YOKOMO Order Sheet

株式会社ヨコモ

2016.12.08

12 月下旬 出荷

第 2 ロット製品 ご予約のご案内

1/10 競技用ツーリングカー ヨコモ BD シリーズ

カーボン グラファイト シャーシ仕様

注文書
￥66,800 ( 税別 )

世界選手権 前回に続き 連続 優勝 !! アルミ シャーシ仕様 ( カーペット路面向き ) ￥69,000 ( 税別 )
BD 8 キットでは従来オプション扱いだった以下 2 点を標準装備

YOKOMO BD 8 カーボン
グラファイト シャーシ仕様 キット
(アスファルト路面向き)
バーコード 639342141593
商品コード MRTC-BD8
税抜価格 ￥66,800

① サーボマウント

② ベルクランク

① アルミ（BD 8 専用）特殊形状のサーボマウント
② アルミ（2016 と共通）ステアリング ベルクランク

ヨコモ BD シリーズの優位性を実証 !!

主な仕様
■加速時のクセを排除するセンター配置のフロントベルト
■センタープーリーの大径化 (20T) でリヤベルトのロングライフも達成
■超低重心に合わせて最適化した、新型ブッシュ インサート式アルミ製サスマウント
■積極的に路面を追従させる形状の新型モーターマウント
■モーターをシャーシのさらに内側に移動し、重量物の更なる集中化を実現
■新型のアルミ製サーボマウントを標準装備
■フロント ダブルジョイント ユニバーサルを標準装備
■前後バルクヘッドをクロスバルクで固定し、シャーシロールを自在にコントロール
■低重心と大容量化を両立した新型 SLF ショートショックⅡ
■サスアーム、新型 前後ハブ、ナックルには軽量グラファイト樹脂を使用

BD 8 は BD7 2016 で超低重心化を採用し、ハイグリップ路面では大きなアドバンテージを
手に入れましたが、グリップの低い路面では気難しさも残りました。この僅かな難点をフロン
トベルトを完全なセンターに寄せることで、重いモーターをさらに内側に搭載。さらにフロン
ト及びリヤのサス周り他、細部の適正化を図り完成したのが、2016 の集大成、死角無といえ
る熟成の新世代マシンが BD 8 です。走行性能の面ではパワーオンオフ時の癖が抑えられた事、

2016 年 8 月 24 日〜 27 日の 4 日間、中国の北京で開催された大会
には、22 カ国からの代表 150 選手が集結、メーカーチームも 17 社
が参戦する文字通りの世界最強戦となった。ヨコモは新車 BD 8 を投入、
優勝を飾ったが、データ
表のトップ 10 中ヨコモ
3 台の内訳は BD 8・２台、
BD 7・1 台、トップ 30
では他社を圧倒する入賞
率、約半数の 12 台を
BD シリーズが占め、マ
シンのポテンシャルの高
トップ 10 ( 入賞 5 社 ) トップ 30( 入賞 9 社 ) さを証明致しました。

上記
BD-7・2016 をお持ちのお
客様が最新の BD-8 にステッ
プ アップする場合に必要な全
部品のセットです。但し、ア
ルミ ステアリング ベルクラ
ンクは 2016 と同一の為、含
まれていません。また BD-8
キット同様 2 種類のシャーシ
仕様をご用意致しました。

グリップの高い路面から低い路面まで常に安定した速さを手に入れることが出来た事です。路面
に左右されない安定した速い走りは、世界選手権決勝レース、レグ 1 はコントロールタイヤの
不良からタイムが上がりませんでしたが、レグ 2、レグ 3 を見て頂きますと、
他車の走行が乱れる中、快走するロナルド選手の BD 8 の雄姿がご覧頂け
ます。路面変化に強い BD 8 と、冷静沈着にしてホットなマインドを持ち
合わせたロナルド選手の力量と多くのファンの方々の熱い応援があっての
勝利でした。2016 年 11 月 26 〜 27 日に開催された AOC ジャパンレー
スでもツーリング MOD クラスで TQ＆優勝 ロナルド選手、3 位 秋山選手、
4 位、永島選手、5 位、ミーン選手、7 位後藤選手と、BD8 がほぼ上位を

世界選手権レポート

独占したリザルトとなりました。 ●装備面…BD 8 キットでは、BD 7 2016 キットでオプショ
ン扱いだったアルミ ST ベルクランク及びアルミ サーボマウントを標準装備いたしました。
●メンテ面…センタープーリーの大型化で (BD7 2016 比 ) リヤベルトのロングライフも達成。

株式会社 ヨコモ

YOKOMO BD 8
アルミ シャーシ仕様 キット
(カーペット路面向き)
バーコード 639342141609
商品コード MRTC-BD8A
税抜価格 ￥69,000

カーボン グラファイト シャーシ仕様
B8-17C

￥34,800 ( 税別 )

バーコード 639342142279
商品コード B8-17C
税抜価格 ￥34,800

バーコード 639342142286

〒 120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7

税抜価格 ￥37,000

TEL03-5613-7553

www.teamyokomo.com

個

※BD8 コンバージョンキット（B8-17C・
B8-17CA) は今回が最終受注となります。
予めご了承ください。

お得意様名

￥37,000 ( 税別 )

※BD8 コンバージョンキット（B8-17C・B8-17CA) は
今回が最終受注となります。予めご了承ください。

個

BD 8 コンバージョン キット
アルミ シャーシ仕様
(カーペット路面向き)

アルミ シャーシ仕様

B8-17CA

台

BD 8 コンバージョン キット
カーボングラファイト シャーシ仕様
(アスファルト路面向き)

商品コード B8-17CA

BD 8 コンバージョンキット (BD7 2016 専用 )

台

問屋様名

FAX 03-5613-7552

