
サーボ　修理パーツ価格表

■RSx/RSx2/RSx3

パーツ名 価格 備考

樹脂アッパーケース ¥600

アルミアッパーケース ¥4,200 RSx/RSx2

アルミアッパーケース ¥4,500 RSx3

アルミミドルケース（ベアリング付） ¥4,500

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板プレート ¥200

アルミギヤ ¥500 1個につき

ステンレスギヤ ¥600 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥2,000

ギヤセット ¥3,000

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

コアレスモータ ¥4,800

サーボリードG ¥450 RSx/RSx2

ブラックサーボリードG（大電流タイプ） ¥800 RSx3

リード線グロメット ¥100

ポテンションメータ ¥600

ベアリング ¥500

ジョイントピース ¥100

Oリング ¥50 8φ

基板アッセンブリ ¥3,500

■BSx-Standard/BSx2/BSx4S-Grasper STD

パーツ名 価格 備考

樹脂アッパーケース ¥600

アルミアッパーケース ¥4,200

アルミアッパーケース ¥4,500 BSx4S-Grasper STD

アルミミドルケース（ベアリング付） ¥4,500

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板プレート ¥200

アルミギヤ ¥500 1個につき

ステンレスギヤ ¥600 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥2,000

ステンレスギヤファイナルギヤ（ベアリング付き） ¥2,800 BSx4S-Grasper STD

ギヤセット ¥3,000

ギヤセット ¥3,800 BSx4S-Grasper STD

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

ブラシレスモータ ¥8,000 BSx-Standard

ブラシレスモータ ¥5,800 BSx2/BSx4S-Grasper STD

サーボリードG ¥450

リード線グロメット ¥100

ポテンションメータ ¥600
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ベアリング ¥500

ジョイントピース ¥100

Oリング ¥50 8φ

基板アッセンブリ ¥4,000

■RSx-one10/RSx3-one10/RSx3-one10 Flection/Type-T/RSx4S-one10X

パーツ名 価格 備考

アッパーケース ¥450 RSx4S-one10X

アッパーケース ¥300

アルミアッパーケース ¥5,500 RSx3-one10 Flection/Type-T

アルミミドルケース（ベアリング付） ¥4,500

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板プレート ¥200

樹脂ギヤ ¥100

アルミギヤ ¥500 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥1,000 RSx-one10/RSx3-one10

ギヤセット ¥3,500 RSx4S-one10X

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

コアレスモータ ¥4,800

サーボリードG ¥450 RSx-one10

ブラックサーボリードG（大電流タイプ） ¥800 RSx3-one10/RSx4S-one10X

リード線グロメット ¥100

ポテンションメータ ¥600 RSx-one10/RSx3-one10

ベアリング ¥500

ジョイントピース ¥100 RSx-one10/RSx3-one10

Oリング ¥50 8φ

基板アッセンブリ ¥3,500

■BSx2-one10/BSx3-one10/Grasper/BSx4S-one10 Grasper2

パーツ名 価格 備考

アッパーケース ¥300

アルミアッパーケース ¥4,500 Grasper/Grasper2

アルミミドルケース（ベアリング付） ¥4,500

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板プレート ¥200

樹脂ギヤ ¥100

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥2,000
RSx3-one10 Flection/Type-T/

RSx4S-one10X

ギヤセット ¥3,000
RSx-one10/RSx3-one10/

RSx3-one10 Flection/Type-T

ブラックサーボリードG（大電流タイプ） ¥800
RSx3-one10/

RSx3-one10 Flection/Type-T

ロータリーセンサ ¥600
RSx3-one10 Flection/Type-T/

RSx4S-one10X
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アルミギヤ ¥500 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥2,000

ギヤセット ¥3,000 BSx2-one10/BSx3-one10/Grasper

ギヤセット ¥3,500 Grasper2

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

ブラシレスモータ ¥5,800

サーボリードG ¥450 BSx2-one10

ブラックサーボリードG（大電流タイプ） ¥800 BSx3-one10/Grasper/Grasper2

リード線グロメット ¥100

ロータリーセンサ ¥600

ベアリング ¥500

Oリング ¥50 8φ

基板アッセンブリ ¥4,000

■RSx-one10 Type-S/RSx3-one10 Ver.D/Lite/Lite R

パーツ名 価格 備考

アッパーケース ¥300

アルミアッパーケース ¥4,500 Ver.D

アルミヒートシンク ¥2,000 ギヤプレート、ベアリング付

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板シール ¥100

樹脂ギヤ ¥100

アルミギヤ ¥500 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング無し） ¥1,000

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥1,500

ギヤセット ¥3,000

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

コアレスモータ ¥3,000

サーボリードG ¥450 Type-S/Lite/Lite R

ブラックサーボリードG（大電流タイプ） ¥800 Ver.D

リード線グロメット ¥100

ロータリーセンサ ¥600

ベアリング ¥500

Oリング ¥50 8φ

基板アッセンブリ ¥3,000

■RSx-12/RSx3-12/RSx3-12 H.C

パーツ名 価格 備考

アッパーケース ¥300

アルミアッパーケース ¥4,200 RSx3-12 H.C

ミドルケース ¥200

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板プレート ¥200 RSx-12/RSx3-12

樹脂ギヤ ¥100
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アルミギヤ ¥500 1個につき

アルミファイナルギヤ（ベアリング無し） ¥1,000

アルミファイナルギヤ（ベアリング付） ¥1,500

ギヤセット ¥3,000

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

コアレスモータ ¥2,500

サーボリードG ¥450

リード線グロメット ¥100

ポテンションメータ ¥600

ベアリング ¥500

基板アッセンブリ ¥3,000

■PDS-2501/2502/2503/2504/2511/2512/2513/2514

パーツ名 価格 備考

アッパーケース ¥200

ミドルケース ¥200

ボトムケース ¥200

ケースビス ¥100 4本入り

銘板シール ¥100

樹脂ギヤ ¥100 1個につき

真鍮ギヤ ¥500 1個につき

アルミファイナルギヤ ¥1,500 2511/2512/2513/2514

ギヤセット ¥500 2501/2502/2503/2504

ギヤセット ¥3,000 2511/2512/2513/2514

超硬ギヤシャフト ¥100 1本につき

コアードモータ ¥1,200

サーボリードG ¥450

リード線グロメット ¥100

ポテンションメータ ¥600

ベアリング ¥500 2511/2512/2513/2514

基板アッセンブリ ¥3,000

※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。
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