
プロポ　修理パーツ価格表

■EX-RR/EX-2

区分 パーツ名 価格 備考

LCDエクスパンションユニット アッパーケース ¥300

LCDエクスパンションユニット ボトムケース ¥300

LCDエクスパンションユニット ウインドウ ¥500

LCDエクスパンションユニット キーパーツセット ¥300 ENT、L/R、BACK

Aケース ¥800 EX-2用

Bケース ¥800 EX-2用

Cケース ¥800 EX-2用

スタンドセット ¥1,500 ガードバー付

グリッププレート ¥300 2枚1組

スタンドエクステンション ¥300 3Dエクステンションユニット付属品

電池BOX ¥500

ガードバーB ¥500

ガードバーBサポート ¥100

ガードバーC ¥300

ガードバーCサポート ¥200

トリガーアッセンブリー（エキスパートグリッ ¥2,500 EX-2用

トリガーアッセンブリー（エキスパートグリップ ¥2,500 EX-RR用

トリガーマウント（エキスパートグリップ） ¥200 EX-2用

トリガーマウント（エキスパートグリップ2） ¥200 EX-RR用

マルチアングルトリガー（エキスパートグリッ ¥1,000 EX-2用

マルチアングルトリガー（エキスパートグリップ ¥1,000 EX-RR用

ステアリングホイール ¥600

ステアリングホイール用スポンジ ¥500

ステアリングホイールセット ¥2,000 スポンジ付

ステアリングシャフト ¥300 シャフトピン2本付き

ステアリングシャフト用ベアリング ¥1,000

ステアリングベース ¥400

ニュートラルアーム ¥100

トリムレバー ¥100

STスプリング ¥100 EX-10eurus STと共通

THスプリング（エキスパートグリップ） ¥100 EX-2用

THスプリング（エキスパートグリップ2） ¥100 EX-RR用

ポテンションメーター ¥600

ロータリーエンコーダ ¥600 ET4

トリムスイッチ ¥200

キースイッチ ¥200

■EX-1(KIY)

区分 パーツ名 価格 備考

LCDカバー（FHSS) ¥800

LCDカバー（ASF) ¥800

LEDウィンドウ ¥500
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スタンドセット ¥1,500 ガードバー付

グリッププレート ¥300 2枚1組

スタンドエクステンション ¥300 3Dエクステンションユニット付属品

ロッドアンテナ ¥1,800

SMAコネクタ ¥1,800

電池BOX ¥500

ガードバーA ¥600

ガードバーB ¥500

ガードバーBサポート ¥100

ガードバーC ¥300

ガードバーCサポート ¥200

トリガーアッセンブリー（エキスパートグリッ ¥2,500

トリガーマウント（エキスパートグリップ） ¥200

マルチアングルトリガー（エキスパートグリッ ¥1,000

ステアリングホイール ¥600

ステアリングホイール用スポンジ ¥500

ステアリングホイールセット ¥2,000 スポンジ付

ステアリングシャフト ¥300 シャフトピン2本付き

ステアリングシャフト用ベアリング ¥1,000

ステアリングベース ¥400

ニュートラルアーム ¥100

トリムレバー ¥100

STスプリング ¥100 EX-10eurus STと共通

STソフトスプリング ¥100 EX-10eurus STソフトと共通

THスプリング ¥100

THスプリング（エキスパートグリップ） ¥100

ポテンションメーター ¥600

ロータリーエンコーダ ¥600 マスターユニットJOG、ET4

トリムスイッチ ¥200

キースイッチ ¥200

■EX-10 eurus

区分 パーツ名 価格 備考

ケースフルセット ¥9,000

表ケース ¥2,000

裏ケース ¥2,000

フロントエスカッション ¥1,500

LCDカバー ¥800

LEDカバー ¥500 3個入り

電池蓋 ¥500 スポンジ付

電池ボックス ¥500

アンテナホルダー ¥300

ストラップフックホルダー ¥800

ジョグツマミ ¥200

エクステンションビスセット ¥600
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トリガーアッセンブリー ¥2,500

トリガーマウント ¥200

マルチアングルトリガー ¥1,000 eurus標準

ステアリングユニットアッセンブリー ¥3,000

ステアリングカバー ¥800

ステアリングシャフト ¥200 eurus専用

ステアリングシャフト用ベアリング ¥1,000

ステアリングベース ¥400

ステアリングホイールセット ¥2,000 eurus標準

ハンドルスポンジ ¥1,000

減角スペーサー ¥500 ビス付

STスプリング ¥100 EX-1(KIY) STと共通

STソフトスプリング ¥100 EX-1(KIY) STソフトと共通

THスプリング ¥100

ポテンションメーター ¥600

ジョグダイヤル ¥500

トリムスイッチ ¥200

キースイッチ ¥200

メインスイッチ ¥500

モジュールコネクタ ¥500

充電ジャック ¥500

フォーンジャック ¥500

DSCジャック ¥500

■EX-1UR

区分 パーツ名 価格 備考

ケースフルセット ¥7,000

表ケース ¥1,500

裏ケース ¥1,500

フロントエスカッション ¥1,000

LCDカバー ¥500

電池蓋 ¥500 スポンジ付

電池ボックス ¥500

グリッププレート（フロント） ¥100

グリッププレート（バック） ¥100

アンテナホルダー ¥300

チューニングドライバーホルダーセット ¥400

チューニングドライバー ¥100

ロッドアンテナ ¥600

ブラックアンテナ ¥1,300

アンテナ金具 ¥500

トリガーアッセンブリー ¥1,000

トリガーマウント ¥200

トリガーガイド ¥200
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トリガー（F) ¥200

トリガー（B) ¥200

ステアリングシャフト ¥100

ステアリングシャフト用ベアリング ¥1,000

ステアリングカバー ¥800

小径ステアリングホイール ¥1,600 スポンジ、減角スペーサー付

減角スペーサー ¥500

ハンドルスポンジ ¥1,000

STスプリング ¥100

THスプリング ¥100 EX-5UR THと共通

ポテンションメーター ¥600

トリムスイッチ ¥200

キースイッチ ¥200

メインスイッチ ¥500

モジュールコネクタ ¥500

充電ジャック ¥500

■EX-5UR・FH

区分 パーツ名 価格 備考

表ケース ¥900

裏ケース ¥900

LCDカバー ¥300

電池蓋 ¥300

電池ボックス ¥500

クリスタルガイド ¥300

メインスイッチカバー ¥100

アンテナホルダー ¥300

スタンドスペーサー ¥100 EX-5UR付属品

トリガーアッセンブリー ¥1,500

トリガーマウント ¥200

トリガーバー ¥200

ステアリングベース ¥400

ステアリングシャフト ¥100

ニュートラルアーム ¥100

ステアリングハンドル ¥600

ハンドル ¥300

ハンドルゴム ¥300

STスプリング ¥100

THスプリング ¥100 EX-1UR THと共通

ポテンションメーター ¥600

トリムスイッチ ¥200

キースイッチ ¥200

メインスイッチ ¥500
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■ESPRIT4

区分 パーツ名 価格 備考

ケースフルセット ¥17,600 2019.3.28改訂

表ケース ¥3,800 2019.3.28改訂

裏ケース ¥3,800 2019.3.28改訂

フロントエスカッション ¥3,800 2019.3.28改訂

アンテナマウント ¥1,200 2019.3.28改訂

ロッドアンテナ ¥1,800

SMAコネクタ ¥1,800

メッキスイッチカバー ¥200

キーパネル ¥500

エンブレムプレート ¥400

キャリングハンドル ¥1,000

ストラップフックホルダー ¥1,800

LCDカバー ¥1,800 2019.3.28改訂

金属ツマミ ¥500 ET3・ET4用

プッシュスイッチツマミ ¥200 BUTTON1・BUTTON2用

キースイッチプレート ¥1,000 1ペア

電池BOX ASSY ¥1,200

アクリルパネル ¥2,000

グリップラバーL ¥1,000

グリップラバーR ¥1,000

スティックユニットASSY（ST) ¥2,500

スティックユニットASSY（TH） ¥2,500

スティック基板 ¥600

スティックベース ¥800

スティックベースマウント ¥600

スティックカバー ¥500

スティックヘッド ¥1,000 1ペア　イモネジ付

スティックシャフト ¥300

スティックドラム ¥200

リターンスプリング ¥100

ポテンションメーター ¥600

ロータリーエンコーダ ¥600 JOGダイヤル

メインスイッチ ¥1,000

キースイッチ ¥200

※価格は税別で表記しています。

※リストにないパーツが故障している場合には、所定の料金が発生いたします。

近藤科学株式会社
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