
モジュール パーツ JPY
Phantom4 Pitchモーター ¥1,560
Phantom4 Rollモーター ¥1,560
Phantom4 Yawモーター ¥1,560
Phantom4 Pitch軸 ブラケット ¥1,238
Phantom4 Roll軸 ブラケット ¥825
Phantom4 ジンバル フレキシブル フラットケーブル (長) ¥1,513
Phantom 4 レンズ ¥9,500
Phantom 4 カメラ メインボード ¥13,800
Phantom4 上部カバー ¥780
Phantom4 センターカバー コンポーネント ¥1,040
Phantom4 下部カバー ¥1,375
Phantom4 2312Sモーター ¥2,300
Phantom4 左ランディングギア コンポーネント ¥1,300
Phantom4 右ランディングギア コンポーネント ¥1,300
Phantom4 ESCボード1(左) ¥1,430
Phantom4 ESCボード2 (右) ¥1,430
Phantom4 GPSモジュール ¥3,840
Phantom 4 下方ビジョン_モジュール (左)V2 ¥1,300
Phantom 4 下方ビジョン_モジュール (右)V2 ¥1,300
Phantom 4 前方ビジョン视_モジュール (右)V2 ¥1,300
Phantom 4 前方ビジョン_モジュール (左)V2 ¥1,300
Phantom4 3-in-1ボード コンポーネント ¥19,200
Phantom4 超音波 モジュール ¥1,560

製品主要パーツ費用

※リスト内のパーツ費用は参考用となっており、パーツ販売は行っておりません。

また、実際の修理時のパーツ費用とは異なる場合がございますので、予めご了承下さい。

PHANTOM4

ジンバルカメル

クラフト



Phantom4 メイン コントローラー コンポーネント ¥8,532
Phantom4 送信機 上部カバー ¥2,210
送信機 下部カバー ¥1,560

送信機 メインボード ¥19,980

モジュール パーツ JPY

2003太軸モーター Pitch ¥1,485

2003太軸モーター_Roll ¥1,485

Yaw モーター ¥1,485

Phantom 3 Roll軸 サポートフレーム ¥810

Phantom 3 ジンバル フレキシブル フラットケーブル (Pro/Adv) ¥945

Phantom 3 Professional ジンバルY軸 画像転送メインボード ¥17,280

Phantom 3 カメラレンズ(Pro/Adv) ¥9,600

上部カバー ¥405

Phantom 3 下部カバー コンポーネント ¥1,080

2312A モーター (CW) ¥2,400

2312A モーター (CCW) ¥2,400

左ランディングギア ¥270

右ランディングギア コンポーネント ¥1,350

Phantom 3 モノキュラーモジュール ¥5,130

Phantom 3 GPS ¥3,840

Phantom 3 画像転送モジュール ¥12,960

Phantom 3 メイン コントロール ボード コンポーネント ¥12,960

Phantom 3 9450 フルプラスチック セルフタイトニングプロペラ (CW&CCW) ¥1,080

送信機 上部シェル モジュール ¥1,080

送信機 下部シェル コンポーネント ¥550

送信機 メインボード ¥19,980

送信機

PHANTOM 3 PROFESSIONAL 

ジンバルカメラ

クラフト

送信機

クラフト



モジュール パーツ JPY

2003太軸モーター Pitch ¥1,485

2003太軸モーター_Roll ¥1,485

Yaw モーター ¥1,485

Phantom 3 Roll軸 サポートフレーム ¥810

Phantom 3 ジンバル フレキシブル フラットケーブル (Pro/Adv) ¥945

Phantom 3 Advanced ジンバル 画像転送 メインボード ¥17,280

Phantom 3 カメラレンズ(Pro/Adv) ¥9,600

上部カバー ¥405

Phantom 3 下部カバー コンポーネント ¥1,080

2312A モーター (CW) ¥2,400

2312A モーター (CCW) ¥2,400

左ランディングギア ¥270

右ランディングギア コンポーネント ¥1,350

Phantom 3 モノキュラーモジュール ¥5,130

Phantom 3 GPS ¥3,840

Phantom 3 画像転送モジュール ¥12,960

Phantom 3 メイン コントロール ボード コンポーネント ¥12,960

Phantom 3 9450 フルプラスチック セルフタイトニングプロペラ (CW&CCW) ¥1,080

送信機 上部シェル モジュール ¥1,080

送信機 下部シェル コンポーネント ¥550

送信機 メインボード ¥19,980

モジュール パーツ JPY

2003太軸モーター Pitch ¥1,485

2003 太軸モーター Roll ¥1,485

Yaw モーター ¥1,485

ジンバルカメラ

PHANTOM 3 ADVANCED

ジンバルカメラ

クラフト

送信機

PHANTOM 3 STANDARD



Roll軸 サポートフレーム ¥810

Phantom 3 Standard ジンバル フレキシブルフラットケーブル ¥1,620

Phantom 3 Standard レンズ メイン ボード ¥10,125

Phantom 3 Standardカメラレンズ ¥11,070

Phantom 3 Standard Wi-Fi メインボード ¥7,155

上部カバー ¥405

Phantom 3  機体下部カバー コンポーネント ¥1,620

2312A モーター (CW) ¥2,400

2312A モーター (CCW) ¥2,400

Phantom 3 左ランディングギア コンポーネント ¥270

Phantom 3 右ランディングギア コンポーネント ¥1,350

Phantom 3  機体 Wi-Fi アンテナ (左) ¥270

Phantom 3  機体 Wi-Fi アンテナ (右) ¥270

Phantom 3 Standard GPS ¥3,840

Phantom 3C コントロール ボード ¥9,720

Phantom 3 9450 フルプラスチック セルフタイトニングプロペラ (CW&CCW) ¥1,080

Phantom 3 Standard 送信機 上部カバー (左右のアンテナ含む) ¥11,070

Phantom 3 Standard 送信機 下部カバー Stabdard ¥405

Phantom 3 Standard 送信機 メインボード コンポーネント ¥7,020

モジュール パーツ JPY

右後部モーターアーム ¥2,280

左後部モーターアーム ¥2,280

右前部モーターアーム ¥2,640

左前部モーターアーム ¥2,640

前方ビジョンユニット2 ¥3,480

前方ビジョンユニット1 ¥3,480

GPSモジュール ¥5,400

ジンバルカメラ

クラフト

送信機

MAVIC PRO

クラフト



コアボード ¥34,560

フライトコントローラー ESCボードユニット ¥7,080

センターフレームユニット ¥480

上部カバー ¥120

底部シェル ¥1,320

コンパスボード ¥360

Wi-Fiボード ¥1,560

Mavic 8330 クイックリリース折畳みプロペラ (1組) ¥972

ジンバル 制御ボード ¥2,040

ジンバル カメラ及びシャフトアームユニット ¥19,080

ジンバル シャフトアームユニット ¥7,080

ジンバル ダンパーユニット ¥240

ジンバル カメラユニット ¥12,120

ファン ¥1,080

送信機 上部カバーユニット ¥720

送信機 下部カバーユニット ¥2,040

送信機 後部カバー ¥120

送信機 メインコントローラーボード ¥17,030

送信機アンテナ (右) ¥240

電源 インターフェースボード ¥480

送信機アンテナ (左) ¥240

モジュール パーツ JPY

Inspire1 ロール軸 軸アーム+ピッチ軸ベース ¥2,565

Inspire1 ヨー軸 軸アーム+ロール軸ベース ¥2,565

Inspire1 ヨー軸 モーター ¥1,215

Inspire1 ピッチ軸　モーター ローター ¥405

Inspire1 X3ジンバルカメラ ¥36,720

INSPIRE 1

ジンバルカメラ

ジンバルカメラ

送信機

クラフト



Inspire1 X3ジンバルカメラ ¥36,720

Inspire1 カメラ上部カバー ¥1,350

Inspire1 カメラ下部カバー ¥810

Inspire 1 底部シェルコンポーネント ¥540

Inspire 1 機体 ネームプレート ¥540

Inspire 1 ヘッド カバー ¥270

Inspire 1 機体上部シェル ¥540

Inspire1 3510 モーター CW ¥3,375

Inspire1 3510 モーター CCW ¥3,375

モータードライバーボード ¥1,890

Inspire1 ランディングギア セット ¥1,350

Inspire1 左アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire1 右アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire 1 後退角右外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1 後退角左外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1  後退角メインサポートアーム右コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 後退角メインサポートアーム左コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 機体コントロールモジュール ¥29,430

Inspire 1 モノキュラー ¥5,670

電源ボード ¥2,160

Inspire1 センターフレーム ¥17,280

Inspire1 GPS モジュール ¥4,860

Inspire 1 1345S クイックリリースプロペラ セット ¥1,300

Inspire1 上部シェル コンポーネント ¥14,445

Inspire1 下部シェル コンポーネント ¥5,805

Inspire1 送信機 メインボード ¥23,760

モジュール パーツ JPY

ジンバルカメラ

クラフト

送信機

INSPIRE 1 V2.0



Inspire1 ロール軸 軸アーム+ピッチ軸ベース ¥2,565

Inspire1 ヨー軸 軸アーム+ロール軸ベース ¥2,565

Inspire1 ヨー軸 モーター ¥1,215

Inspire1 ピッチ軸　モーター ローター ¥405

Inspire1 X3ジンバルカメラ ¥36,720

Inspire1 X3ジンバルカメラ ¥36,720

Inspire1 カメラ上部カバー ¥1,350

Inspire1 カメラ下部カバー ¥810

Inspire 1 底部シェルコンポーネント ¥540

Inspire 1 機体 ネームプレート ¥540

Inspire 1 ヘッド カバー ¥270

Inspire 1 機体上部シェル ¥540

Zenmuse X5 ダンピングプレート ¥13,300

Inspire 3510H モーター CW ¥3,375

Inspire 3510H モーター CCW ¥3,375

Inspire 1 モータードライバーボード ¥1,890

Inspire1 ランディングギア セット ¥1,350

Inspire1 左アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire1 右アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire 1 後退角右外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1 後退角左外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1  後退角メインサポートアーム右コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 後退角メインサポートアーム左コンポーネント (大チェック柄 ¥1,620

Inspire 1 機体コントロールモジュール ¥29,430

Inspire 1 モノキュラー ¥5,670

電源ボード ¥2,160

Inspire1 センターフレーム ¥17,280

Inspire1 GPS モジュール ¥4,860

Inspire1 1345T クイックリリースプロペラ セット ¥1,620

ジンバルカメラ

クラフト



Inspire1 上部シェル コンポーネント ¥14,445

Inspire1 下部シェル コンポーネント ¥5,805

Inspire1 送信機 メインボード ¥23,760

モジュール パーツ JPY

Zenmuse X５　ヨー軸 軸アーム ¥2,600

Zenmuse X５ ロール軸 補助アーム ¥1,430

Zenmuse X５ ピッチ軸 軸アーム ¥4,030

Zenmuse X５ ヨー軸 モーター ¥3,120

Zenmuse X５ ロール軸 モーターベース ¥3,120

Zenmuse X5 Yaw軸 クイックリリース コネクター ¥780

Zenmuse X５カメラピッチ軸 マウント ¥1,170

Zenmuse X5 Yaw軸 クイックリリース コネクター ¥780

Zenmuse X5_フレキシブル フラットケーブル (長) ¥3,900

画像処理モジュール ¥8,710

X5カメラ イメージング　コンポーネント(カメラレンズメインボード＆センサー含む) ¥65,650

Panasonic Lecia Lens ¥80,800

Inspire 1 底部シェルコンポーネント ¥540

Inspire 1  (Pro/黒)機体 ネームプレート ¥675

Inspire 1 ヘッド カバー ¥270

Inspire 1 機体上部シェル ¥540

Zenmuse X5 ダンピングプレート ¥13,300

Inspire 3510H モーター CW ¥3,375

Inspire 3510H モーター CCW ¥3,375

Inspire 1 モータードライバーボード ¥1,890

Inspire1 ランディングギア セット ¥1,350

Inspire1 左アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire1 右アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

送信機

INSPIRE 1 PRO

ジンバルカメラ

クラフト



Inspire 1 後退角右外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1 後退角左外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1  後退角メインサポートアーム右コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 後退角メインサポートアーム左コンポーネント (大チェック柄 ¥1,620

Inspire 1 機体コントロールモジュール ¥29,430

Inspire 1 モノキュラー ¥5,670

電源ボード ¥2,160

Inspire1 センターフレーム ¥17,280

Inspire1 GPS モジュール ¥4,860

Inspire1 1345T クイックリリースプロペラ セット ¥1,620

Inspire1 上部シェル コンポーネント ¥14,445

Inspire1 下部シェル コンポーネント ¥5,805

Inspire1 送信機 メインボード ¥23,760

モジュール パーツ JPY

X5 Raw メインボード ¥104,000

X5 Raw 高画素画像センサーユニット ¥102,960

X5 Raw ロール/ヨー軸アーム ¥8,450

X5 Raw ピッチ軸 軸アーム ¥11,440

X5 Raw ロール軸 ¥3,780

X5 Raw Raw/Pitch軸 バッテリーコンポーネント ¥3,770

X5 Raw ヨー軸モーター ¥5,460

X5R ジンバル フレキシブル フラットケーブル (長) ¥6,480

Panasonic Lecia Lens ¥80,800

Inspire 1 底部シェルコンポーネント ¥540

Inspire 1 機体 ネームプレート ¥675

Inspire 1 ヘッド カバー ¥270

Inspire 1 機体上部シェル ¥540

ジンバルカメラ

クラフト

クラフト

送信機

INSPIRE 1 RAW



Zenmuse X5 ダンピングプレート ¥13,300

Inspire 3510H モーター CW ¥3,375

Inspire 3510H モーター CCW ¥3,375

Inspire 1 モータードライバーボード ¥1,890

Inspire1 ランディングギア セット ¥1,350

Inspire1 左アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire1 右アーム  (大きいチェック柄) ¥8,640

Inspire 1 後退角右外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1 後退角左外アームコンポーネント (大チェック柄) ¥3,510

Inspire 1  後退角メインサポートアーム右コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 後退角メインサポートアーム左コンポーネント (大チェック柄) ¥1,620

Inspire 1 機体コントロールモジュール ¥29,430

Inspire 1 モノキュラー ¥5,670

電源ボード ¥2,160

Inspire1 センターフレーム ¥17,280

Inspire1 GPS モジュール ¥4,860

Inspire1 1345T クイックリリースプロペラ セット ¥1,620

Inspire1 上部シェル コンポーネント ¥14,445

Inspire1 下部シェル コンポーネント ¥5,805

Inspire1 送信機 メインボード ¥23,760

モジュール パーツ JPY

Osmo_Gimbal_V2_FPCA ¥2,200

Osmo_DZ_GA0400_V3_PCBA ¥550

Osmo ジンバルRoll軸 軸アーム＆Pitch軸 モーター コンポーネント ¥3,163

Osmo ジンバルYaw軸 軸アーム＆ジンバルRoll軸モーター ¥3,163

Osmo_DZ_G0002_V2_PCBA ¥1,513

Osmo_DZ_G0003_V2_PCBA ¥1,650

クラフト

送信機

OSMO

ジンバルカメラ



Inspire1Pitch軸 ESCカバープレート ¥138

Inspire1Roll軸 ESCカバープレート ¥138

Zenmuse X5_フレキシブル フラットケーブル (長) ¥3,900

OsmoジンバルYaw軸 ESC 上部カバー ¥550

Osmo ジンバルRoll軸 モーター コンポーネント ¥1,925

Osmo ジンバルPitch軸 モーター コンポーネント ¥1,925

Inspire1 ヨー軸 モーター コンポーネント (FXYZ) ¥1,215

Osmo ジンバルYaw軸 ケーブルカバー ¥1,513

Osmo ジンバルPitch軸モーター ローター コンポーネント ¥550

Osmo カメラ コンポーネント ¥45,351

Osmo カメラ後部カバー＆ファン コンポーネント ¥2,475

Osmo Wi-Fiモジュール コンポーネント ¥5,363

Osmo_DZ_GP0200_V5_PCBA ¥1,300

Osmo トップ シェル コンポーネント(FZZY) ¥688

Osmo 前部シェル コンポーネント ¥600

Osmo 後部シェル コンポーネント ¥960

Osmo_DZ_GP0300_V6PCBA ¥2,475

モジュール パーツ JPY

Roll軸アームユニット ¥1,820

Roll軸伸縮アームユニット ¥2,600

Roll-Pitch接続ケーブル ¥260

Roll軸モーターユニット ¥2,470

Yaw軸モーターユニット ¥1,170

Yaw-Roll接続ケーブル ¥260

Roll軸ベースカバー ¥130

Roll軸 シャフトアームカバー ¥390

Roll軸ESCボード ¥1,690

OSMO MOBILE

ジンバルカメラ

ジンバルカメラ

ハンドル



Yaw軸ESCボード ¥1,690

Yaw軸アーム後部カバー ¥390

Yaw軸ESCカバー ¥130

Pitch軸ESCボード ¥1,690

IMUボード ¥3,120

Bluetoothアンテナ ¥130

Roll軸ローターカバー ¥130

上部クリップユニット ¥650

下部クリップユニット ¥650

Yaw軸衝突防止ボード ¥130

調整用ノブユニット ¥520

ハンドル-ジンバル接続ケーブル ¥260

Pitch-IMU接続ケーブル ¥260

ロック用ノブカバー ¥130

Main Controllerボード ¥1,300

後部シェルユニット (スマートフォン版) ¥600

Osmo トップ シェル コンポーネント(FZZY) ¥688

充電ボード ¥260

電源ボード ¥2,340

Osmo底部シェル ¥275

前部シェル ¥390

モジュール パーツ JPY

2.4G&5.8Gデュアル周波数アンテナ ¥963

回転バックル ¥130

MG-1-プロペラアダプターセット ¥2,990

モーター ¥6,960

モーターコントロール ドライバーボード ¥5,400

ジンバルカメラ

ハンドル

M600

クラフト



モーターベース V5 ¥600

6010 モーターベース(赤) ¥600

GPS 折畳みベース (銅製スリーブ含む) ¥780

アーム カーボンチューブV3 ¥1,560

アーム 接続パーツ ¥1,040

ランディングギア 左ベース ¥1,040

ランディングギア 右ベース ¥1,040

ランディングギア 斜めカーボンチューブ ¥2,160

ランディングギア底部カーボンチューブ ¥1,320

ランディングギア カーボンロッド コネクター ¥780

左ランディングギア ベース コンポーネント ¥12,744

ランディングギア ベースキット(右) ¥12,744

配電盤 ¥5,520

アンテナ マウンティングベース ¥130

センターボード ランディングギア 取付け位置B ¥260

センターボードカーボンボードユニット (保護リング含む) ¥6,720

K-Power コアレス ランディングギア サーボ (350mm) ¥7,680

モジュール パーツ JPY

M100 アンテナ取付け位置 ¥145

M100 ショートケーブル アンテナ V1 ¥750

M100 ロングケーブル アンテナ V1 ¥750

Matrice 100-Part18-ランディングギア キット ¥2,600

Matrice 100-Part22-アンテナ カバー キット ¥5,300

M100 アーム角度固定パーツ (0°) V3 ¥363

Matrice 100-Part16-アーム マウンティング バックル (外) ¥20,100

Matrice 100-Part17-アーム マウンティング バックル (内) ¥15,500

Matrice 100-Part25-センターボード アダプタープレート ¥13,400

M100

クラフト

クラフト



Matrice 100-Part24-センターボード キット ¥40,400

M100/E800 ESCスペシャル版 ¥4,125

Matrice 100-Part27-GPS ¥80,900

M100 フライトコントローラー-ＥＳＣ接続ケーブル ¥266

M100 Part1 Main Controller コンポーネント ¥121,500

送信機 Inspire1 上部シェル コンポーネント ¥14,445

モジュール パーツ JPY

Pitch軸 モーター (平行アームを含む) ¥8,060

Roll軸 モーター (モーター＆Roll軸シャフトアームユニット) ¥5,850

Yaw軸 モーター＆シャフトアームユニット (ESCを除く) ¥17,420

フレームアーム (右)V3 ¥2,730

フレームアーム (左)V3 ¥2,730

Yaw軸 ESCボード ¥3,120

IMU ¥5,590

Ronin 外部インターフェイス ¥2,081

モジュール パーツ JPY

Ronin-M Roll モーター コンポーネント ¥7,084

Ronin-M Yaw軸モーター コンポーネント ¥7,399

Ronin-M Pitch軸.平行アーム コンポーネント ¥5,241

Ronin-M Pitch ESC ドライバ ボード V2 PCBA ¥5,319

Ronin-M Yaw  ESC ドライバ ボード V2 PCBA ¥5,319

Ronin-M RollESC ドライバ ボード V2 PCBA ¥5,374

Ronin-M IMU ¥11,226

Ronin ハンドルグリップ 单品 ¥33,200

Ronin Gimbal GCU V2 PCBA ¥6,038

ジンバル

クラフト

RONIN MX

ジンバル

RONIN M



モジュール パーツ JPY

Ronin Yaw軸 モーター ¥13,938

Ronin Pitch軸 モーター ¥15,040

Ronin Roll軸 モーター ¥14,214

Ronin Yaw ESC ドライバ ボード V1 PCBA ¥3,170

Ronin IMUモジュール ¥6,338

Ronin Red GCU CTRT 2G4RF V1 ¥8,250

Ronin Power V1 PCBA ¥2,319

Ronin Y軸 調整モジュール 单品 ¥7,900

Ronin Roll軸 ¥27,346

Ronin 外部インターフェイス ¥2,081

RONIN

ジンバル


