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ヨコモとは?
株式会社ヨコモは1973年創業の、ラジコンカー模型の製造、卸売り、並びにラジコン
カーの走行場運営、ラジコンカーのレンタル事業等を営む法人です。約3年前に本社を
東京都足立区より茨城県つくば市に移転し、本格的なラジコンカーの走行場を備えた
ラジコンカーの統合型施設として、ラジコンカーの普及、ラジコンカー市場の活性化
に取り組んでいることころでございます。

この度、弊社の商品をより多くの方々に楽しんでいただきたく、全国の販売店様に対
して幅広く商品紹介資料をお送りさせていただいております。

是非本資料をご覧いただき、弊社商品のお取り扱いについてご検討いただければ幸い
です。

ご質問・ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければと存じます。

株式会社ヨコモ
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ヨコモのカテゴリー/ドリフト
2004年にRCカーのカテゴリーの一つとしてドリフトRCカーを発売して以来、ヨコモはドリフトカテゴリー
のトップブランドとして、世界中のRCファンから絶大な信頼を得てきました。

1/10スケールの2WDドリフトRCカーのことなら、まずはヨコモにお任せください！



ヨコモのカテゴリー/スピード
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競技用に設計されたスピードカテゴリーのBD11は、直近のイタリアでの世界大会で準優勝し、その性能を
実証しました。

スピードカテゴリーの新規モデルは初級者にもわかりやすく、走行を楽しめる商品になっています。
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ヨコモの競技用オフロードカーは、過去に7度の世界チャンピオンを輩出し、世界最高峰の大会での経験を
フィードバックすることで進化し続けています。

オフロードカテゴリーの新規モデルは、初級者でも走行を楽しめるような商品設計となっています。

ヨコモのカテゴリー/オフロード
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クラス（マスター/スーパー/ルーキー）

各カテゴリーの最上位モデル。それぞれのサーキット走行状況に合わせた最高
の走りを実現するために設計された、究極のラジコンカーです。高精度なアル
ミパーツや軽量・高剛性なカーボンパーツなどを多用し、細かな重量バランス
や各部の動きまでこだわった逸品。半世紀以上にわたるノウハウを惜しげもな
く注ぎ込んだマシンで、ドライバーの操作する意思を忠実に再現可能です。

ラジコンカーの専用サーキットでの走行をメインに考えるユーザーに最適なハ
イスペックマシンです。ベースのマシンにクオリティの高いオプションパーツ
を追加し、走行性能をさらに高めています。ハイスピード走行にも対応できる
チューニングが施されていますので、ワンランク上の走行が楽しめます。たと
え初心者の方でも、サーキット走行までお考えであれば、このシリーズをお買
い求めいただくのも良いでしょう。

初めてラジコンカーにチャレンジする方に最適な入門用のラジコンカーです。
多くの製品は組み立て完成済みのモデルになっていて、専門知識の必要な RC 装
置も、あらかじめ調整済みで搭載されているので、別途電池の購入などですぐ
に走行がお楽しみいただけます。案外手間のかかるボディ製作も、あらかじめ
塗装済みになっているモデルならまさにレディ・トゥ・ランで楽しめます。
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商品開発ロードマップ

※上記価格(予価)は税抜価格となります。

商品名 価格(予価) 販売予定時期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

初級 ドリフトパッケージ 2WD RTR 43,800 発売済

初級 ルーキードリフト RD1.0(キット) 20,000-25,000 2023年2月 ★

中級 スーパードリフト SD1.0 62,000 2022年10月 ★

上級 マスタードリフト MD1.0 99,000 発売済 ★

初級 ルーキースピード GT1 29,800 発売済 ★

初級 ルーキースピード GT1 RTR 45,500 2022年10月 ★

初級 ルーキースピード RTR(完成車) 49,800 2023年3月

中級 スーパースピード 40,000-60,000 2023年6月

上級 マスタースピード BD11 93,000 発売済 ★

上級 マスタースピード BD11A 95,000 発売済 ★

初級 ルーキーオフロード RTR 49,800 2023年1月 ★

初級 ルーキーオフロード RO1.0(キット) 29,800 2023年1月 ★

中級 スーパーオフロード SO1.0 64,800 2022年11月 ★

上級 マスターオフロードMO1.0 93,800 2022年12月 ★

 2022年  2023年

ドリフト

スピード

オフロード

(特別仕様)

(US仕様)
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マスタードリフト

マスタードリフト MD1.0 MDR-010/108,900円(税込) 先進であり斬新、ヨコモが考える最高の性能を終結したド
リフトカーがここに誕生します！ マスタードリフトの肩
書を掲げた新型RWDドリフトカー”MD 1.0”は、まさにド
リフト走行するための機能・構造を盛り込んだフルスペッ
クマシン。駆動系からサスペンションに至るまで、あらゆ
るコンペティターを唸らせる究極のスタイルです。

主な仕様
■ RWDギヤドライブ ドリフトカー
■ 2.4mm厚 軽量グラファイト製シャーシ
■ バーチカルマウント グラファイト製アッパーデッキ
■ 吊り下げ式 グラファイト製サスアーム
■ 3ギヤ/4ギヤ両対応 アルミ製リヤバルクヘッド
■ デフ ハイトアジャスト
■ 新型 超軽量スライドラック ステアリングシステム
■ グラファイト製 リヤESCマウント
■ モーター位置調整可能
■ 前後 アルミ製 ショックタワー
■ ビッグボア アルミ製 ローフリクション ショック
■ 軽量グラファイト製 バッテリーホルダー
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スーパードリフト

スーパードリフト SD1.0 SDR-010/68,200円(税込) マシンをカスタマイズするのはラジコンカーの大きな楽し
みの一つです。特にドリフトカーはセッティングやチュー
ニングのパーツに加え、ドレスアップも考えられたパーツ
をたくさん販売していて、組み合わせ次第でまさに”世界
で唯一のオリジナルマシン”に仕上げることが可能です。
もちろん走行性能としても幅広い対応ができ、どのような
路面状況、どのような操作スタイルにもアジャスト可能な
懐の広さが魅力です。

主な仕様
■ RWD ドリフトカー 組み立てキット
■ 3 ギヤ /4 ギヤの 2 種のギヤボックス付属
■ アルミ製 SLF ビッグボアショック
■ ドリフト専用スプリング
■ 軽量スライドラック ステアリングシステム
■ アルミ製ショックタワー(前後)
■ アルミ製一体型フロントアクスル
■ アルミ製 リヤハブキャリア
■ アルミ製 アッパーデッキ アダプター
■ スタンダード / ショート Li-po 両バッテリー対応



9

ルーキードリフト

ドリフトパッケージ 2WD GR スープラボディRTR フル
セット

DP-YD2RTRR(赤) /48,180円(税込)
DP-YD2RTRW(白)/48,180円(税込)

初めてラジコンカーをお買い求めになる方、初めてドリフ
トラジコンにチャレンジする方にぜひおすすめしたい、
RWDドリフトカーのフルセットです。
シャーシの組み立てはもちろん、RC装置の搭載やボディ
の塗装など、初心者が躓きがちなところまでをすべてカ
バーしたコンプリートセットです。最新のRWDドリフト
カーYD-2Zがベースとなっていて、90％以上のパーツを
共通で使用しているため、破損や消耗でのパーツ交換はも
ちろん、グレードアップのためのオプションパーツも豊富
にそろっています。ドライビングレベルが向上した際でも、
メンテナンスからチューニングまで自在に対応可能です。

主な仕様
■ RWD ギヤドライブ ドリフトカー
■ すぐに走行が可能な RTR フルセット
■ 拡張性抜群でスペックアップも可能
■ 2.4GHz 送受信機
■ ドリフト用 27 ターンモーター
■ ドリフト専用 ステアリングジャイロ搭載済み
■ 充電式バッテリー
■ AC 急速充電器
■ PANDEM GR スープラ 塗装済みボディ
■ ドリフト専用タイヤ & ホイール



マスタースピード
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マスタースピード BD11 MRTC-BD11/102,300円(税込) 世界のレースシーンで戦える性能だから取り扱いが難し
い・・・というのはすでに過去の話。性能を最新のスペッ
クとして高めつつ、楽しみながら厳しさも感じられる、ホ
ビーとしての競技用ツーリングカーが必要とされる時代が
訪れています。
ヨーロッパのトップレースで度重なるテストを行い極めら
れた走行性能。サスペンションや駆動系を大胆にリファイ
ンしながらも、常に開発ビジョンとして掲げられていたの
は誰にでもレースが戦える“ユーザビリティ”です。剛性を
確保しながら柔軟性とのバランスにより引き出されるしな
やかなステアリング性能、最新のサスペンションをシンプ
ルなセッティングメソッドで構築し、ドライバーがコント
ロールに集中するための安心感を高めています。

主な仕様
■ 2 ベルトドライブ 1/10 競技用ツーリングカー
■ グラファイト製 ダブルデッキシャーシ
■ グラファイト製 前後サスアーム
■ フロント セパレート ダンパーステー
■ ATF( アクティブ・トップデッキ・フレックス )
■ ローマウント スタビライザー
■ RTC( リヤ・トー・コントロール ) 標準装備
■ 新設計 フロント ダブルジョイント ユニバーサル
■ 新型 ショックシャフト ガイド



ルーキースピード
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1/12 ルーキースピード GT1 Type-A ボディ キット

GT1-01/32,780円(税込)

スピードカテゴリーの楽しさを最大限に楽しめるダイレク
トドライブマシン。シャープなスロットルレスポンスで
コーナーを駆け抜けるヨコモのGTマシンがサーキットに
帰ってきます！
GTマシンの低いフォルムをまとい、高い運動性能を発揮
するスピードカー。リアルなボディ形状やセミスリックト
レッドのラジアルタイヤを装備し、比較的シンプルな
シャーシ構成で、レースを楽しむのに最適なパッケージと
なっています。もちろんフロントのサスペンション設定や
ホイールベースの変更などで好みの走行特性を引き出すこ
とも可能。各地でレースイベントの開催を予定しておりま
すので、セッティングからドライビング、そしてレース参
戦に至るまで、まるでファクトリーチームの気分を味わえ
るレーシングカーです。

主な仕様
■ 1/12 スケール ダイレクトドライブ GT カー 組み立て
キット ■ FRP 製 メインシャーシ & フロン
トシャーシ ■ フロント キングピン & コイルスプリング
サスペンション ■ アルミ製 モーターマウン
ト ＆ リヤバルクヘッド ■ 4 ピニオン ギヤデファレン
シャル ■ 新コンパウンド ラジアル ラバータイ
ヤ付属 ■ ショート Li-po バッテリー専用 ■ Type-A 
クリアボディ付属



ルーキースピード
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1/12 ルーキースピード GT1 Type-A ボディ 組立完成済

GT1-01RTR/50,050円(税込)

GT マシンの軽快な走りがすぐに楽しめる組み立て済み
セットです。シャーシを組み立て済みとし、2.4GHz 送受
信機、ステアリングサーボ、スピードコントローラー、
モーターをあらかじめ搭載。ボディも塗装＆カット済みと
なっていますので、別途バッテリーを準備していただけ
れば走行可能です。

主な仕様
■ 1/12 スケール ダイレクトドライブ GTカー 組立完成
済セット
■ 2.4GHz 送受信システム
■ ブラシモーター用スピードコントローラー
■ SS58 ブラシモーター
■ FRP 製 メインシャーシ &フロントシャーシ
■ フロント キングピン & コイルスプリング サスペン
ション
■ アルミ製 モーターマウント ＆ リヤバルクヘッド
■ 4 ピニオン ギヤデファレンシャル
■ 新コンパウンド ラジアルラバータイヤ付属
■ Type-A 塗装済みボディ付属
■ ショート Li-po バッテリー専用(別売)



マスターオフロード
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マスターオフロード MO1.0 MO-010/103,180円(税込) シャフトドライブ 4 輪駆動でがっちりと路面を蹴る、ハ
イエンド レーシングバギーです。サスペンションから駆
動系までファインチューンを施し、そのまま世界レベルの
レースに参戦できるハイスペックが魅力。センタードライ
ブもハイグリップ路面用のセンターデフと、ローグリッ
プ路面用のスリッパークラッチを同梱し、路面状況に合わ
せて選択可能です。

主な仕様
■シャフトドライブ 4WD レーシングバギー
■ アルミ製 軽量バルクヘッド
■ アルミ製 軽量モーターマウント
■ 軽量スリッパーユニット & センターデフ同梱
■ 高耐久Φ3.5mm インナーサスピン採用
■ ブッシュ式 アッパーアームピボット(内側)
■ バッテリー位置変更可能
■ ロールセンター調整可能なブッシュインサート アルミ
製 リヤハブ
■ ダート用 ＆ カーペット用 スプリングとスタビライ
ザーも同梱
■ アルミ製 サーボマウント
■ アルミ製 クーリングファンマウント
■ アルミ製 ショックキャップボール



スーパーオフロード
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スーパーオフロード SO1.0 SO-010/72,180(税込) 競技用オフロードカーの中でも人気の高い 2WD バギーで
す。キットの中にダート路面用とカーペット路面用に適し
たそれぞれのパーツをすべて同梱し、どのような路面にも
対応できるバリエーションの広さが魅力です。世界選手権
優勝マシンがベースになっていますので、当然ながら走行
性能も折り紙つきです。

主な仕様
■ 1/10 競技用 2WD オフロードカー
■ アルミ製 メインシャーシ
■ ギヤダウン 密閉式トランスミッション
■ アルミ製 フロント アッパーアームマウント
■ アルミ製 ステアリングベルクランク
■ アルミ製 リヤハブキャリア
■ チタン製 ターンバックル
■ セパレート メカトレー
■ 3mm チタンコート ショックシャフト
■ X リング仕様 ビッグボア オイルダンパー
■ ダート／カーペット用 スプリング
■ LC ／ LD ギヤボックス
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周辺機器

YZ-114 PLUS AC/DC 急速充放電器

YZ-114PLUSNA ¥13,640

主な仕様
■ 入力電圧：AC100 ～ 240V、または DC11 ～ 18V
■ 充電電流：0.1 ～ 6.0A
■ 最大充電電流：4.35V/ セル
■ 放電電流：0.1 ～ 5.0A
■ 対応バッテリー：Li-po/Li-fe/Liion/Li-HV・1 ～ 6 セ ル Ni-MH/Ni-cd・1 ～ 15 セ ル
■ 出力ポート：充電 ( バナナプラグタイプ )、USB 5.0V/2.1A
■ 充電モード：Li-po/Li-fe/Li-ion/Li-HV【チャージ、バランスチャージ、ディスチャージ、ファストチャージ、
ストレージ】Ni-MH/Ni-cd【チャージ、オートチャージ、サイクル、リピーク、ディスチャージ】
■ 安全機能：自動充電電流制限、バッテリー電圧監視、容量制限、温度制限、充電時間制限

付属品
● AC 入力コード ● ヨーロピアンコネクター充電コード
● 7.2V タイプ 充電コード ● T 型プラグ 充電コード

マックスパワー Li-po 
6000mAh/7.4V LCG 
バッテリー

YB-V260BLB 8,558円

ヨコモ Li-po 
4600mAh/7.4V ショート
サイズ バッテリー

YB-V246BB  7,975円

ヨコモ Li-po 
3500mAh/7.4V ショート
サイズバッテリー

YB-V235BB  5,786円

ヨコモ LiPo 
4000mAh ストレート
パック

YB-L400CT(T型ﾌﾟﾗｸﾞ)
6,248円

YB-L400C      6,006円

ヨコモ LiPo 
3000mAh ストレート
パック

YB-L300C  4,158円

ヨコモ 3900 ストレー
トパック バッテリー

YB-S392C  4,862円

ヨコモ スポーツ
1400S パックバッテ
リー

YB-14SPC  1,969円

※価格は税込価格となります。



16※価格は税込価格となります。

周辺機器
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工具・収納

※価格は税込価格となります。
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会社概要

会社名 株式会社ヨコモ

設立 1973年4月

資本金 5000万円

代表取締役 立石 寿雄

従業員数 52名

電話番号 029-896-3888

FAX番号 029-896-3889

事業内容

ラジオ コントロール カー模型の製造、
卸、並びにラジオ コントロール カー
の走行場運営、ラジコンカーのレン
タル事業

ライセンス契約

ニッサンモータースポーツインター
ナショナル(株)(NISMO)
トヨタ自動車(株)
三菱自動車工業(株)
マツダ(株)
富士重工業(株)

協賛団体

日本ラジコン模型工業会(JRM)
日本ラジコン電波安全協会(RCK)
International Federation of Model 
Auto Racing(IFMAR)
日本モデルラジオコントロールカー
協会(JMRCA)
全日本RCドリフト競技委員会
(R.C.D.C.)
Euro Touring Series (ETS)
Euro Offroad Series (EOS)
Asia Onroad Championship (AOC)

Copyright © Yokomo Ltd. All Rights Reserved.
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Official Website
https://teamヨコモ.com/

Official YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/RCCarヨコモ

Facebook
https://www.facebook.com/official.ヨコモ

Twitter
https://twitter.com/official_ヨコモ

Instagram
https://www.instagram.com/teamヨコモ/

TikTok
https://www.tiktok.com/@official_ヨコモ

メディア・SNS

Copyright © Yokomo Ltd. All Rights Reserved.
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