82<ＦＬＩＧＨＴ INSTRUMENT>航法計器
☆FALCON ＡＴＴＩＴＵＤＥ ＧＹＲＯ
（ﾊﾞｷｭｰﾑ式）

☆FALCON ＡＴＴＩＴＵＤＥ ＧＹＲＯ

スタンダードなホライゾンジャイロです。
U.L.P.及び自作航空機等にご使用下さ
い。
バーキューム式ですので、ベンチュリー
が必要になりますが、その場合通常4"
を使用してください。他、フィルター等は
別ページよりお選び下さい。
取付パネルは3-1/8"です。
計器内にライトは付いておりません。

電動式14V(12V)28V
この計器は、電動式です。
14V用は12Vでも可です。
取付パネルは3-1/8"です。
ＤＣ可動の為には専用
コネクターが必要です。
サイズ：3-3/8"×6.46/164mm
重量 ：2.4lbs/984g

サイズ：3-3/8"×6.46/164mm
重量 ：2.4lbs/984g
商品番号
仕様
77-22955
77-02242 8 Degree Tilt

価格
¥120,560
¥137,800

商品番号
77-04671
77-04672
77-04673
77-04674
77-00102
77-00103

仕様
ライトなし、14V
ライト付、14V
ライトなし、14V、8 Degree Tilt
ライト付、14V、8 Degree Tilt
ライトなし、28V
ライト付、28V

価格
¥259,100
¥267,640
¥254,200
¥275,900
¥259,200
¥291,200

#77-00791 ・・・・ \5,240
(専用コネクター MS3116E8-4S)

☆ＲＣ ＡＬＬＥＮ ＡＴＴＩＴＵＤＥ ＧＹＲＯ ＴＳＯ（ＲＣＡ22）

FAA認定商品
航空規格AS396B

（ﾊﾞｷｭｰﾑ式）

商品番号
77-RCA22-7

仕様
Standard Display

価 格
0 Degree Tilt 8Degree Tilt Custom Degree Tilt
¥153,600

¥153,600

¥156,800

Standard Display With Flag

¥175,900

¥176,100

¥176,100

77-RCA22-11-14 Standard Display
ライト付14V
77-RCA22-11-28 Standard Display
ライト付28V
77-RCA22-11-14Ｆ Standard Display With Flag
ライト付14V
77-RCA22-11F-28Ｆ Standard Display With Flag
ライト付28V
Piper display
77-RCA22-15
blue over black

¥175,900

¥175,900

¥175,900

¥175,900

¥175,900

¥175,900

¥185,300

¥185,300

¥185,300

¥185,300

¥185,300

¥185,300

¥153,600

¥153,600

¥153,600

77-RCA22-7F
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バキューム式のホライゾンジャイロです。
バキューム式ですので、ベンチュリーが必要
です。必要Powerは4.5Hgですので、4"の
ベンチュリーを使用してください。
バキュームホートの入口は1/4"-18NPT.
出口は1/8"-27NPTFです。これらのニップル
及びフィルター等の必要な部品は
別ページよりお選び下さい。
この計器はセスナ及びパイパー等
にも使用されています。
高さ：3-1/8"(79.37mm)
幅 ：3-1/8"(79.37mm)
長さ：6.5"(165.1mm)
重量：2.75lbs(1.24kg)

☆ＲＣ ＡＬＬＥＮ ＡＴＴＩＴＵＤＥ ＧＹＲＯ （ＲＣＡ26）
電動式14V(12V)
商品番号
77-RCA26AK1
77-RCA26AK2
77-RCA26AK3
77-RCA26AK4

仕様
Standard look,14VDC,ライト付
Movable pointer,Stationary roll dial
Standard look,14VDC,ライト付
Fixed pointer,Moveable roll dial
Standard look,14VDC,ライトなし
Movable pointer,Stationary roll dial
Standard look,14VDC,ライトなし
Fixed pointer,Moveable roll dial

価 格
0 Degree Tilt 8Degree Tilt Custom Degree Tilt
¥358,600

¥358,600

¥358,600

¥358,600

¥358,600

¥358,600

¥342,900

¥342,900

¥342,900

¥327,400

¥342,900

¥342,900

電動式 28V
商品番号
77-RCA26BK2
77-RCA26BK6
77-RCA26BK8
77-RCA26BK9
77-RCA26BK12

仕様

価格

Standard look,28VDC,ライト付
¥360,600
Movable pointer,Stationary roll dial
Standard look,28VDC,ライトなし
¥342,500
Fixed pointer,Moveable roll dial
Standard look,28VDC,ライトなし
¥342,500
Movable pointer,Stationary roll dial
Standard look,28VDC,ライト付
¥358,600
Fixed pointer,Moveable roll dial
5°Ｔｉｌｔ,28VDC,ライト付,blue/brown display
¥358,600
Movable pointer,Fixed roll dial,

※これらの商品には専用コネクターとパネルねじが含まれております。
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☆FALCON ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ ＧＹＲＯ

☆FALCON ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ ＧＹＲＯ

（ﾊﾞｷｭｰﾑ式）

LIGHTED + HEADING INDICATOR
スタンダードなジャイロコンパスです。
U.L.P.等の機体にご使用下さい。
バキューム式ですのでベンチュリー等
が必要になります(4")。
その他必要な商品は別ページより
お選び下さい。

(電動式14V(12V)28V)

サイズ：3-3/8"×5-5/16"/134.95mm
重量 ：2.25lbs/984g
#77-22950 ・・・・・・ \120,560

サイズ：3-3/8"
商品番号
仕様
77-01796 ライト付、14V
77-01799 ライト付なし、28V

価格
¥264,100
¥256,700

#77-00791 ・・・・ \5,240
(専用コネクター MS3116E8-4S)

☆ＲＣ ＡＬＬＥＮ ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ ＧＹＲＯ(RCA11A)

FAA認定商品
航空規格AS397

（ﾊﾞｷｭｰﾑ式）
バキューム式のジャイロコンパスです。
ベンチュリーは4"をご使用下さい。
パネル取付3-1/8"
(14Vの場合は12V可です)
商品番号
77-RCA11A-8
77-RCA11A-8F
77-RCA11A-15
77-RCA11A-15F
77-RCA11A-16B
77-RCA11A-17B

長さ：6.7"(170.18mm)
高さ：3.4"(86.36mm)
幅 ：3.4"(86.36mm)
重量：2.3pounds(1.04kg)

仕様
Standard Display
Standard Display With Flag
Piper/cessna display
Piper/cessna display With Flag
Standard Display,ライト付,14V
Standard Display,ライト付,28V

価格
¥153,600
¥175,800
¥153,600
¥175,800
¥174,200
¥175,800

FAA認定商品
航空規格AS397

☆ＲＣ ＡＬＬＥＮ ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ ＧＹＲＯ(RCA15)
(電動式14V(12V)28V)

電動式ジャイロコンパスです。14Vと28V用がありますが、14V
用は12Vでも可です。
専用コネクターは別途お求め下さい。
商品番号
77-RCA15AK-1
77-RCA15AK-2
77-RCA15BK-1
77-RCA15BK-2

仕様
ライト付、14V
ライトなし、14V
ライト付、28V
ライトなし、28V

価格
¥358,600
¥343,300
¥688,500
¥342,200

#77-00791 ・・・・ \5,240 (専用コネクター MS3116E8-4S)

※ バキュームタイプの計器を使用する場合
機体性能（速度）によって使用するベンチュリーが異なります。詳細はお問合せ下さい。
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長さ：6.7"(170.18mm)
高さ：3.4"(86.36mm)
幅 ：3.4"(86.36mm)
重量：2.3pounds(1.04kg)

