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Axe de différentiel central / Palier Central

/ Center Shaft / Getriebeeinheit

Moteur / Motor

/ Motor / Motor

Chassis
FZ02

Chassis
FZ02L

FA555-32

1-S23008

3x8mm(Cap)

1-S23008

3x8mm(Cap)

70707

FA508

FA501

VS002
BRG001

5x10x4mm

BRG022

6x10x3mm

FA557

FA505B

FA522LB

FA505B

FA510 BRG001

5x10x4mm

FA556-68

68T

VS002

92051

2x11mm

FA511

4mm

1-E040

E4.0

FA511

4mm

92051

2x11mm

FA522SB

センターシャフト

モーター
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Specifications

Fraquency band : 2.4GHz

RF Power output :

Declaration of Conformity
Hereby, KYOSHO Corporation declares that the Radio Equipment type is in compliance with RED 2014/53/EU. 

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

Konformitaetserklaerung
Hiermit erklaert die Firma KYOSHO Corporation, dass die Funkanlage den Richtlinien der RED 2014/53/EU 

entspricht. Der vollstaendige Text dieser EU Vorschrift kann unter folgendem Link nachgelesen werden:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

Dichiarazione di conformità
Con la presente la ditta KYOSHO Corporation dichiara che il trasmettitore è conforme alle norme RED 2014/53/EU. 

Il testo completo di questa norma EU può essere visionato aprendo il seguente link:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

Déclaration de conformité
Par la présente, KYOSHO Corporation déclare que le type de matériel de radio est conforme à RED 2014/53 / EU. 

Le texte intégral de l'UE DoC est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

Declaracion de Conformidad
Por la presente, KYOSHO declara que el tipo de equipo de radio esta en conformidad con RED 2014/53 / UE. 

El texto completo del documento de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

http://kyosho.com/eng/support/doc/index.html

KT-231P+

KR-331 None

19.55dBm EIRPTransmitter

Receiver

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not 

be co-located or operating in conjunction with any other transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation 

instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance. 

Die Antenne(n), die fuer diesen Sender verwendet werden, muessen so installiert werden, dass eine Mindestdistanz von 20 cm zu 

Personen gegeben ist, zudem darf/ duerfen sie nicht mit Sendern andere Marken oder anderen Typs verwendet werden. Anwender und 

Endverbraucher muessen unbedingt die Antenneneinbauanleitung und die Sendergebrauchsanweisung befolgen, damit die Einhaltung 

der Richtlinien zur Hochfrequenzstrahlung gewaehrt ist. 

La (le) antenna (e) usata (e) per questa trasmittente deve(ono) essere installata/e in maniera tale da garantire una distanza minima di 20 

cm da persone e NON devono essere usate per trasmittenti di altre marche o tipi. Gli utenti devono assolutamente rispettare le istruzioni 

di montaggio dell’antenna e della trasmittente, per rispettare i requisiti in materia di esposizione alle radiofrequenze.

L'antenne (s) utilisée (s) pour cet émetteur doit être installée à une distance d'au moins 20 cm de toutes personnes et ne doit pas être 

située ou en liaison avec un autre émetteur.

Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent disposer des instructions d'installation de l'antenne et des conditions de fonctionnement 

de l'émetteur pour se conformer à l'exposition RF.

La (s) antena (s) utilizada (s) para esta emisora debe (n) ser instalada (s) para proporcionar una distancia de separacion de al menos 20 

cm de todas las personas y no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra emisora. Los usuarios finales y los instaladores 

deben disponer de las instrucciones de instalacion de la antena y de las condiciones de utilizacion de la emisora para satisfacer el 

cumplimiento de la exposicion a RF.

Compliance Information Statement (for EU)
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Environmentally friendly disposal 

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. 

The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible 

to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you 

contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances. 

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. 

KYOSHO European distributor’s contacting list.

Manufacturer : KYOSHO CORPORATION
Atsugi AXT Main Tower 7F

3050 Okata Atsugi, Kanagawa 243-0021, JAPAN

Phone: (81) 46 229 1511

http://www.kyosho.com/index.html

Country

France

Deutschland

Osterreich

Italia

UK / Ire land

Belgique

Netherland

Luxemburg

Espana

Portugal

Czech

Slovakia

Denmark

Poland

Hungary

Sweden

Norway

Finland

Switzerland

Company

KYOSHO EUROPE

Address Telephone Web site

7 allée des Frères Montgolfier 

77183 Croissy Beaubourg 

FRANCE
(+33) (0) 164117777 http://www.kyoshoeurope.com/

Greece

Cyprus

Turkey

D.S.A.W. Hobbies
2 Ag. Triados str., Glyfada 

16674 Athens Greece
(+30) 210-9610266 http://www.kyosho.gr/
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＊表示価格は2021年5月1日現在のものです。 

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます部品を
こわしちゃった

2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫が
あれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。

お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※　でお店から京商へ申し込めます
お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。
『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただけれ
ば結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。
※一部取扱っていないお店もございます。

オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

C: ご注文から約３～4日で
    お客様のご自宅か、 お店に
    お届けします。

A: 取扱説明書で必要な
    パーツの品番と数量を
    確認する。

B: お店で必要なパーツを
    注文し代金を支払う。

1.まずはお店でお求めください。

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリー等
写真を見て購入することができます。

京商株式会社
〒243-0021  神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合せはユーザー相談室まで
電話 046-229-4115  受付時間 ： 月～金曜（祝祭日を除く）13:00～18:00

京商オンラインショップで購入する。

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

https://rc.kyosho.com

●部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入
し、元どおりに直す事ができます。
●パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンライ
ンショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がござい
　ますのであらかじめご了承ください。　



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた
販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合せください。
京商ユーザー相談室へお問い合せの際は、お電話いただくか、下記のお問い合せ用紙
に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

 　     年 　     月 　     日

約              年

電話でのお問い合せは：046-229-4115
FAXでのお問い合せは：046-229-4032
郵便でのお問い合せは：〒243-0021  神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F  
                                           京商株式会社 ユーザー相談室宛

組立や、操作上で不明な点のお問い合せ方法

お問い合せ用紙

京商へのお問い合せ先 → ｢京商ユーザー相談室｣

月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯             :     　　  頃 

電話でのお問い合せは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでは、24時間お問い合せの受付をして居ります。回答は、翌営業日
以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます

ご購入店

ご使用
プロポ

フリガナ

店名

メーカー名 商品名

ご氏名

ご自宅
住所

平日の昼間に
可能な連絡先

ご自宅の
連絡先

ご購入
年月日

ご使用の モーター
エンジン

受付No.(京商記入欄)

都道府県  
(           –      –        )電話                             

都道
府県

電話　　　　　（　　　　　）

電話　　　　　（　　　　　）

R/C歴

品番 商品名

FAX　　　　　　（　　　　　）

FAX　　　　　　（　　　　　）

〒＿＿＿-＿＿＿＿

京商にお問い合せの際は、｢京商ユーザー相談室｣にご連絡ください。
お問い合せの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号
(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

お問い合せ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。
郵送の場合は、お問い合せ用紙のコピーを保管してください。

キリトリ線

The service mentioned below is available only for Japanese market.

お問い合せご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合せを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供
したり開示するようなことはありません。 (1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。



メーカー指定の純正部品を使用して
　安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社
〒243-0021  神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合せは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00
PRINTED IN CHINA32232105-1
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