンクバッグ

■APCO バラスト 8L

(ドリンキングホース付き )　

\9,000+税

■APCO 吹流し

大 （215 × 50）

\8,800+税

小 （120 × 21）

\2,300+税

■ログブック

10×14cm のコンパクトサイズ。

カラー：レッド、ブルー、イエロー、

ライトブルー、クリーム

\700+税

畳み癖のつきやすいフロント部分を簡単に重

ねてアコーディオン状に美しく収納できる。

\10,000+税

■PG ロングバッグ

雨や紫外線からパラグライダーを保護す

るシルバーバッグ。容量が大きく、キャノ

ピーを畳まなくても収納可能。

サイズ：125cm×145cm

\3,800+税

■APCO クリンチバッグ

パラグライダー用収納バック。畳まなくても収納可能で開口部は巾着状

に絞れる。パラグライダーバッグと同様に背負う事が可能なので、リフラ

イトやタンデムフライトに重宝するだろう。

\15,000+税

　　PG parts   ■パラグライダー用パーツ

■Liquipack
ロングマチリア  1.5L

カラー　ブルー、グリーン、レッド

\3,400+税

■Liquipack
サックパック 2.5、　5、　

7、　20L

カラー　ブルー、グリーン、レッド

2.5、5、７L \4,900+税

20L \8,000+税

■スリング ・ スイングライン

ハングストラップ ・ ランナー

1m　\1,700+税

サイズオーダー　\1,200～
+税

■キンク止め 

ゴム○リング

1 個 \50+税

■APCO

ブレークハンドル
マグネット、 スイベル

\2,700( 税抜き )

■ネオジムマグネット

ブレーク用

\900+税

■スイベル

ブレーク用

ステンレス製

\800+税 ■APCO

△キンク止め

プラスチック製

1 個　\300+税

■APCO
タンデムスプレッダバー
\17,000+税

■APCO
T-Bar ブレークハンドル
マグネット、 スイベル

\3,700( 税抜き )

■japan la mouette
ソフトブレークハンドル
マグネット、 スイベル

\2,800+税

運搬に便利なショル

ダーベルト周り。メッシュ

素材仕様で、快適な運

搬が可能。

■Liquipack
ウェストバッグ 1.0L

カラー　ブルー、グリーン、レッド

\3,900+税

■Liquipack
インナーバッグ

１.0L ～７L\1,300+税

１0L \1,600+税

20L \1,700+税

キャップセット別売

\700+税

■APCO T-Bar
\1,100+税

■Gopro マウント

強力マグネットでグライダーの生

地を挟みこむように簡単設置。

\9,300+税
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アプコ純正グライダーバッグ。軽くて強靭なクロスを

採用し、収納時はコンパクト。サイドのファスナーを開

閉してタンデム収納もできるすぐれもの。

2015 NEW COLOR

\16,000+税

■APCO パラグライダーバッグ

■APCOバラスト用
インナーバッグ９L
(ドリンキングホース付き )　

\7,700+税



instruments
FlyTEC GPS Valio   ■GPS内臓バリオメーター

6020 GPS
高性能GPS内蔵バリオ。

FAI ルールの競技に完全

対応。グラフィック表示可

能なディスプレイで多くの

情報を見やすく表示。デー

タ画面・マップ画面・フ単

3アルカリ電池4 本で約

40 時間連続使用可能。

USB インターフェース装

備。

6030 GPS

■サイズ：170×90×28mm

■重　量：310g（電池含）

■主機能：16チャンネルGPS、240×160 ピクセルLCD

ディスプレイ、200ウェイポイント登録、20ルート登録

\102,000+税

高性能GPS内蔵バリオの

最高峰。FAI ルールの競

技に完全対応。グラフィッ

ク表示可能なディスプレイ

で多くの情報を見やすく表

示。データ画面・マップ画

面・ファイナルグライド画面

を切り替えて最適なナビ

ゲーションを提供。USB 

インターフェース装備。

■サイズ：175×90×28mm

■重　量：340g（電池含）

■主機能：16チャンネルGPS、320×240ピクセルLCD

ディスプレイ、ピトー管スピードセンサー、マクレディ機能、

200ウェイポイント登録、20ルート登録

\120,000+税

Elementのトラックログ機能、インターフェース機能を

省略して低価格、使いやすさを優先した製品。GPS

機能により風向・風速・滑空比・対地速度・直前の

サーマル位置表示等必要な機能を充実しました。ま

た新設計のキーボードにより操作性が大幅に向上し

たので、厚い手袋をはめていても快適に操作可能。

■サイズ：138×74×23mm

■重　量：178g（電池含）

■主機能：16チャンネルGPS

\62,000+税

　　FlyTEC Basic Valio   ■ベーシックバリオメーター

SenceBox   ■センスボックス  Speed sensor   ■スピードセンサー

■Flytec スピードセンサー

ベースバーやダウンチューブに取り

付けるスピードセンサー。センサーの

向く方向を自由に調整できる。

\22,000+税

■Flytec ドラッグセンサー

フライト中、ハーネスに吊り下げるタイ

プ。どんなフライトでも正確な対気速

度を計測する。

\22,000+税

SenceBox
PDA/スマートフォントの連携を意識したGPS

内蔵。単独ではシンプルなGPS内蔵バリオと

し て 、 ま た デ ー タ ロ ガ ー と し て 使 え る 。

Bluetooth4.0を搭載しているので、PDA/ス

マホと連携することにより、多彩なナビゲーショ

ン機能を利用できる。

■サイズ：60×121×17.5mm/137g

■主機能：GPSバリオ、電子コンパス、３軸加

速度センサー、データロガー、Bluetooth

\68,000+税

Element  Speed

Element  track
軽量コンパクトなGPS 

内蔵バリオ。基本的な

バ リ オ 機 能 に 加 え 、

GPS機能により対地速

度、風向・風速がリアル

タイムで判き、IGC形式

のトラックログをUSB接

続で取り込み可能。 ソ

フトウェア・アップデート

で進化するバリオ。

■サイズ：138×74×23mm

■重　量：178g（電池含）

■主機能：16 チャンネルGPS、200 ウェイポイント登録、

20 ルート登録

\84,000+税

13

■バリオカバー

FlyTEC 6020/30 用
6020/6030 に対応したバリオホル

ダー。ピトー管も使えるようにデザイン

されている。裏面・外側にベルクロ（フッ

ク）が縫いつけられて、フロントコンテナ

やコックピットコンテナ等に取り付けるこ

とができる。\2,600+ 税

■バリオカバー

FlyTEC 6000/05/10/15 用
フロントコンテナ、フロントコックピットやフロ

ントレスキューパラシュートコンテナに取り

付けるためのバリオホルダー。裏面 ・外側

にはベルクロ付き。

\2,500+ 税

 Vario Cace   ■バリオケース

■ネオプレーンバリオカバー

FlyTEC 6020/30 用
6020/6030 に対応したFlytec ネオ

プ レ ー ン バ リ オ ホ ル ダ ー。側 面 に

Flytec ロゴが配置され、下面に取り

外し可能なベルクロが取り付けられて

いる。カラー ：各種、要問い合わせ

\3,300+ 税

※ブラケット・ホルダー別売、Elemant Speed以外PC ケーブル付属

Element  Alto
Element speedの操作性をそのままにバリオ性能はエント

リーモデルとしては十分な機能を実現しました。冬時期厚

手のグローブをしていても押し間違うこと無く、様々な操作

が可能で、基本的なバリオ機能の他に４０のフライトメモ

リー・離陸の自動検出等搭載した低価格バリオ。

■サイズ：138×74×23mm

■重　量：178g（電池含）

■主機能：16チャンネルGPS

\35,000+税

+GPS



バリオを足または腕に取り付けるブラ

ケット。伸縮性のベルクロテープで、しっ

かり固定できます。\2,200+ 税

　　Braketc   ■ブラケット

　　Transceiver   ■トランシーバー＆アクセサリー

ハンググライダー用ブラケット。バリオの向き・角度は

自由に調整可能。固定ネジがレバー式になり、角度

や締め具合の調整が簡単にできる。クランプの形状

を見直して、機器の重さがかかっても下を向かない

ようになった。コントロールバーへの取付部分がゴム

製になり、固定がより強固に。

ショートタイプ　\11,000+ 税

ロングタイプ　\12,000+ 税

■FlyTEC HG ブラケット

スリップストリームダウンチューブ

ズームダウンチューブ対応。

パラグライダー用ブラケット。ベルトに固定するベース

部分とブラケット本体は、ワンタッチで着脱でき、ベー

ス部分はネジでハーネスのベルトに固定する。バリオ

の向き ・角度は自由に調整が可能。固定ネジがレ

バー式になり、角度や締め具合の調整が簡単にでき

る。クランプの形状を見直して、機器の重さがかかって

も下を向かないようになった。

\11,000+ 税

■FlyTEC PG ブラケット

※FlyTEC 3000/4000 シリーズと 5000/6000 シリーズは取付ネジの形式が異なるので、注文の際はバリオの機種をご指定ください

■PG 用バリオホルダー

FlyTEC 3005/4000 シリーズ

/5020 用

\4,500+ 税

■レッグベルクロストラップ

ブラケット付き

5000/6000 シリーズ用

■PG フライトデッキコンテナ

パイロットの目前に計器類を配置できるので視認性が良く、飛行中の操作も

簡単です。本体は２段構造で、上段は計器コンテナ。保護カバー付きで、収納

や運搬の際に計器の保護ケースとしても使え、計器パネルの角度を調整可

能。、下段はバラストバックスペース兼大容量収納コンテナになっています。ボ

トムパーツ部はファスナーで取り外し可能。 \12,500+ 税

フロート付き \14,800+ 税

■ALINCO
DJ-PB20
特 定 小 電 力

20chトーンスケ

ルチ搭載

\14,000+ 税

■防水スピーカー

マイク

デジタル無線用
\6,４00+ 税

　　Instrument   ■各種計器

■Flytec　エレクトロニックコンパス

フライテック社の電子式コンパス。

指定方向の記憶やオートバックラ

イトが装備されている。

\11,000+ 税

■SILVA コンパスブラケット付き HG/PG 用

コンパスの有名ブランド、SILVA 

製コンパス。PG 用は足に固定す

るためのプレートとベルクロがセッ

トになっている。

\27,000+ 税

■POWER RPM AVIO2001

フライテック社の電子式コンパマイクロコンピューター内臓の高精度・多機能

のエンジン回転計。2、4サイクルエンジンの単気筒から24気筒まで対応。エン

ジンの整備、運転時のモニターに最適。防水、防塵構造により過酷な環境で

も使用可能。パラモーター以外のガソリンエンジンを使用する多くの用途に適

する。サイズ 50×80×14mm、70g

\16,000+ 税

■MICRO RPM

マイクロコンピューターを内臓のシン

プルで小型・軽量のエンジン回転計。

2サイクルおよび4サイクルエンジンの

単気筒から8気筒まで対応。エンジン

の整備、運転時のモニタに最適。　

\11,600+ 税

マイクロコンピューター内臓のシンプルで小

型・軽量の総運転時間を計測するアワーメー

ター。エンジンの整備、オーバーホール時期の

目安に利用できる。

\13,500+ 税

■MICRO HOURS

14

■マイクヘッド DIN6P

通信ケーブルに差しこむだけで、

ヘルメットを脱いだ状態でもハン

ドマイクとして利用できる。 特に

デジタル無線に重宝する

\3,000+ 税

■ラジオホルダー

1 2 ｃ ｍ × 7 . 5 c m 　

\4,300+ 税

■PG 用バリオホルダー

FlyTEC 6000/05/10/15

Element 用

\4,300+ 税

ベルクロでハーネスベルトを挟みこむようにして簡

単取り付け。 アングル調整も可能

コンテナトップパーツ

\10,800+ 税

ボトムパーツ収納コンテナ単体

\2,900+ 税

ボトムパーツ

パラシュートコンテナ単体

\8,000+ 税

ショートタイプ(54mm)

ロングタイプ(280mm)
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Scout Moster Silent　（腰吊り）

Vittorazi Mortors/Moster 185　Silent

■スカウト　モスター サイレント

Moster SilentMoster Silent

誰もが注目する最高峰のデザイン。 スカウトの

パラモーターはメインフレーム以外全てフルカー

ボン仕様です。 ハイパワーエンジンでも振り回さ

れる事の無い反転トルク対応した 6 ブレードフィ

ンを搭載した革新的なデザインです。 ハーネス

はボトムレスキューコンテナ標準装備で Helix　2

ブレードカーボンプロペラも標準装備。 エンジン

はモスター ・ サイレント１８５を搭載し、 静音でハ

イパワーでストレスのない大空を駆け巡ることが

できるでしょう。

腰吊りのセッティングの難しさを解消して、 燃料 Full から LOW まで

ヨーロッパではスタンダードになりつつある腰吊りユニットですが、 日本

では少数派。 それは一重にセッティングの難しさからくるものです。 この

セッティングの難しさを SCOUT は解決しています。 特殊形状のハイブ

リッドバーを採用して燃料が満タンでも、 残り少なくてもベストな推力軸

を保ったままのフライトが可能です。

PARAMOTOR UNIT

最高峰のユニットには最高のパーツを標準装備

■　SCOUT　専用ケージバッグ
カーボンケージと、 フィンロッドを汚れ、 傷から

守る専用バッグを標準装備しました。

■　Helix 2 ブレードカーボンプロペラ
Helix のカーボンプロペラは軽量、 ハイクオリティなプ

ロペラで、 プロペラ毎のバラつきも殆どありません。

■　Vittorazi AIR CONVEYOR
エンジンを効率的に冷やすための Vittorazi 純正のエ

アーコンベアを標準装備しました。

ケイジ外径

許容プロペラ長

エンジンメーカー/モデル

エンジン排気量/出力

ケイジの種類

ガソリンタンク容量 L

減速比

乾燥重量 kg

推奨パイロット裸体重 kg ※

静止推力 kg

電動スターター

スロットル

価格(税込)

148.4cm

130cm 以下

184.7cc

標準ダブルケージ

12L

1:2.7

26.5kg

<11０ｋｇ

65kg

無し

右標準 / 左オプション

オープンプライス

標準プロペラ Helix カーボン 2Bld 130cm

■　Safe Start モジュール
エンジン始動時のトラブル軽減に開発された

SCOUT 独自のモジュールを標準装備しました。

■SLT PM ハーネスへ変更
+\28,000+ 税

サイドパラシュートコンテナ \11,000＋税　

サイドポケット \5,000＋税

■Helix３ブレードへ変更
+\20,000+ 税

Scout オプション



ケイジ外径

許容プロペラ長

エンジンメーカー/モデル

エンジン排気量/出力

ケイジの種類

ガソリンタンク容量 L

減速比

乾燥重量 kg

推奨パイロット裸体重 kg ※

静止推力 kg

電動スターター

スロットル

価格(税込)

M L
130cm

115cm 以下

Vittorazi Mortors/Moster 185　Silent

184.7cc

標準ダブルケージ

12L

1:2.7

23.5kg

<9０ｋｇ

65kg

無し

右標準 / 左オプション

\810,000

豊富な共通オプション

■カーボンロッドへの変更 +\16,000+ 税

■カーボンプロペラへの変更

   HELIX ２ブレードタイプ +\25,000+ 税

   HELIX ３ブレードタイプ +\45,000+ 税

■Skytek スロットルへの変更 +\3,000+ 税

feather

Vittorazi 社製 Moster Silent エンジン搭載モデル。

軽量、 ハイパワー。 このクラスのエンジンとしては最高のユニッ

ト。 前作の Moster Classic の性能を損なうこと無く、 より静

かにパワフルにフライヤーの欲求を満たします。

ハイパワーエンジンの代表 mini2 との比較だと、 重量にして５.

４Kg の軽量化でパワーの差はたったの１馬力、 燃費は時間当

たり１L もの違いがあります。 まさに Moster は第 2 世代のエ

ンジンといえるでしょう。

タンデムフライトやパワーのあるフライトを行うパワーユーザー

に非常に適したユニットに仕上がりました。

140cm

125cm 以下

標準ダブルケージ

12L

1:2.7

24kg

<1０５ｋｇ

71kg

右標準 / 左オプション

\820,000

高強度アルミフレーム採用

Feather III Moster Silent
■フェザー 3 モスター サイレント

※　推奨パイロット裸体重は使用するグライダーや気象条件および飛行 / 運用方法により変わります。

※　ユニット写真はイメージです。 出荷時にフレーム、 マフラー等の色が変わる場合が有ります。

2017 Feather infomation

ケイジ外径
価格(税抜)

110 120

124cm 136cm

New Feather

\850,000 \860,000

新デザインのアルミフレームはアルミ素材を変更し、 ケージ下

部を一体化することにより、 外圧が掛かった場合でも均等に

圧力を分散することにより急激なケージの変形が出ない設計

となっています。

ジョイント部分のベルクロは各パーツにリベッドで固定されてお

り、 緩みのない整形が可能になりました。

feather ユニットは、 ジャパンラ ・ ムエッティ自社で製造 / 開発されているパラモーターユニットです。

製品開発にはトラブルが少ない高性能のエンジンを厳選してユニットとして完成させています。 エンジンや各パーツはユーザー様が困ることの無い様、 定期的にオンストック

されています。 完全オーダーメイド仕上げですので、 スロットルやプロペラ等アレンジすることが可能です。

また、 2017 フェザーは標準で軽量、 高性能な APCO ハーネスをお好きなモデルより選択可能にしました。

木製 115cm 木製 125cm標準プロペラ

写真は Feather 3
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スプリングクリップ仕様

 +\15,000Feather III New Feather Split legs SLT PM Univasal

ご希望のハーネスを追加料金無しで！

※ユニバーサルハーネス用背当てプレート、 その他のオプション類は別売です。



ケイジ外径

許容プロペラ長

エンジンメーカー/モデル

エンジン排気量/出力

ケイジの種類

ガソリンタンク容量 L

減速比

乾燥重量 kg

推奨パイロット裸体重 kg ※

静止推力 kg

電動スターター

スロットル

価格(税抜)

M L
130cm 140cm

115cm 以下 125cm 以下

Radne/Raket 120

118.8cc/14hp

標準ダブルケージ

12L

4.0

21< 21.5<

<85 <100

43kgf　+ 45kgf　+

オプション ( 電動スターター＆リコイルスターターのデュアル構成 )

左標準 / 右オプション

\720,000 \730,000

Raket120 専用オプション 

■ノイズボックスへの変更 +\5,000+ 税　　■電動スターター＋始動用鉛バッテリー +\20,000+ 税　バッテリー重量 1400g 　（※電動スターターシステムに充電機能はない為、 別途充電器が必要です。）

■リチウムイオンバッテリーの変更 +\10,000+ 税　その他共通オプションの詳細は Moster のページでご確認下さい。

Feather III Raket120

Feather III Mini2 Plus

ケイジ外径

許容プロペラ長

エンジンメーカー/モデル

エンジン排気量/出力

ケイジの種類

ガソリンタンク容量 L

減速比

乾燥重量 kg

推奨パイロット裸体重 kg ※

静止推力 kg

電動スターター

スロットル

価格(税抜)

M L
外径 :130cm 外径 :140cm

115cm 以下 125cm 以下

Shimonini/Mini2 plus

202cc/26hp

標準ダブルケージ

12L

2.26

28< 28.5<

<140 <150

65kgf　+ 68kgf　+

標準

左標準 / 右オプション

￥790,000 ￥800,000

XL
外径 :145cm

130cm 以下

29<

<160

70kgf　+

\810,000

軽量、 パワー、 取り扱いやすさ３つの要素を併せ持つ

Raket120cc エンジンを搭載。 パラモーターの初心者からベテ

ランまで幅広いユーザーに対応し、 弊社販売台数ナンバーワンを

誇るロングセラーユニット。 オプションでセルモーターも使えるデュ

アルスターター仕様や、 超軽量を意識したスペシャル仕様も対応

可能。

ハイパワーエンジンでは最も定評の高い Simonini 社製 mini2PLUS エンジンを搭載

したモデルです。 ハイパワー、 耐久性に優れているので長時間フライトを主としている

ヘビーユーザーや、 プロフェッショナルによるタンデムフライト用に最適。

電動スターター標準装備でエンジン始動も楽に行なえます。

２０１６年夏モデルより、 スペシャルエキゾースト標準搭載で更にパワーアップしています。

■フェザー 3 ラケット１２０

■フェザー 3 ミニ２プラス

※　推奨パイロット裸体重は使用するグライダーや気象条件および飛行 / 運用方法により変わります。

※　ユニット写真はイメージです。 出荷時にフレーム、 マフラー等の色が変わる場合が有ります。

※シングルスターター用エンジンを購入後、 デュアルスターター仕様にすることはエ

ンジンの仕様が違うためできませんので、 購入時はお気をつけ下さい。

※追加オプション ： リチウムイオンバッテリー +\10,000+ 税　

その他共通オプションの詳細は Moster のページでご確認下さい。

標準プロペラ 木製 115cm 木製 125cm

標準プロペラ 木製 115cm 木製 125cm 木製 130cm

※　推奨パイロット裸体重は使用するグライダーや気象条件および飛行 / 運用方法により変わります。

※　ユニット写真はイメージです。 出荷時にフレーム、 マフラー等の色が変わる場合が有ります。

写真は Feather 2

XL
145cm

130cm 以下

21.5<

<100

45kgf　+

要問合せ

木製 130cm

写真は Feather 3
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ケイジ外径

価格(税抜)

110 120
外径 :124cm 外径 :136cm

\830,000 \840,000

New Feather

➡
高出力のチャンバータイプマフラー。

スペシャルエキゾースト標準装備で

更にエンジンパワーが向上しました。



パラモーターのエンジン製造を手がける老舗イタリアのビトラッ

チ社製 Fly 100 搭載モデル。 Fly100 は 100cc という小型で

ありながら１８馬力ものパワーを持ったエンジンで、 遠心クラッチ

も標準装備しています。 従ってアイドリング状態ではプロペラが

回転することなくより安全な地上操作が行えます。 小型エンジ

ンの軽さで、 清音ハイパワーを求めるユーザーにお勧めです。

■フェザー 3 フライ１００ ・ エボ

Feather III Fly100 EVO

豊富なオプション 

※　全ユニット共通オプションの詳細は Moster のページでご確認下さい。

※　推奨パイロット裸体重は使用するグライダーや気象条件および飛行 / 運用方法により変わります。

※　ユニット写真はイメージです。 出荷時にフレーム、 マフラー等の色が変わる場合が有ります。

ケイジ外径

許容プロペラ長

エンジンメーカー/モデル

エンジン排気量/出力

ケイジの種類

ガソリンタンク容量 L

減速比

乾燥重量 kg

推奨パイロット裸体重 kg ※

静止推力 kg

電動スターター

スロットル

価格(税抜)

M L
外径 :130cm 外径 :140cm

115cm 以下 125cm 以下

Vittorazi Mortors/Fly 100 evo

98.2cc/18HP

標準ダブルケージ

12L

4.0

22.5< 23<

<95 <110

49kgf　+ 53kgf　+

な　し

右標準 / 左オプション

￥790,000 ￥800,000

XL
外径 :145cm

130cm 以下

23.5<

<125

55kgf　+

取り扱い無し

ケイジ外径

価格(税抜)

110 120
外径 :124cm 外径 :136cm

\830,000 \840,000

New Feather

標準プロペラ 木製 115cm 木製 125cm 木製 130cm

写真は Feather 2
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■ Feather　3 

 アルミ合金製フレームセット (６分割 )

サイズ　　外径　　　対応プロペラ径　　　　　カラー　　　　   　　　　　　　本体価格 ( 税抜 )

130cm　　　　115cm 未満　　　　 シルバー / ブラック　　　　\98,000

140cm　　　　125cm 未満　　　　 シルバー / ブラック　　　　\99,000

　　Aluminum flame   ■アルミフレーム

M

L

■ ダブルケージ
エンジンレスセット (６分割 ) ユニットを自作するためのパラモーターキット。

エンジン以外は全てセットになっている優れ物

です。 ユニットを構成するパーツを各々購入

するよりもずっとお得なお値段でご提供いたし

ます。 エンジン毎にメインフレームは用意され

ていて組み立ても特別な加工が不要です。

対応エンジン

FlyEvo/Mini2/Moster/Raket/Snap

価格　オープン
※写真はイメージです。 購入時期によって形状が変わる可

能性があります。

対応エンジン

Fly100/Mini2/Moster/Raket/Snap/

※ベルクロ標準装備。

※フレームサイズ、 デザインによっては納品までお時間を頂く場合があります。

※ New Feather フレーム ・ ダブルケージセット (６分割 )

もあります。 　\145,000 ～

■プラスティックピン

ご要望に応じて
(25Φ×40mm まで )
  1 個　\900+ 税

■ケージ用ベルクロ

■プラスティックピン オーダー

19mm　× 22mm　\600+ 税

16mm　× 19mm　\550+ 税

13mm　× 16mm　\500+ 税

標準タイプ　\600+ 税

幅広タイプ　\700+ 税

■プラスティックキャップ

※表記：対応パイプ内径×対応パイプ外径

19mm　× 16mm　\60+ 税

16mm　× 15mm　\55+ 税

13mm　× 13mm　\50+ 税

※表記：対応パイプ内径×対応パイプ外径

■プラスティックベース

　　1個　\300+ 税

■プラスティックスリーブ

対応ロッド径  12.7mm　\900+ 税

対応ロッド径  16.0mm　\1,000+ 税

■ディスタンスバー

　　1本　\6,000+ 税

　　バーのみ　\3,300+ 税

　　ブロックのみ　\2,800+ 税

■アルミスペーサー

■アルミスペーサーキャップ

　　中尺　（径25mm×50mm） \700+ 税

　　短尺　（径25mm×30mm） \480+ 税

径25mm \560+ 税

（幅 25mm）

　　Flame Parts   ■フレームパーツ



PARAMOTOR PARTS

　　マークのある商品はユーザー登録者は２割引で購入出来ます。

　　マークのある商品はユーザー登録者は１割引で購入出来ます。 （期間限定のユーザー割引対象商品です。）

弊社のパラモーターユニットで、 登録された方のみのが対象になります。

エンジン名の表記があるパーツに関しては、 ユーザー登録されているエンジンおよびユニットのパーツのみが対象となります。
期間限定のユーザー割引対象商品に関しては、 予告なく終了する場合があります。

　　Silent block   ■防振ゴム

■シモニーニ用

■モスキート用

■Moster/ｆｌｙ100

■ｆｌｙ100

■ボルト / ボルトタイプ

　　Fuel tank   ■燃料タンク

フェザーユニットで標準装備されている燃料タンクです。 燃料ホース接続部がタ

ンクの最下位にあるので効果的な燃料供給が可能です。

12L  (H) 33cm (W) 17cm (D) 28cm

13L  (H) 35.5cm (W) 20.5cm (D) 29cm

SMN 9L (H) 31cm (W) 20cm (D) 28cm

※(H) は縦、 (W) は幅、 (D) は奥行きを表しています。

※縦はキャップを取り付けた状態で計測してあります。

タンク寸法表

1３L

\12,000+ 税

12L

\10,500+ 税

SMN　9L

\17,000+ 税

M20 ５mm \550+税20mm 15mm

商品名 ボルト径 金額径 ゴム高

M25 ５mm \550+税25mm 15mm

M30 6mm \650+税30mm 20mm

M35 8mm \750+税35mm 20mm
MH20 ５mm \560+税20mm 20mm

MH25 6mm \600+税25mm 25mm

MH35 8mm \900+税35mm 35mm

MD15 8mm \560+税35mm 15mm

R25 6mm \950+税25mm 18mm

商品名 ボルト径 金額径 ゴム高

R30 8mm \1,000+税30mm 18mm

R35 8mm \1,150+税35mm 26mm

RH25 6mm \1,000+税25mm 27mm
RH30 8mm \1,100+税30mm 26mm

RH35 8mm \1,300+税35mm 35mm

シモニーニ 8mm \1,800+税40mm 29mm

商品名 ボルト径 金額径 ゴム高

Moster/Fly 8mm \1,320+税30mm 30mm

Fly 8mm \1,100+税30mm 20mm

商品名 ボルト径 金額径 ゴム高

モスキート 8mm \3,200+税45mm 55mm

■ボルト / ナットタイプ

■エンジン別

■M タイプ ■MH タイプ ■MD タイプ

■R タイプ ■RH タイプ

■Skytek アクセルスロットル

■アクセルスロットル ASSY
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■燃料ホース
　\２00/m+ 税

　　Accessories   ■アクセサリ

■バッテリー充電器 
弊社取扱のリチウム

バッテリーにも対応。

\2,400+ 税

■iMAX バッテリー充電器 
Ni-cad、 リチウムイオン、 リポ等あらゆる電池

に対応したマイコン制御フルオート充電器

充電器　\4,300+ 税

ACアダプタ　\3,700+ 税

■キックスターター
用フック
　　\２,700+ 税

スロットル長 120ｃｍ
　\14,000+ 税 

スロットル長 120ｃｍ
\11,000+ 税 

スロットル長 120ｃｍ
\12,000+ 税

■リチウムイオンバッテリー
超軽量のリチウムイオンバッテリーです。 充電

保護回路が搭載されていますので、 普通の

鉛バッテリーの様に充電が可能。 重量 427g

充電器　\10,400+ 税

　　Fuel filter   ■燃料フィルター

■A-1

\400+ 税

■A-2

\700+ 税

■A-4

\700+ 税

EVOLEX
Hyper Sports 2R
レーシングシーンで２０年

培わえたノウハウでレスポ

ンス性、トルク性、静寂性、

燃費向上に優れた効果を

発揮するオイル。

1L \2,800+ 税

　　Oil & Pomp   ■オイル＆燃料ポンプ

■プライマリー
燃料ポンプ

中 \２,200+ 税

polini　\3,200+ 税

中　　　　　　polini



Engine  PARTS

■EX ガスケット

\80０+ 税

Snap Ego 100cc

Cisco

■リコイル

\23,000+ 税

■EX ガスケット

\660+ 税

■シリンダー

\52,000+ 税

DUAL 用

\63,000+ 税

■ピストン Comp

\22,000+ 税

■リコイル

\１9,000+ 税

DUAL 用

\21,000+ 税

■イグニッションコイル

\1２,０00+ 税

■イグニッションコイル

\11,000+ 税

■セルスターター

\33,000+ 税

■EX ガスケット

\800+ 税

■シリンダー

\59,000+ 税

■ピストン Comp

\31,000+ 税

■イグニッションコイル

\11,000+ 税

■セルスターター Gold

\33,000+ 税

■EX ガスケット

\900+ 税

■シリンダー

\87,000+ 税

■ピストン

\29,000+ 税

■リコイル

\24,600+ 税

■リコイル

\16,000+ 税

ピン、 サークリップ別売り

■Snap EGO100S 純正マフラー

（スプリング付き）

\93,000+ 税

Raket 120cc

Radne

■Raket120

エクスパンションマフラー

（スプリング付き）

\79,000+ 税

■Mini2 plus

純正マフラー

（スプリング付き）

\73,000+ 税

■Solo210

スペシャルマフラー

（スプリング付き）

\73,000+ 税

■Solo210

純正マフラー

\28,000+ 税

mini2 plus 200cc

Shimonini

Solo 210cc

Solo

■セルスターター Silver

\33,000+ 税

■リダクションベルト

\7,8000+ 税

■Mach 用リダクションベルト

\7,000+ 税

■3:1/3.3:1 用

\6,300+ 税

■3.6:1/4:1 用

\6,600+ 税

■Mosquito 用

\7,000+ 税

リダクションベルト
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Snap のパーツは、 弊社在庫限りとさせていただきます。

ご購入はユーザー登録者のみの販売とさせていただきます。

■Mini2 plus

スペシャルエキゾースト

マフラー単体    \83,000+ 税

別売　アルミニウムステー

\10,600+ 税

別売　防振ゴム M8

\1,800+ 税

■イグニッションコイル

新型　\１3,000+ 税



■ラバーフィッティング
\3,700+ 税

■simonini 純正 60Φ
\12,000+ 税

■60 ～ 65Φ
\8,000+ 税

■Type L 35Φ
\6,000+ 税

■スポンジ 60Φ
\11,500+ 税

■ノイズボックス
Solo/Raket
\9,600+ 税

　　Air filter   ■エアーフィルター

　　Diaphragm   ■ダイアフラムキット　　Spark plag  ■スパークプラグ

Easy100, R80, R120, ROS, 
Thor100
Mini2, Moster
Top80, R80, R120, Mini4
Fly100 EVO
Snap100 EGO
Sky100
Raket 120
Solo 210

Summer        Winter

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

\800+ 税

Fly100 100cc

Vittorazi
■EXO リング

\7０0+ 税

■シリンダー

\56,000+ 税

■ピストン Comp

\21,000+ 税

■リコイル

\18,000+ 税

■イグニッションコイル

\9,000+ 税
■セルスターター

\33,000+ 税

Moster 185cc

Vittorazi

■EX ガスケット

\800+ 税

■シリンダー

\63,000+ 税

■ピストン Comp

\23,000+ 税

■リコイル

\19,000+ 税

■イグニッションコイル

\8,000+ 税

■Fly100 Evo

純正マフラー

■Moster Classic マフラー

（スプリング付き）

\88,000+ 税

　　　\81,000+ 税

■リダクションベルト

\7,000+ 税

※セルスターターはその他のエンジン用もございますので、 お使いのセルスターターの型番を用意してお問い合わせ下さい。

■Moster Silent マフラー

（スプリング付き）

\89,000+ 税

■ワルボロ WG 用

\1,800+ 税

■ワルボロ WB32/37

\2,000+ 税
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■エアーコンベアー

\28,000+ 税

■ノイズボックス
Moster/Fly
\13,300+ 税

■ワルボロ WB32/37 メタルセット

\2,800+ 税

　　Air filter   ■エアーフィルター

■シリンダーガスケット

厚み 0.2mm

厚み 0.３mm

厚み 0.５mm

\700+ 税

■ヘッド O リング

\800+ 税

シリンダーガスケットご購入の際は、 エンジン毎に厚み

が違うため、 ご自身のエンジンに取り付けてあるガスケッ

トの厚みをノギス等でお測りになりご注文ください。

0.4mm の場合は 0.2mm が 2 枚必要となります。



Propeller

　　Propeller   ■プロペラ

　　Propeller hub   ■プロペラハブ Propeller Fix Plate   ■プロペラフィキシングプレート

feather raket 用 Raket 用

径 50mm×M6×6 本

径 56mm×M6×6 本

feather raket 用
\3,000+ 税

汎用 ( 小 )
\3,000+ 税

simonini 用
\4,500+ 税

25R10R9 60R1R/1R58

6L /6L4/6L51L/1L58

BlackDevil エンジン用

C-Max エンジン用

DK エンジン用

Easy100 エンジン用

Mini2Plus エンジン用

Mini4 エンジン用

Moster エンジン用

Solo エンジン用

1L

110cm-132cm 122cm-130cm

6L4/5

Thor190 light エンジン用

※上記一覧は代表的なエンジン対応表です。 枠内のリダクション比を見て、 プロペラ選定してください。

その他のエンジンについても対応出来ますのでお問い合わせください。

■Japan la mouette 木製プロペラ各種 (１タイプ穴加工サービス )

プロペラは、 エンジン、 リダクション比などの条件で、 モデルと長さが合っていれば性能が出せるというわけではありません。 弊社では１モデルあたり１０種類のピッチがあり、 様々

なエンジン、 リダクションの構成で数百回もの推力テストを行った結果使用する構成に合ったプロペラをご提供できます。

また、 オリジナルプロペラも28,000円から試作出来ますのでお問い合せください。

追加の穴加工は別料金 （\1,000＋税） で賜ります。

プロペラをご注文の際は以下の情報が必要です。

①エンジン名　②減速比　③プロペラの長さ　④ご希望のプロペラのモデル名　⑤取り付け穴情報 （ボルト径 / 穴の対角線長 / 穴の数）　⑥センター穴の直径

左回転対応表

Propeller carbon    ■カーボンプロペラ

H25F 2 ブレード H30F 2 ブレード

H30F 3 ブレードH25F 3 ブレード

Direct10L

弊社ではオーダー加工も可能です。 金額は別途お見積りとなります。

\9,800+ 税 \10,000+ 税

\2,800+ 税

径 50×6 穴　6mm
径 70×6 穴　6mm
径 75×6 穴　8mm

汎用 ( 大 )
\4,000+ 税

径 75mm まで対応 径 85mm まで対応

汎用 ( 特大 )
\6,000+ 税

径 50mm×M6×6 本 プロペラ穴の径

63mm まで対応

■APCO
プロペラカバー

\4,500+ 税

※　径とはプロペラ穴の対角径を意味します。

※穴加工は別料金です。 １タイプ穴加工 \1,000+ 税

1L58

96cm-106cm 88cm-110cm 110cm-125cm

10L46

72cm-90cm

Direct

2.2 ～ 2.88

1R

110cm-132cm 122cm-130cm

60R
右回転対応表

1R58

96cm-106cm 115cm-125cm 115cm-125cm

25R10R

Fly100Evo エンジン用

R80 エンジン用

R120 エンジン用

Raket120 エンジン用

Ros エンジン用

Sky100 エンジン用

Snap エンジン用

Thor100 エンジン用

Top80 エンジン用

H25F 2 ブレード H30F 2 ブレード H25F 3 ブレード H30F 3 ブレード

H25F 2 ブレード H30F 2 ブレード H25F 3 ブレード H30F 3 ブレード

Propeller wooden   ■木製プロペラ

2.2 ～ 2.88 2.2 ～ 2.88 2.6 2.2 ～ 2.6 1.0

Thor200EVO エンジン用

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

\18,000価格 （税抜） \20,000

\18,000 \20,000価格 （税抜） \45,000 \50,000 \67,000 \75,000

2.6 ～ 3.0 2.6 ～ 3.0 2.6 ～ 2.8 3.0 2.6 ～ 3.0

2.2 ～ 2.5 2.5 1.0

122cm-130cm

6L

2.2 ～ 2.5

3.3 ～ 3.8 3.3 ～ 3.8 3.3 ～ 3.8 3.3 ～ 3.8

2.26 ～ 3.11 2.26 ～ 2.6 2.26 ～ 2.42 2.6 ～ 3.11 2.26 ～ 2.63.0 ～ 3.11

2.45 ～ 2.97 2.45 ～ 2.97 2.45 ～ 2.8 2.97 2.45 ～ 2.97

2.68 ～ 2.87 2.68 ～ 2.87 2.68 ～ 2.71 2.87 2.68 ～ 2.87

2.05 ～ 2.97 2.25 ～ 2.97 2.05 ～ 2.8 2.97 2.46 ～ 2.97

2.83 2.83 2.83 2.83

10L

3.3 ～ 4.0 3.3 ～ 4.0 3.3 ～ 4.0 3.3 ～ 4.03.3 ～ 4.0

4.0 4.0 4.0 4.04.0

4.0 4.0 4.0 4.04.0

3.0 ～ 4.0 3.0 ～ 4.0 3.0 ～ 4.0 3.0 ～ 4.03.0 ～ 4.0

4.0 4.0 4.0 4.04.0

4.0 4.0 4.0 4.04.0

3.63 3.63 3.63 3.633.63

3.43 3.43 3.43 3.433.43

3.2 ～ 3.84 3.2 ～ 3.84 3.2 ～ 3.84 3.2 ～ 3.843.2 ～ 3.84

3.63 3.63 3.63 3.633.63
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■APCO ２ｐｃ
プロペラカバー
( スリム )

\4,600+ 税

■APCO　２ｐｃ
プロペラカバー
ワイド

\4,600+ 税

■Helix ２ｐｃ
プロペラカバー

\5,000+ 税

■Helix　3ｐｃ
プロペラカバー

\7,500+ 税

Helix プロペラカバーは、 右
回転用、 左回転用がござい
ます。 ご購入時にどちらのタ
イプかをお知らせください。

また、 APCO プロペラカバー
ワイドは、 弊社木製プロペラ
６L/６L4/6L5 は対応いたし
ておりません。
６L/６L4/6L5 タイプのプロ
ペラをお持ちの方は Helix の
プロペラカバーをお求め頂く
ようお願い致します。

143cm × 22cm

68cm × 9.5cm

58cm × 13cm

67cm × 15cm

67cm × 15cm



パラモーターハーネ

ス専用のエアバッ

グ。 Split Legs 専

用タイプと、 様々な

ハーネスに取り付け

可能なタイプ２種類。

PARAMOTOR Harness

　　Harness   ■パラモーター用ハーネス

ディスタンスバー＋肩吊りハーネスでショル

ダーベルトの調整でパイロットの体型の違

いに対応可能です。 　左右２ヵ所のクイック

ロックバックルを外せば離脱出来るゲット

アップタイプとレッグ、 胸ベルトの３点バック

ルタイプの２種類をご用意。

２サイズ　重量 2.2kg

山飛びと同様に低い位置にフックポ

イントがある腰吊りタイプ。 肩吊りに

比べて比較的フロントのライズアップ

が優しい。 両脇には大容量のサイド

ポケット付。 １サイズ　2.9kg

\43,000+ 税

APCO 社製の軽量 ・機能型ハーネスです。超軽量バックル、生地素材を使用し、重量を２ｋｇ以下に抑えました。

両タイプともファスナーで簡単に取り外しが出来るサイドレスキューコンテナをオプションで装着が可能です。多様なサイズ

に応えるためのサイズ可変ジッパー等様々なアイデアが盛り込まれました。

■APCO SLT PM ハーネス

■Japan la mouette フェザー肩吊りハーネス ■Japan la mouette フェザー腰吊りハーネス

ゲットアップ /3 点バックルタイプ

オープン

ファスナーで簡単に取り外しが出来

る別売りサイドレスキューコンテナ。

SLT/Univasal 用   \11,000+ 税

Split legs 用   \11,000+ 税

ゲットアップタイプ

■SLT PM サイドコンテナ

ファスナーで取り付け可能なサイド

ポケット。

SLT/Univasal 用   \5,000+ 税

Split legs 用   \5,600+ 税

■PM サイドポケット

肩吊りタイプ
\56,000+ 税

腰吊りタイプ
\56,000+ 税

■APCO

スプリット ・ レッグ PM ハーネス APCO 社製のスタンダードなパラモーター用ハーネス。

ファスナーで簡単に取り外しが出来るサイドレスキューコンテ

ナをオプションで装着が可能。 背あてプレートを交換でき、

デザイン性も向上しました。 　重量 2.8kg

\55,000+ 税 

( 背当てプレート　別売り　\4,300+ 税 )

■APCO ユニバーサル PM ハーネス

APCO 社製の軽量 ・ レッグ独立型ハーネスです。

超軽量バックル、 軽量生地素材を使用しパラモーター

ハーネスでは最軽量の重量 1.5kg。

シートプレートが無い為パイロットとエンジンの CG が極

めて近く、 フルパワーでも振り回されること無く離陸が

可能です。 独立したレッグサポートで、 走り込みのスト

レスも感じません。 ファスナーで取り外しが出来るサイ

ドレスキューコンテナ、 ポケットをオプションで装着が

可能。 サイズ S/M、 L/XL

肩吊り　\55,000+ 税

腰吊り　\55,000+ 税

オプション ： アクセル用ボールベアリング ASSY

１個 \2,000+ 税
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■パラモーターエアバッグ

Split Legs 専用    \9,000+ 税

マルチタイプ         \9,000+ 税

PM ハーネスにはカラビナ、 レスキューブライダル、 バーは付属していません。

重量 220g



PARAGLIDER

ハイスピードインテークバルブ

ストールリカバリーシステム

リフレックスウィング

フレックスオンバテン

リーディングエッジ上面に取り付けられたメッシュ＋弁のインテークでアクセルを使用した高速滑空時
や、 内部のラム圧が減少した時に不足したエアーを取り入れ常に最適なラム圧を維持するバルブ。

グライダーの迎え角を自動的に調整し、 ピッチングやシューティングに伴う失速、 かぶりを起こり難
くするシステム。

ブレットライザー
一般的なライザーは平らで平面的なので、 滑空時に受ける有害抵抗も大きいのですが、 アプコはラ
イザーの形状をより楕円にして、 有害抵抗を大幅に削減しました。

リーディングエッジ内側にプラスティック製のバテンを施すことにより、 従来のマイラーよりも広範囲
を補強し立ち上げや回復特性を向上させました。

パラグライダーにはパラグライダー用バッグは付属しません。
バッグが必要な場合は以下の一覧よりお求め易いオプション価格でご購入いただけます。 ※　オプション価格で購入できるのは１品のみとなります。

■その他オプション

パラモーターライザーへの変更　\8,000+ 税　

■パラグライダーの点検 ・ 修理に関して

お問い合わせは、 お近くの取扱店または （株） ラ ・ ムエッティまでご連絡ください。 　お急ぎでない場合は、ＦＡＸまたは問い合わせメールをご利用ください。
株式会社ラ ・ ムエッティ　〒303-0012　茨城県常総市大崎町 308-1
TEL:0297-22-5910 　FAX:043-332-8999　ホームページ ： http://www.sky-sports.net/

① APCO PGバッグ　\6,700+ 税

② APCO クリンチバッグ　\6,700+ 税

③ APCO ライトクリンチバッグ　\4,500+ 税

①                          ②　　　　　　　　　　　           　③ ④                           ⑤　　　　　　　　　　　　          ⑥

■FlyTEC バリオ・計器の修理は、下記テクニカルサポートに直接お送り下さい。

（有）多摩テクニカル　〒216-0001　神奈川県川崎市宮前区野川313-18　TEL・FAX：044-755-0689

※保証による修理をご希望の時は、購入した日付を証明する納品書・請求書・領収書等を提示してください。コピーでもかまいません。

保証による修理は、弊社が輸入・販売した製品に限ります。

ユーザー登録対象商品 :
Feather ユニット購入者　購入ユニットの標準パーツ全て  20% 割引
新品エンジン購入者　購入エンジンの標準パーツ全て （木ペラ含む）  20% 割引
（※中古パーツ、 フレーム、 カーボンプロペラについては、 10% の割引）

修理作業工賃２０％割引

有料登録者 :
登録に際しては、 以下の手順で登録されます。
登録依頼　→　検討　→　エンジン登録料　→　ユーザー登録
登録料 ： 弊社ユニット購入者　初期登録料 \4,320　年 \2,160
　　　　　　　　他社製品　初期登録料 \21,600　年 \10,800

※

※

ユーザー登録有効期限 :
中古 Feather ユニット購入者　弊社納品書上の出荷日付より２年
Feather ユニット購入者　弊社納品書上の出荷日付より５年
新品エンジン購入者　弊社納品書上の出荷日付より５年

延長初回再登録は無料　購入された製品の出荷日付まで （最大で１年）
※既にユーザー登録されていて、 有効期限の切れている方対象。

ユーザー登録規定

　　　マークのある商品はユーザー登録者は２割引で購入出来ます。

　　　 マークのある商品はユーザー登録者は１割引で購入出来ます。 （期間限定のユーザー割引対象商品です。）

弊社のパラモーターユニットで、 登録された方のみのが対象になります。

エンジン名の表記があるパーツに関しては、 ユーザー登録されているエンジンおよびユニットのパーツのみが対象となります。

期間限定のユーザー割引対象商品に関しては、 予告なく終了する場合があります。

④ MPGデカバッグ　\2,700+ 税

⑤ PGデカバッグ　\2,700+ 税

⑥ PGロングバッグ　\5,600+ 税

APP プロファイル
グライダーの迎え角が下がっても、 特殊なリーディングエッジ形状でエアー流入を減少すること無く
取り入れることが可能なプロファイル。

グライダーページ

パラモーターパーツページ

カタログ中の下記カテゴリ毎に注意事項やマークが存在します。このページをよく読んでカタログを御覧ください。

製品の修理について

Feather ユーザー登録

Feather ユーザー登録とは弊社製品を購入していないが、 ユーザー登録と同じように割引価格で修理や弊社製品を購入出来る登録制度です。

登録が可能となるユーザー様は下記に記載されているいずれかの条件に該当する必要があります。

・ 弊社 Feather ユニット新規購入者、 または弊社出荷のエンジン単体購入者、 または弊社出荷の中古ユニット新規購入者。

・ 購入して５年 （中古の場合 2 年） が経過していない購入者 （※規定年数以上経過している購入者は、 有料登録が可能。）
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トレーディングエッジが反り上がった翼型で、 高速滑空が非常に安定します。
スピードを追求するパラモーターパイロットにお勧め。

オートマティック ・ バランスシステム
トリムを開放し、 アクセルを踏み込むのと連動して翼端の迎え角を上げ、 ロールを軽減します。

OAA システム
アクセルシステムとトリムの両方を同時に操作して、 任意の速度で最適な迎角を実現します。

WSS システム
翼端部分のエアーを掬う様に機能し、効率的によく短部分のエアーを掴み、軽いタッチで軽快なター
ン特性を実現しました。

グライダー機能マークの説明



☆このカタログは弊社取り扱いのうち、主要なものを抜粋して記載しています。c
☆ここに記載されていない商品につきましては、弊社までお問い合わせください。
☆価格は全て消費税抜きの本体価格です。
☆価格および仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
☆掲載内容は2017年09月現在のものです。
☆最新の価格は弊社ホームページのWEB電子カタログをご参照下さい。


