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ヨコモは、ドリフトの頂点「D1グランプリ（プロフェッショナルドリフト選手権）」を応援しています。

平成17年11月 4 ～ 6日、JMRCA 主催 1/10 電動ツーリングカー
全日本選手権（エキスパートクラス）、群馬県・川場 RCプラザにて

平成18 年 3月26日、谷田部アリーナ主催
1/10ツーリングカー スーパーストック選手権 にて

平成18 年 4月28日、ヨコモ主催 ドリフトミーティング Round-7、
茨城県・谷田部アリーナ（ドリフトコース）にて

BMX 鶴田絢史選手とコラボレート空中を自在に駆け回るフリーライド BMX、ヨコモではその
パークライドの第一人者“ツルケン”こと鶴田絢史選手とコラ
ボレートし、R/C の世界をさらに広げる活動を行っています。

ヨコモでは年間5～6戦、谷田部アリーナを中心に地方大会も開催。大会当日は実
車D1マシンの展示や、D1ドライバーも招待 !! 本家 D1GPも真っ青なラジドリで
盛り上がろう!!　レース初心者の方にはチーム員がサポート。お気軽にご参加下さい。
詳細はヨコモドリパケ専用ホームページ www.driftpackage.com 又は、全国の模
型店にて。

優勝 広坂 正美 選手
2 位 松倉 直人 選手
TQ 横山 武 選手

ヨコモは競技用R/Cカーのトップブランドとして、
レース活動から得られたデータを市販車にフィードバック。

世界各国のレースで活躍しています。
主な戦歴

IFMAR 1/10電動オフロードカー 世界選手権 6勝

IFMAR 1/10電動ツーリングカー 世界選手権 1勝

IFMAR 1/10電動オンロードカー 世界選手権 2勝

IFMAR 1/12電動オンロードカー 世界選手権 1勝

JMRCA 1/10電動ツーリングカー 全日本選手権 9連覇

JMRCA 1/10電動オフロードカー 全日本選手権 15連覇

JMRCA 1/10電動オンロードカー 全日本選手権 8連覇
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13 ツーリングカー用 ホイール、タイヤ関連（PROタイヤウォーマー /タイヤサンダー 他）

14 ボディのドレスアップ用 デカール

15 ケミカル（クリーナー /ブロー /瞬間接着剤 /ショックオイル 他） & ポリカーボネイト用 スプレー塗料

16 バッテリー

17 マッチドバッテリー、バッテリーアクセサリー

18 急速充電器

19 モーター

20 スピードコントローラー（ESC）

21 モーター関連アイテム（モーターチューナー / 回転計他）

22 工具（ワークスレンチ他） / アイテム / 収納ケース / その他

23 ヨコモ 汎用パーツ　一般的なミリサイズのスクリュー / ナット / スペーサーシム

24 ヨコモ 汎用パーツ　ターンバックル 他

25 アソシ 汎用パーツ　インチサイズのスクリュー / ターンバックル 他

26 汎用パーツ　レース用軽量ピニオンギヤ / 高精度スパーギヤ

28 汎用パーツ　汎用からレース用の超高精度ベアリングまで / デフボール 他

30 ヨコモ ドリフトパッケージ パーツリスト（シャーシ編）

32 ヨコモ ドリフトパッケージ パーツリスト（エクステリア編）

34 ヨコモ ドリフトパッケージ タイヤ & ホイール

36 ヨコモ ドリフトパッケージ 展開図

38 ヨコモ MR-4TC BD パーツリスト

40 ヨコモ MR-4TC BD 展開図

42 ヨコモ MR-4TC SDシリーズ パーツリスト

44 ヨコモ MR-4TC BD 展開図

46 ヨコモ MR-4BX パーツリスト

48 ヨコモ MR-4BX 展開図

50 アソシエイテッド RC10 TC4 パーツリスト

52 アソシエイテッド RC12L4 & 12L4Y パーツリスト

53 アソシエイテッド RC18T パーツリスト

54 アソシエイテッド RC10B4F & RC10T4 パーツリスト

56 ヨコモ MB-4 パーツリスト

57 R/Cカー サーキット 谷田部アリーナ

58 取扱模型店
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DRIFT PACKAGEドリフトパッケージ（1/10スケール 電動R/C CAR 組立キット）

　　　　　　　　　シリーズ

品　番 品　　名 価　格

DP-DR86 ドリフトパッケージ DRoo-p ESPELIR AE86 TRUENO キット ¥23,800

DP-REA ドリフトパッケージ RE雨宮 RX-7 FD3S キット ¥23,800

DP-RSR ドリフトパッケージ RS☆ R JZA80 SUPRA キット ¥23,800

DP-GDB ドリフトパッケージ YUKE'S CUSCO IMPREZA キット ¥23,800

DP-JZX ドリフトパッケージ KUNNY'Z JZX100 CHASER キット ¥23,800

DP-ORCZ33 ドリフトパッケージ ORC Z33 キット ¥23,800

品　番 品　　名 価　格

DP-IS220 ドリフトパッケージ HKS IS220-R ALTEZZA キット ¥23,800

DP-KOS15 ドリフトパッケージ KEI OFFICE S15 SILVIA キット ¥23,800

DP-TSS15 ドリフトパッケージ TOP SECRET S15 SILVIA キット ¥23,800

DP-BLR34 ドリフトパッケージ BLITZ ER34 D1 SPEC キット ¥23,800

DP-APEX ドリフトパッケージ A'PEX D1 PROJECT FD3S キット ¥23,800

DP-HKS ドリフトパッケージ HKS HYPER SILVIA S15 キット ¥23,800

走行の為に必要なもの：ランニングセット（R/C装置）、ポリカーボネイト用塗料、単三アルカリ乾電池（8本）。

HKS HIPER SILVIA S15A'PEX D1 PROJECT FD3SBLITZ ER34 D1 SPEC

TOP SECRET S15 SILVIAKEI OFFICE S15 SILVIAHKS IS220-R ALTEZZA

ORC Z33KUNNY'Z JZX100 CHASERYUKE'S CUSCO IMPREZA

RS☆R JZA80 SUPRARE雨宮 RX-7 FD3SDRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO

レーシングカー顔負けのチューニング、そしてエアロパーツをまとったハイパー
マシンが、ギリギリの速度でコーナーに突っ込み、マシンを自在に操りながら
激しくテールスライド。カウンターを当てながらクリッピングポイントを通過
する迫力のドリフトシーンは、貴方のドライビングハートを熱くさせることで
しょう。

ヨコモ「ドリフトパッケージ」シリーズでは、ドリフトの頂点、D1グランプリ
（プロドリフト選手権）で活躍するワークス仕様、そしてより身近なストリート
仕様のドリフトカーを1/10スケール（40センチオーバー）で再現した、電
動ラジオコントロールカー組立キットです。

 四輪ダブルウィッシュボン サスペンション、高効率シャフトドライブ・フルタ

イム4WDシステム、LSD効果を持たせたボールデファレンシャルギヤなどを
採用した本格競技用ラジオコントロールカー ヨコモ「MR-4TC SD CM」シャー
シと、新開発のスーパードリフトタイヤ“ゼロワン”（PAT.P）が、D1ドライバー
顔負けの圧倒的な飛距離と角度を両立する、四輪ドリフト走行を可能にしまし
た。また、実車同様にセッティングを変えたり、オプションパーツによるチュー
ンアップで走りにより磨きをかけることも出来、仲間とのツインドリフトや団
体ドリフト走行もお楽しみ頂けます。エクステリアには迫力のエアロ、GTウィ
ングやエアロミラー、ワークスマシンオリジナルのペインティングデザインも
忠実に再現。本格ドリフト走行に加え、ディスプレイモデルとしての魅力も合
わせ持つヨコモ「ドリフトパッケージ」は、ドリフトの魅力を1/10スケール
に凝縮・フル装備した、こだわりのラジオコントロールカーです。 
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ストリートバージョン

ドリフトパッケージ用 ランニングセット

走行の為に必要な R/C 装置などのアイテムをセットにしたお得なラ
ンニングセット。入門から中級者向け。
①送信機（AM2チャンネルタイプ）　②受信機　③サーボ　④スピードコントローラー SCR6712（バック付ハイパ
ワータイプ）　⑤7.2V ニッカドバッテリー（SUB-Cタイプ）⑥急速充電器（AC100V用）　⑦CLUB SPORTS モー
ター

①

②③
④

⑤

⑥⑦

品　番 品　　名 価　格

DP-180SX ドリフトパッケージ NISSAN 180SX キット ¥21,800

DP-AE86 ドリフトパッケージ TOYOTA AE86 TRUENO キット ¥21,800

DP-S15 ドリフトパッケージ NISSAN S15 SILVIA キット ¥21,800

DP-FC3S ドリフトパッケージ MAZDA FC3S RX-7 キット ¥21,800

DP-RS ドリフトパッケージ用 ランニングセット ¥14,200

走行の為に必要なもの：ランニングセット（R/C装置）、ポリカーボネイト用塗料、単三アルカリ乾電池（8本）。

本格競技用 MR-4TC SD CM シャーシの特徴

NISSAN S15 SILVIA

TOYOTA AE86 TRUENONISSAN 180SX

MAZDA FC3S RX-7

※CMSシャーシは好評発売中のドリフトパッケージ組立キットとは異なり、走行重視型で前
後デフ部にスプール（リジット）式を採用。ダンパーはあえて動きのスムーズなフリクション
式を採用する等メンテナンス性に優れ、調整カ所も最小限に抑えた仕様となっています。もち
ろん操縦技術の向上にともない、ドリフトパッケージシリーズのオプションパーツを組み込む
事も可能です。

品　番 品　　名 価　格

DP-DR1 ドリフトパッケージ ドリフトレーサー（完成キット） ¥28,500

走行の為に必要なもの：カーボディ、ホイール（タイヤ付）、単三アルカリ乾電池（8本）。

■ 高効率 シャフトドライブ・フルタイム4WDシステム（防
塵ギヤケース仕様）　■ 高剛性 コンポジット モールデッ
ドシャーシ　■ フルアジャスタブルタイプのダブルウィッ
シュボーン サスペンション　■ アライメント調整が可能な
ターンバックル仕様タイロッド　■ LSD 効果を持たせた
ボールデファレンシャルギヤ（フロント &リア）　■ フロン
トユニバーサルドライブシャフト & リアドッグボーン　■ 
樹脂製ショックアブソーバー（減衰調整タイプ）　■ フロン
トウレタンバンパー & リアバンパー　■ アルミダイキャス
ト製 クランプ式モーターマウント　■ スパーギヤ（70T）
　■ ピニオンギヤ（30T）　■ ボールベアリング（9ヶ）

5製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。
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TOURING CAR

駆動効率・整備性・ランニングコストを極めた
究極のツーリングカー「MR-4TC SD」

ヨコモ 競技用カーキット

新世代ベルトドライブ4WDツーリングカーとして、
“走行性能と整備性”“無類の豪華装備”を搭載。

品　番 品　　名 価　格

MRTC-BDM ヨコモ MR-4TC BDM シャーシキット ¥59,800

MRTC-BD1 ヨコモ MR-4TC BD シャーシキット ¥50,600

MRTC-SDL ヨコモ MR-4TC SD LCG SPECIAL シャーシキット ¥47,600

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（6セル）、
充電器、モーター、ツーリングカー用ボディ（190mm幅）、ポリカーボネイト用塗料、タイヤ。

主な仕様
★新カーボングラファイト・メインシャーシ、アッパー
デッキ、前後ショックタワー、バッテリープレート　★
駆動系の低重心化（従来比4.5mmダウン、アッパーデッ
キ位置も従来比7mmダウン）を主に、メンテナンス性
の向上と精度を追求した上下分割式3ピースタイプの
新アルミバルクヘッドと新モーターマウント。　★前後
アッパーアーム（従来のショックタワーに取り付けるタ
イプから、バルクヘッドに取り付けるタイプに変更。取
付け高の微調整が可能。フロントにはキングピンボール
を標準装備。）　★径の大きいZ4300GP・W4200IB
バッテリーにも対応した、バッテリートレー方式を採用。
　★新リンケージ（リンケージの取り回しを変更。リン
ケージ部はアルミ削り出しタイプ。低い位置に設置した
低重心仕様。）　★アルミ製サーボマウント　★強化型サ
スアーム　★リアバンパー　★スタビワイヤー（フロン
ト：レイスピードタイプ / リア：TCアッパータイプ　
★新型リアドッグボーン　★デフギアカバー

主な仕様
★ 2 ベルトドライブシステム　★大径プーリー
（40T/20T）　★ロングリアベルト　★エキセントリック
ベルトテンショナー（偏心カム式、前後ベルト用）　★フ
ロント用アルミベルトテンショナー　★フルボールベア
リング　★新設計バッテリートレイ（各社 sub-c バッテ
リー対応）　★新素材サスアーム（強化型）★カーボング
ラファイト製　メインシャシー・アッパーデッキ、ショッ
クタワー他★ローマウントアッパーデッキ　★前後ロー
フリクションユニバーサルドライブシャフト　★前後ア
ルミバルクヘッド（上下分割タイプ・アッパーＩアームホ
ルダー付）　★前後アルミサスマウント（分割型・イージー
ベルトチェンジシステム）　★アルミモーターマウント　
★アルミサーボマウント　★前後スタビライザー　★チ
タン製ターンバックル　★レイスピード製スプリング＆
スプリングホルダー　★新型アルミ製ステアリングリン
ケージ　★リアバンパー標準装備

1/10 EP ベルトドライブ 4WD ツーリングカー

1/10 EP シャフトドライブ 4WD ツーリングカー

JMRCA 平成 18年度 1/10 電動ツーリングカー
全日本選手権 スポーツクラス TQ & 優勝！！
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品　番 品　　名 価　格

MB-4AR
1/18 4WD ミニバギー メカ無（7.2V 600mA ニッカド・
充電用コード付）

¥15,500

MB-4AW 1/18 4WD ミニバギー（白） RTR（完成フルセット） ¥26,000

MB-4AP 1/18 4WD ミニバギー（紫） RTR（完成フルセット） ¥26,000

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（6
セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。

MB-4

品　番 品　　名 価　格

RC-12L4Y ヨコモ RC12L4 WORLD EDITION Ver.2006 キット ¥35,800

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（4
セル）、充電器、モーター、1/12ボディ、ポリカーボネイト用塗料。

品　番 品　　名 価　格

MR-4BX 1/10 4WD オフロードカー キット ¥67,000

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（6
セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。

RC12L4Y
主な仕様
★ヨコモ グラファイトシャーシ、シャーシブレース、ダンパープレート、ロアプレート クロスブ
レース　★SPアルミモーターマウント（左右）　★大径CGリアアクスル　★SPダンパーポスト
　★ INDサスペンション　★VCSマイクロショック　★チタン製 フロントアクスル　★Tバー用
ツイークプレート　★チタン製 アッパーアームロッド、ターンバックル　★ブルーアルマイト加工
アルミパーツ　★ボールベアリング　他を標準装備

全てに世界No1を目指し登場！
ヨコモＭＲ -4ＢＸは、全てが新設計、構成パーツの精度はもちろん、造り込みも、マテリアルにも、
とことんこだわり完成させました。見て、眺めて、触って、走らせて、MR-4BXは、妥協無しの
所有するだけでも喜びを得られる今までありそうで無かったオーラを発する世界最高峰の比類無き、
スーパーオフロードコンペティション4ＷＤマシンです。

1/18スケール 4WD ミニバギー。メカ付 工場組立完成済となっておりますので、手軽に本格的オ
フロード走行を楽しむことができます。ボディカラーは2種類（写真はパープル）。

勝率、ユーザー数が最も多いアソシエイテッドのRC12L4を更に進化させた、現在クラス最高の
1/12が「RC12L4Y」です。ワールドチャンピオン広坂正美によってテストされ、選び抜かれた
勝つためのパーツを標準装備。お買い上げ頂いたそのままで世界No.1 の走りが堪能頂けます。

2005年 全日本選手権 TQ & WIN !
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アソシエイテッド キット

品　番 品　　名 価　格

RC-10TC4T アソシエイテッド RC10 TC4 チームキット ¥39,800

RC-10TC4F アソシエイテッド RC10 TC4 ファクトリーチームキット ¥62,800

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（6
セル）、充電器、モーター、ツーリングカー用ボディ（190mm幅）、ポリカーボネイト用塗料。

高効率シャフトドライブ4WDシステム
コンペティション・ツーリングカーの先駆け

競技用ツーリングカーとしてシャフトドライブの先駆けとなった「TC3」が、待望のモデルチェ
ンジ。駆動系などの基本コンポーネンツは生かしつつ、主にサスペンションを重点に成熟。各部
の強度アップ、耐久性の向上はもちろん、クラッシュ時におけるジオメトリーの狂いを低減。デ
ザインを一新することなく、マシンのポテンシャルを大幅に引き出した「TC4」は、「TC3」の
完成度の高さ、アソシエイテッドのモノづくりに対するポリシーを物語っています。又、2.5mm
厚グラファイトメインシャーシ＆アッパーデッキを装備したファクトリーチームキットが新登場。

特徴及び主な変更点

○重量物をセンターに寄せ6mmスリム化したメインシャーシ。ハンドリング特性の向上に加え、
新たに設けられたクーリングホールがモーターの冷却効果にも配慮。　○サスペンションのジオ
メトリーを最適化。前後ショックタワー、キャンバーリンクマウントを新設計。　○素材から見
直された新設計のロアアームは、コーナーリング時の高い安定性を実現。　○Aアームマウント
にピロボール式を採用。レース中のクラッシュでもジオメトリーの狂いを低減。　○大幅に強度
アップしたC.V.D. アルミボーン。　○ヒートシンクを一体形状にした新設計モーターマウント。
　○ダブルデッキ・クランピングタイプの Fバンパー。

品　番 品　　名 価　格

RC-18T アソシエイテッド RC18T RTR（完成フルセット） ¥29,800

RC-18TF アソシエイテッド RC18T ファクトリーチームキット ¥23,800

RC-18MT アソシエイテッド RC18MT RTR（完成フルセット） ¥29,800

RC-18B アソシエイテッド RC18B RTR（完成フルセット） ¥29,800

RC-18BF アソシエイテッド RC18B ファクトリーチームキット ¥23,800

走行の為に必要なもの（RC-18TF、BF）：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、
バッテリー、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。※対応サーボ：アソシ AS-29128　SANWA SX-091　
FUTABA S-3103　HITHEC 56-HB

1/18スケールにシャフトドライブ4WDやボールデフ、オイルダンパーなどのコンペティション
カー並みテクノロジーを満載した、アメリカ・アソシエイテッド社製 4WDオフロード「RC18シ
リーズ」。直ぐに走行が楽しめる完成フルセットの「RTR」と、ファクトリーチームパーツを満載し
更にレベルアップした走りをお楽しみ頂ける上級者向け組立キットが新登場。アウトドアはもちろ
ん、室内などの狭い空間でも、4WDの優れたハンドリングで豪快な走りを満喫頂けます。
トラックタイプ（T)、BIGタイヤ仕様のモンスタートラック（MT）、バギータイプ（B) をラインナップ。

TC4F

RC18T

RC18B

RC18MT
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品　番 品　　名 価　格

RC-10B4F アソシエイテッド RC10B4 ファクトリーチーム キット ¥39,800

RC-10T4T アソシエイテッド RC10T4 チームトラック キット ¥39,800

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（6
セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。

4WDカーに引けをとらない
優れた走りで人気のオフロード2WDカー

ダイナミックな走りが魅力の
レーシングモンスタートラック。

全日本選手権で圧倒的使用率と絶大な人気を誇るオフロード 2WDカーの
雄。デビュー戦となった 2003年 JMRCA全日本選手権では、トップ10
に 8台入賞する圧倒的強さで TQ&優勝。前モデルのB3では、1998年～
2002年まで無敵の5連覇達成。現行モデルに引き継がれた今も尚、優勝記
録を更新中です。
軽量＆高剛性グラファイト製 モールドシャーシ、新オフセットホイールとロ
ングサスペンションによるワイドトレッド、重量物の搭載位置やボディ・ウィ
ング高を下げた低重心設計。パワーソースのハイパワー化に対応した新「2.6:1
リダクション・ステルスミッション」。微妙な調整も容易にした大容量タイ
プのダブルサイデッド・スリッパークラッチ。テフロンコート ショックダン
パー、MIP C.V.D. ドライブシャフト（ロングタイプ）、フルボールベアリン
グ、インターセプター ボディ、プロライン製 ワイド4リブ フロントタイヤ、
プロライン製 ホールショット リアタイヤを標準装備。

RC12L4

RC10B4F

RC10T4

EPカーの頂点とも言える
最もテクニカルな1/12レーシングカー

1982年の第1回世界選手権から通算9回※の優勝記録を持つ1/12電動レーシングカーの名
門、アメリカ・アソシエイテッド社の最新モデル。
4セルに最適化された高バランス、高剛性2.2mm厚カーボングラファイト製シャーシ。高剛
性グラファイトマテリアルへの材質変更とクロスプレートの採用で、フロント全域の剛性を大
幅に強化し更に鋭いコーナーリングを実現した、アソシエイテッド伝統のフロントサスペンショ
ン。抜群のリアグリップをもたらすフリクションプレート・Tバー方式のリアサスペンション。
ラージタイプのDカットリングを採用し、耐久性の向上は勿論、セッティングを容易にしたボー
ルデファレンシャル。その他サーボのホールド性を向上するアルミ製サーボマウント、0度10
度に加えセッティング幅を広げる5度のアッパーアームマウントなど、RC12Lシリーズの優
れたポテンシャルに更に磨きがかかりました。
チタン製ターンバックルやアルミ製ブルーパーツ、カーボングラファイト製パーツ、ボールベ
アリングを豪華フル装備した完全コンペティション仕様です。
※ヨコモ仕様車も含む。

品　番 品　　名 価　格

RC-12L4 アソシエイテッド RC12L4 キット ¥34,800

走行の為に必要なもの：2チャンネルプロポセット（送信機・受信機・スピードコントローラー・サーボ）、バッテリー（4
セル）、充電器、モーター、ボディ、ポリカーボネイト用塗料、タイヤ、ホイール（付属ベアリングはジャコー用）、ピ
ニオンギヤ。
※写真のボディは、ヨコモMS-2ボディ。
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BODYドリフト用 ボディ

品　番 品　　名 価　格

D1 完成塗装済

SD-HKSBP
HKS HIPER SILVIA
ボディセット

¥5,980

SD-APBP
A'PEX FD3S RX-7
ボディセット

¥6,600

SD-BLBP
BLITZ ER34 D1 SPEC
ボディセット

¥6,600

ストリート

SD-180BS
NISSAN 180SX
ストリートバージョン
ボディセット

¥3,980

SD-AE86BS
TOYOTA AE86 TRUENO
ストリートバージョン
ボディセット

¥3,980

SD-S15BS
NISSAN S15 SILVIA
ストリートバージョン
ボディセット

¥3,980

SD-FC3SBS
MAZDA FC3S RX-7
ストリートバージョン
ボディセット

¥3,980

SD-JZXBS TOYOTA CHASER JZX100 ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-IS220BS TOYOTA ALTEZZA IS220 ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

品　番 品　　名 価　格

D1

SD-REABS RE雨宮 RX-7 ボディセット ¥4,800

SD-RSRBS
RS☆ R JZA80 SUPRA
ボディセット

¥4,800

SD-GDBBS
YUKE'S CUSCO IMPREZA
ボディセット

¥4,800

SD-KUBS
KUNNY'Z JZX100 CHASER
ボディセット

¥4,800

SD-Z33BS ORC Z33 ボディセット ¥4,800

SD-HKISBS
HKS IS220-R ALTEZZA
ボディセット

¥4,800

SD-KOBS
KEI OFFICE S15 SILVIA
ボディセット

¥4,800

SD-TSBS
TOP SECRET S15 SILVIA
ボディセット

¥4,800

SD-BLBS
BLITZ ER34 D1 SPEC
ボディセット

¥4,800

SD-APBS
A'PEX FD3S RX-7
ボディセット

¥4,800

SD-HKSBS
HKS HIPER SILVIA
ボディセット

¥4,500

※写真は「完成塗装済ボディ」以外は塗装参考例です。実際の商品は未塗装のクリアボディになります。
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ツーリングカー・オフロード・1/12　ボディ

品　番 品　　　　名 幅 価　格

SP-1476L Mazda 6 LW ボディ（プロトフォーム製） EPツーリングカー用
190mm幅

¥2,600

SP-1476L
ダッジストラトス3.0 AL ボディ
（プロトフォーム製）

EPツーリングカー用
190mm幅

¥2,600

ZR-RTHB レーシング トレーラーヘッド ボディ 190mm幅 ¥4,700

SD-GW31

レース用ウィングの決定版 !!

ごくらくウィング3.1
日々進化するレースシーンに合わせ、更に理想的なダウンフォースが得
られる新形状にバージョンアップしたシリーズ第4弾。グリップ重視
のストレートタイプとコーナーリング重視のラウンドタイプをセット。
サイドダム付き。JMRCAツーリングカー規定190mm幅対応。

EPツーリングカー用 ¥650

AS-9614 RC-10B4用 インターセプター ボディ EPオフロード用 ¥2,800

SP-3216 クラウドプレイザー B4 ボディ　キャバラリ /プロライン製 EPオフロード用 ¥2,000

ZS-GWB ごくらくオフロード EPオフロード用 ¥780

SP-12MS2L 1/12 レーシング MS-2 ボディ 超軽量 EP 1/12 レーシング ¥1,680

KY-10125L 1/12 レーシング パーマ EXP SPEED 8 ボディ 軽量 EP 1/12 レーシング ¥1,980

KY-10210L 1/12 レーシング パーマ ZYTEK ボディ 軽量 EP 1/12 レーシング ¥2,200

※写真は塗装参考例です。実際の商品は未塗装のクリアボディになります。

品　番 品　　名 入数 価　格

SP-8202M3 インサイドジョブ リアタイヤ M3 ¥1,400

SP-8202R3 インサイドジョブ リアタイヤ R3 ¥1,400

SP-8185M3 ホールショット フロントタイヤ M3 ¥1,300

SP-8203M3 インサイドジョブ フロントタイヤ M3 ¥1,300

SP-8095M3 エッジリブ トラック用 フロントタイヤ M3 ¥2,800

SP-8192M3 ホールショット トラック用 リアタイヤ M3 ¥2,800

SP-8192R3 ホールショット トラック用 リアタイヤ R3 ¥2,800

SP-8196M3 ボウタイ トラック用 リアタイヤ M3 ¥2,800

品　番 品　　名 入数 価　格

SP-8175M3 4リブ 2WD フロントタイヤ M3 ¥1,200

SP-8176M3 ワイド 4リブ 2WD フロントタイヤ M3 ¥1,200

SP-8087M3 ステップピン リアタイヤ M3 ¥1,400

SP-8089M3 スクエア ファジー リアタイヤ M3 ¥1,400

SP-8184M3 ホールショット LP リアタイヤ M3 ¥1,400

SP-8184R3 ホールショット LP リアタイヤ R3 ¥1,400

SP-8186M3 ボウタイ リアタイヤ M3 ¥1,400

SP-8197R3 イビルツイン リアタイヤ R3 ¥1,400

プロライン製 タイヤ（1/10オフロード・トラック用）
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TIREツーリングカー用 タイヤ（レース用）

品　番 品　　名 コンパウンド（硬度） 適合路面温度 幅 入り数 価　格

ZR-138C22 ベルテック 5C22スリックタイヤ （22度） 0～25度 Mナロー 4ヶ ¥2,100

ZR-138C27 ベルテック 5C27スリックタイヤ （27度） 20～ 50度 Mナロー 4ヶ ¥2,100

ZR-138B2
ベルテック 5B スリックタイヤ
（Wマークの刻印入り）

B（25度） 5～25度 Mナロー 4ヶ ¥1,600

ZR-138G2
ベルテック 5G スリックタイヤ
一般的な路面にお勧め

G（30度） 15～ 35度 Mナロー 4ヶ ¥1,600

ZR-139B2
ベルテック 7B スリックタイヤ
低温路面向きロングライフタイプ

B（25度） 5～20度 Mナロー 4ヶ ¥1,600

ZR-139G2
ベルテック 7G スリックタイヤ
一般的な路面にお勧め

G（30度） 15～ 35度 Mナロー 4ヶ ¥1,600

ツーリングカー用 インナースポンジ

品　番 品名・特徴 断面図 硬さ 幅 入数 価　格

ZR-039M モールドインナー 極うす
ハイグリップ路面向き。ハイサイドを抑えたい時
にも効果的。
タイヤ径の目安：64mm前後

ミディアム Mナロー 2 ¥340

ZR-039F ファーム Mナロー 2 ¥340

ZR-037M モールドインナー 肉うす
ミディアムグリップ路面向き。 モールドインナー
の基準とも言える定番型。
タイヤ径の目安：64mm前後

ミディアム Mナロー 2 ¥340

ZR-037F ファーム Mナロー 2 ¥340

ZR-038M
モールドインナー 肉うす
ミディアムグリップ路面向き。

ミディアム ナロー 2 ¥340

ZR-038F ファーム ナロー 2 ¥340

ZR-034F2

インナースポンジ
ハイグリップ路面、オイル路面、ギャップの多い
路面など、モールドインナーの苦手とする路面や
コンディション時で活躍。

ファーム
Mナロー
ナロー

4 ¥420

品　番 品名・特徴 幅 入り数 価　格

ZR-206K
K スリックタイヤ
スタンダードタイプ（キット付属品）。特にカーペット路面で高いグリップ力を示します。

Mナロー 4ヶ ¥800

ZR-080K
ハイグリップ P3 ラジアルタイヤ
スタンダードタイプ（キット付属品）。砂の浮いた路面やウエット路面向き。格好重視の方
にもお勧めします。

ナロー 4ヶ ¥800

ZR-080D
HGラジアル タイプDタイヤ
超ハードコンパウンドを使用。自信を持ってグリップしない、ドリフト専用タイヤ。

ナロー 4ヶ ¥800

ZR-R03N
RTR R03 ラジアルタイヤ
接着済み完成タイヤ。Nコンパウンド仕様で、あらゆる路面で高いグリップを発揮。

ナロー 4ヶ ¥1,680

ZR-R03NB
RTR R03 ラジアルタイヤ
接着済み完成タイヤ。Nコンパウンド仕様で、あらゆる路面で高いグリップを発揮。GPカー
に適したインナーベルト入り。

ナロー 4ヶ ¥1,980

ZR-R03D
R03ラジアル タイプDタイヤ
超ハードコンパウンドを使用。自信を持ってグリップしない、ドリフト専用タイヤ。

ナロー 4ヶ ¥980

ツーリングカー用 タイヤ（一般走行・ドリフト用）
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WHEEL
品　番 形状（縮尺50%） 品名・特徴 幅 材　質 適合車種 入り数 価　格

TW-1012-2 レース用ホイールの決定版 !!

スーパープレシジョン ホイール
製造方法の革新によって、超高精度化を実現したレース用
ホイールの決定版。高精度、高剛性タイプ。
2002年、2003年、2004年度の JMRCA全日本選手
権（エキスパートクラス）優勝。

視認性に優れたイエローカラーもラインナップ。

Mナロー ABS樹脂 オフセット0 4ヶ ¥480

TW-1012H2 Mナロー ABS樹脂 オフセット0 4ヶ ¥480

TW-1012Y2 Mナロー
ABS樹脂
（イエロー）

オフセット0 4ヶ ¥480

TW-2512-2

エアロディッシュ ホイール
2000-2001年度 IFMAR世界選手権優勝。

高剛性タイプ。

Mナロー ABS樹脂 オフセット0 4ヶ ¥280

TW-0312-2 Mナロー ナイロン樹脂 オフセット0 4ヶ ¥380

TW-2512A2 Mナロー ABS樹脂 RC10TC3専用 4ヶ ¥280

TW-2612-2
6ホール ホイール
2001年度スーパーストックツーリング選手権優勝。軽量
タイプ。スピード重視の方にお勧めの人気タイプ。

Mナロー ABS樹脂 オフセット0 4ヶ ¥280

TW-1213-2
10本メッシュ ホイール
GPカー用に開発された高耐久タイプ。
（GT-4Wキット標準品）

ナロー ナイロン樹脂 オフセット0 4ヶ ¥400

TW-0212-2

12本スポーク ホイール
GPカー用に開発された高耐久タイプ。

Mナロー ナイロン樹脂 オフセット0 4ヶ ¥380

TW-0213-2 ナロー ナイロン樹脂 オフセット0 4ヶ ¥400

ZR-0492-2
10本スポーク ホイール
YR-4 シリーズ用の高耐久レース用ホイール。

Mナロー ABS樹脂 オフセット2 4ヶ ¥380

○Mナロー ＝ 24mm幅　○ナロー ＝ 26mm幅　○ABS樹脂 ＝ 剛性に優れた軽量素材。レース用にお勧め。　○ナイロン樹脂 ＝ 耐久性に優れた素材。GPカーや練習用にお勧め。
○ オフセット0 ＝ MR-4TCシリーズ・GT-4 シリーズ用　○オフセット2 ＝ YR-4 シリーズ用

ツーリングカー用 ホイール

品　番 品　　名 入数 価　格

YT-PTW PRO タイヤウォーマー ¥29,800

TN-1 赤外線放射 温度計 ¥4,200

YT-TSP タイヤサンダー PRO ¥13,800

ツーリングカー用 タイヤ関連

PRO タイヤウォーマー
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DECALデカール

品　番 品　名 価　格

ZC-CD
カーボン調 デカール
※ボンネットなどに最適（フレックスタイ
プ）。

¥550

ZC-CDW 水貼タイプ ¥780

ZC-D12
YOKOMO メタルデカール
※ドリフトパッケージのストリートバー
ジョンに付属。

¥480

ZC-D12B YOKOMO メタルデカール
（ブルー）

¥480

ZC-D12R YOKOMO メタルデカール
（レッド）

¥480

ZC-BDM-1 ヨコモ BD デカール ¥480

ZC-LCG-1 ヨコモ LCG デカール ¥480

ZC-BX-1 ヨコモ MR-4BX デカール ¥480

SD-D1
MR-4TC SD用 デカールシート
（ホワイト・ブラック）

¥450

SP-9917 ジャコー チームデカール ¥530

SP-9915 プロライン チームデカール ¥530

MR-717
リーディーデカール
（白・黒）

¥350

AS-3834 ae エンボスデカール ¥480

品　番 品　名 価　格

AS-3820 ae ロゴデカール ¥350

AS-3818B
チームアソシエイテッド 
ロゴデカール（黒）

¥220

AS-3830 RC10TC3 デカール ¥350

AS-3837 RC12L4デカール ¥400

AS-9658 RC10B4 デカール ¥400

AS-7458 RC10T4 デカール ¥600

AS-3832 NITRO TC3 デカール ¥480

AS-31071 RC10TC4 デカール ¥350

AS-31070 RC10TC4F デカール ¥350

AS-6196 アソシエイテッド デカールシート ¥600

AS-3824

ファクトリーチームデカール
（ラージサイズ）
※パーツケースやウィンドウなど、ボディ
以外の用途に。

¥600

AS-3825
ファクトリーチームデカール
（スモールサイズ）

¥600



15製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

品　番 品　　名 価　格

サスペンションのセッティングに欠かせないショックオイル。スプリングの反発力でマシンが跳
ねてしまう現象を防ぐため、さまざまな粘度を用意しています。数値はオイルの粘度を表し、粘
度が高いほどダンパー内で抵抗となり、反発力を抑える効果が高くなります。

YS-150 スーパーブレンド ショックオイル（#150） ¥350

YS-200 スーパーブレンド ショックオイル（#200） ¥350

YS-250 スーパーブレンド ショックオイル（#250） ¥350

YS-300 スーパーブレンド ショックオイル（#300） ¥350

YS-350 スーパーブレンド ショックオイル（#350） ¥350

YS-400 スーパーブレンド ショックオイル（#400） ¥350

YS-450 スーパーブレンド ショックオイル（#450） ¥350

YS-500 スーパーブレンド ショックオイル（#500） ¥350

YS-550 スーパーブレンド ショックオイル（#550） ¥350

YS-600 スーパーブレンド ショックオイル（#600） ¥350

YS-650 スーパーブレンド ショックオイル（#650） ¥350

YS-700 スーパーブレンド ショックオイル（#700） ¥350

AS-5420 アソシ シリコンショックオイル（#10） ¥580

AS-5427 アソシ シリコンショックオイル（#15） ¥580

AS-5421 アソシ シリコンショックオイル（#20） ¥580

AS-5428 アソシ シリコンショックオイル（#25） ¥580

AS-5422 アソシ シリコンショックオイル（#30） ¥580

AS-5429 アソシ シリコンショックオイル（#35） ¥580

AS-5423 アソシ シリコンショックオイル（#40） ¥580

AS-5435 アソシ シリコンショックオイル（#50） ¥580

AS-5436 アソシ シリコンショックオイル（#60） ¥580

AS-5437 アソシ シリコンショックオイル（#70） ¥580

AS-5425 アソシ シリコンショックオイル（#80） ¥580

品　番 品　　名 価　格

CS-B
スーパーブロー
精密機器やパーツのホコリ除去に最適な強力エアスプレー（450g）

¥1,150

AS-6636
アソシ デフルーブ
デフの効果を最大限発揮（4cc）

¥430

CS-SDL
アソシ ステルスデフルーブ
EPカーデフグリスの定番（4cc）

¥430

CS-SBG
アソシ ブラックグリス
デフスラストベアリング用の定番（4cc）

¥430

C-1105
アソシ グリーンスライム
ショックシャフトの動きがスムーズになるOリング用グリス（4cc）

¥430

CS-TC1
タイヤコンディショナー
ゴムタイヤの洗浄スプレー。クリーナーとしても使用可能。（420ml）

¥650

CS-TC2
タイヤコンディショナー（お徳用）
ゴムタイヤの洗浄スプレー。クリーナーとしても使用可能。（720ml）

¥950

CS-SG
おまかせグルー（中粘度タイプ）
R/Cゴムタイヤ用強力瞬間接着剤（20g）

¥800

CS-SGT
おまかせグルー（低粘度タイプ）
R/Cゴムタイヤ用強力瞬間接着剤（20g）

¥800

YT-ON おまかせグルー用ノズル（6ヶ） ¥100

CS-SP お助けプライマー　瞬間接着剤用硬化促進剤 ¥980

CS-NC
ナノカーボンRC 接点改質剤
ナノテクノロジーがモーターやバッテリーなどのコネクター、電源
系の導通性能を改善。

¥1,200

FTP-1596
アソシ ネジロック剤（10ml）
エンジンカーなどのネジのゆるみ、脱落防止に効果的。

¥480

CS-F02
　　　F-ZERO 潤滑オイルスプレー
ベアリング用の潤滑スプレー。クリーナーなどで脱脂後に使用。

¥1,600

CS-F0O 　　　F-ZERO 高耐圧 メタルオイル ¥1,200

CS-F0G 　　　F-ZERO グリス 8g入り ¥1,600

ショックオイルケミカル

CHEMICAL

ポリカーボネイト ボディ専用 塗料
品　番 品　　名 価　格

PR-250 パクトラスプレー塗料 アウトロー ブラック ¥620

PR-251 パクトラスプレー塗料 スプリント ホワイト ¥620

PR-252 パクトラスプレー塗料 ストリーク ブルー ¥620

PR-254 パクトラスプレー塗料 レーシング レッド ¥620

PR-257 パクトラスプレー塗料 デイトナ イエロー（半透明） ¥620

PR-258 パクトラスプレー塗料 ラリー グリーン ¥620

PR-261 パクトラスプレー塗料 パール パープル ¥620

PR-262 パクトラスプレー塗料 インディー シルバー ¥620

PR-273 パクトラスプレー塗料 キャンディー パープル（透明） ¥620

PR-276 パクトラスプレー塗料 パール ホワイト（半透明） ¥620

PR-277 パクトラスプレー塗料 蛍光 レッド ¥620

PR-278 パクトラスプレー塗料 蛍光 オレンジ（半透明） ¥620

PR-279 パクトラスプレー塗料 蛍光 イエロー（半透明） ¥620

PR-281 パクトラスプレー塗料 蛍光 グリーン（半透明） ¥620

PR-283 パクトラスプレー塗料 蛍光レーシング レッド（半透明） ¥620

PR-290 パクトラスプレー塗料 フィニッシュコート（裏打ち用白） ¥620

※ご使用の際はよく振ってからノズルを塗装面に向けてスプレーして下さい。
※ボディは裏面を塗装します。
※雨の日や湿度の高い日の塗装は避けましょう。

国産カラーには無かった美しい発色

USAパクトラレーシングフィニッシュ
★キャンディー系（透明）塗料で塗装後、インディーシルバーで裏打ちすると、深みのある
メタリックカラーに仕上がります。
★フィニッシュコートは粘度の高い裏打ち用塗料で塗装面を保護します。
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BATTERYバッテリー（SUB-Cタイプ 動力用バッテリー）

品　番 品名・特徴 価　格

YB-W42B
ヨコモ X4200 IB ZAP2 バラセルバッテリー
World Champion Edition !!（大容量、高電圧、低インピーダンス）
世界選手権用に開発され、レースで最も重要な高電圧を発揮するバッテリーです。勿論、ランタイム
も従来の物に比べ平均で10～15秒プラス（30A放電時）の性能を誇ります。中でも yokomoブ
ランドを冠した「X4200 IB」バッテリーは、同じセルのみを選出する事を許されたスペシャル商品
です。
6本セットには通電性に優れるシルバーバー5ヶ付き（未組立）。24本セットにはバッテリーバーは
付属しておりません。

¥7,200

YB-W42B24 ¥24,800

YB-FWB
FLASH ヨコモ X4200 IB バラセルバッテリー
最新の大容量・高電圧セル「X4200 IB」に独自開発のザップド処理（FLASH ZAP）を施したバラ
セル6本セット。通電性に優れるシルバーバー5ヶ付き（未組立）。

¥8,200

YB-X42P

ヨコモ X4200 IB ZAP2 パックバッテリー
最新の大容量・高電圧セル「X4200 IB」に高電圧ZAP2処理を施した6セルパック。ゴールドコ
ネクターやスーパーフレックスシリコンコードAWG14、大型ターミナルプレートなどのヨコモオリ
ジナル・コンペティション仕様が、セル本来の性能を無駄なく引き出し、パックバッテリーの域を超
えたハイパワー&ロングランを実現します。

¥6,980

YB-Z43B
ヨコモ Z4300 GB ZAP2 バラセルバッテリー
最新の大容量・高電圧セル「Z4300GB」に高電圧ZAP2処理を施したバラセル6本セット。通電
性に優れるシルバーバー5ヶ付き（未組立）。

¥7,500

YB-Z43B24
ヨコモ Z4300 GB ZAP2 バラセルバッテリー
最新の大容量・高電圧セル「Z4300GB」に高電圧ZAP2処理を施したバラセルを24本セットに
したお徳用。バッテリーバーは別途お買い求め下さい。

¥26,000

YB-Z43P

ヨコモ Z4300 GB ZAP2 パックバッテリー
最新の大容量・高電圧セル「Z4300GB」に高電圧ZAP2処理を施した6セルパック。ゴールドコ
ネクターやスーパーフレックスシリコンコードAWG14、大型ターミナルプレートなどのヨコモオリ
ジナル・コンペティション仕様が、セル本来の性能を無駄なく引き出し、パックバッテリーの域を超
えたハイパワー&ロングランを実現します。

¥7,500

YB-G39P

ヨコモ ドリフトプロ 3900 パックバッテリー
低価格、大容量、ロングラン & ハイパワータイプのパックバッテリー。

注）ニッケル水素対応の充電器を使用してください。

¥4,800

YB-X36IP

ヨコモ ドリフトマスター X3600 パックバッテリー
低価格。大容量ロングランタイプのパックバッテリー。

注）ニッケル水素対応の充電器を使用してください。

¥4,200

YB-20RP
ヨコモ ハイパワー2000R パックバッテリー
練習走行のステップアップやスプリントレースに最適なハイパワータイプのニッカドパックバッテ
リー。サンヨー製。

¥2,980

YB-14SP
ヨコモ スポーツ1400S パックバッテリー
入門や練習走行に最適な廉価版ニッカドパックバッテリー。GP製。

¥1,500

※バラセルバッテリー及びピークマッチドバッテリーは、バッテリーバーの取付作業が必要です。バッテリーバーの取付にはハンダ付けのテクニックが必要です。初心者の方はパックバッテリーをお求め下さい。

初級者向け

初級～中級者向け

中級～上級者向け

初級者向け

初級～中級者向け

中級～上級者向け

中級～上級者向け

中級～上級者向け

中級～上級者向け

中級～上級者向け



17製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

品　番 品　　名 入数 価　格

DE-001 ディーンズ製 ウルトラプラグ（オス・メス） 各1 ¥400

DE-002 ディーンズ製 ウルトラプラグ（メス） 4 ¥750

DE-2020 ディーンズ製 シルバーソルダー ¥450

YB-BC6 6セル用 バッテリーケース（5箱＋1） ¥1,200

YB-BC4 4セル用 バッテリーケース（5箱＋1） ¥1,200

YT-BJ ヨコモ バッテリー組立ジグ ¥1,980

品　番 品　　名 入数 価　格

YB-SB シルバーバー（両側段付） 10 ¥850

YB-SB25 シルバーバー（両側段付） 25 ¥1,950

YB-SBL バッテリーターミナル 6 ¥500

YB-MST マッチド用 セーフティー シールドテープ ¥200

YW-14RB シリコンワイヤー14GA（赤・黒） ¥800

YW-12RB シリコンワイヤー12GA（赤・黒） ¥980

バッテリーアクセサリー

マッチドバッテリー（SUB-Cタイプ 動力用バッテリー）

数々の世界タイトルを手中に収め、群を抜く品質と信頼で長年支持されて来たヨコモオリジナルマッチドシステムを、2006年、レースシーズンに向け新システムにリニューアル。データ表示もより分
かりやすく一新。放電時間（SEC）、平均放電電圧（Vlts）、ピーク電圧（P/V）、充電時間（CHG TIME）、放電カット電圧（Cutt Off ）、内部抵抗（I-Res）、充電電流（Chg）、放電電流（Dis）などの
あらゆるマッチドデータを記載しました。新たなスタートを切るヨコモ・ピークマッチド、NEWスーパーグレードシリーズの圧倒的パワーとロングランを体感下さい。※放電データは30A放電値です。

※バラセルバッテリー及びピークマッチドバッテリーは、バッテリーバーの取付作業が必要です。バッテリーバーの取付にはハンダ付けのテクニックが必要です。初心者の方はパックバッテリーをお求め下さい。

品　番 品　　名 入数 価　格

YB-FMW3A 　　　  FLASH ヨコモ X4200 マッチド AAA ¥12,800

YB-FMWAA 　　　  FLASH ヨコモ X4200 マッチド AA ¥9,800

YB-FMZ3A FLASH ヨコモ Z4300 マッチド AAA ¥12,800

YB-FMZAA FLASH ヨコモ Z4300 マッチド AA ¥9,800

YB-FMW4 　　　  FLASH ヨコモ X4200 マッチド AAA 4 セル ¥8,600

品　番 品　　名 入数 価　格

YB-W42SG1 　　　  ヨコモ ピークマッチド X4200IB SG1 ¥12,000

YB-W42SG2 　　　  ヨコモ ピークマッチド X4200IB SG2 ¥9,000

YB-Z43SG1 ヨコモ ピークマッチド Z4300GB SG1 ¥12,000

YB-Z43SG2 ヨコモ ピークマッチド Z4300GB SG2 ¥9,000

マッチドバッテリー（SUB-Cタイプ 動力用バッテリー）
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CHARGER
品　番 写　真

品名・特徴
価　格

入力電源 対応バッテリー 充電電流 放電電流 ケースサイズ 重量

YZ-110P2

　　　YZ-110 PRO ver.2 充放電器（DC12V用）
YZ-110 PRO ver.2 は【最新鋭の4ステップ充電】、【4種類のバッテリー（ニッカド、ニッケル水素、リ
チウムポリマ、リチウムイオン）を安全かつ適切に充電】、【8行×21桁のバックライト付大型 LCDディ
スプレイには充電、放電電圧のグラフ表示が可能】、【充電設定を10種類メモリ可能】、【スタート直後のバッ
テリー診断機能】、【モーター慣らし器、コミュ研用の電源としても使用可能】など１ランク、2ランク上の
機能を備えた多機能充・放電器です。出力用コネクター ミノムシクリップ、温度センサー付属。 ¥25,800

DC12V

SUB-C タイプ ニッカド及びニッケル水素
1～10セル 100～ 9900mAh

0.1～8.0A

0.1 ～ 10A 140× 45× 150mm 605g
リチウムイオン・リチウムポリマ

1～4セル

最大1C
（1C＝バッテ
リー容量）

YZ-114AD

YZ-114A/D 充放電器（AC100 / DC12V用）
コンパクトなサイズに安定化電源を内蔵した多機能充放電器。AC100V及びDC12Vの両方から入力電源
が選べる上、機能も充電・放電・1&3サイクル充放電と多機能です。また、昇圧回路の搭載により、動力用バッ
テリーは勿論、送・受信器用バッテリー、プラグヒート用単セルバッテリーなど、1～14セルまでの幅広
いバッテリーをサポート。あらゆる用途でご使用頂けます。液晶には見やすい大型液晶ディスプレイを採用。
各種充放電データをリアルタイムに表示します。また安全面でも、逆接保護ヒューズや内蔵クーリングファ
ンにより、安全かつ安定した充電を実現します。

¥17,800

AC100V
 DC12V

ニッカド&ニッケル水素
1～14セル 270～ 4,500mAh

0.5～5.5A
0.6 ～ 4A
（自動）

150× 129× 71mm 596g

AC-72EX2

AC-72EX2 家庭用急速充電器（AC100V用）
コネクターを接続するだけの簡単急速充電。入門者に最適。充電時間45分～。安全2時間タイマー搭載。
出力用コネクターには7.2V汎用タイプ付。ニッカドバ7.2V1200～2400mAhパックバッテリー専用。 ¥2,800

AC100V SUB-C タイプ ニッカド 6セル 1.5A － －

※ケースサイズは突起物を含めないサイズ。

急速充電器

中級～上級者向け

初級～上級者向け

初級者向け

18

品　番 品　　名 入数 価　格

YZ-64174 温度センサー（YZ-110P2用） ¥1,550

YZ-64175 ワニ口付 出力側コード（YZ-110P2用） ¥750

YZ-64176 コネクター付 出力側コード（YZ-110P2用） ¥400

YZ-64177 入力側 ワニ口クリップ（YZ-110P2用） ¥300

YZ-M5L ミノムシクリップ付きシリコンワイヤー ¥450

YZ-M7 送信機用充電ジャック（KO・フタバ・サンワ用） ¥300

急速充電器 アクセサリー

品　番 品　　名 入数 価　格

YZ-M8 送信機用充電ジャック（JR用） ¥300

YZ-M6 ワニグチクリップ入力アダプター ¥1,480

YZ-F1 10Aヒューズ（YZ-114A/D・YZ-48D用） ¥150

YW-14RB シリコンワイヤー14GA（赤・黒） ¥800

YW-12RB シリコンワイヤー12GA（赤・黒） ¥980



19製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

MOTOR

品　番 品　　名 価　格

YM-S4209 ハンドワインドローター 9T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

YM-S4210 ハンドワインドローター 10T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

YM-S4211 ハンドワインドローター 11T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

YM-S4212 ハンドワインドローター 12T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

YM-S4213 ハンドワインドローター 13T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

YM-S4214 ハンドワインドローター 14T ダブル “SW” 4mmコア ¥3,800

品　番 写　真 品名・特徴 巻き数 ブラシ 進角 価　格

YM-ZT4212 ZERO T-Series Modifi ed
バッテリーの大容量化に伴い、過負荷による発熱でモーターへの負担が大きく
なっています。ZERO Tシーリーズでは、放熱性に優れたアルミ製エンドベル（高
精度マシニング加工）、クーリング効果を発揮するフィン付ローター、クーリン
グホールを最適化したモーターカンなどの採用で発熱を低減し、モーターのパ
フォーマンスを最大限発揮します。T4は 3mmコア、Sコミュ仕様で高回転
タイプ。（10T相当のギヤ比をご使用下さい。）T5は2種で5mmコア、Mコミュ
仕様で高トルクタイプ。T6は6種で5mmコア、Sコミュ仕様でトルクタイプ。
（全てのカテゴリーをカバーするスタンダードモデル。）

12T

ダブル 標準 12度
（出荷時）

¥6,700
YM-ZT5210 10T ¥6,700
YM-ZT5211 11T ¥6,700
YM-ZT6207 7T ¥6,700
YM-ZT6208 8T ¥6,700
YM-ZT6209 9T ¥6,700
YM-ZT6210 10T ¥6,700
YM-ZT6211 11T ¥6,700
YM-ZT6212 12T ¥6,700

YM-ZSW208 ZERO S-WORLD Modifi ed
世界のビッグレースで勝利を収める R/C 界のベストモーターチュー
ナー、「マイク・リーディー」氏との共同開発によって誕生した新
ZERO-3rd カンを、高レベルなハンドワインドとマッチングした純レー
ス用モデル。世界最高ランクのハイパワー&ロングラン、信頼性を技
術革新により手頃な価格で実現。

8T

ダブル

標準

12度
（出荷時）

¥5,800

YM-ZSW209 9T ¥5,800

YM-ZSW210 10T ¥5,800

YM-ZSP308
ZERO S-PRO Modifi ed
2000年度 JMRCA全日本選手権5クラスを完全制覇した「S-power」を更
にパワーアップした究極のマシンワインドモディファイド。新型マグネット、
トルク型ローターの採用、更に各部の精度を見直す事により、ハンドワインド
モーターに引けを取らない抜群のパワーを発揮します。ツーリングカーは勿論、
オンロードからオフロードまで様々なカテゴリーに対応。

8T
トリプル

¥3,200

YM-ZSP309 9T ¥3,200

YM-ZSP210 10T
ダブル

¥3,200

YM-ZSP211 11T ¥3,200

YM-ZTSRF ZERO T-MAX F Rebuildoble Stock
JMRCA主催ツーリングカー全日本選手権スポーツクラスに向け開発した23T
ストックモーター。クーリングファン搭載モデル。分解可能なリビルダブルタ
イプ。新 ZERO-3rd カンと新設計の高回転型ローターの組み合わせにより、
23Tという限られた規制の中で、15Tモーターに匹敵する高回転を実現。
スタンドUP仕様の高回転型（SR）とトルク型（ST）、レイダウンブラシ仕
様の高回転型（LR）と高トルク型（LT）の計 4種をラインナップ。JRM・
JMRCAスポーツクラス規定対応。

23T シングル 20度
（固定）

¥2,700

YM-ZTSTF ¥2,700

YM-ZTLRF

レイダウン

¥2,700

YM-ZTLTF ¥2,700

YM-D1SP

ドリフト専用モーター
ヨコモ ドリフト ミーティング認定。
D1SP（19T) に加え、高回転型のD1M（15T）をラインナップ。入
門者向けにはD1S（35T）、D1R（27T）、をご用意しました。レベルアッ
プに応じて、モーターもステップアップ出来ます。

19T シングル 標準 24度（固定） ¥3,200

YM-D1M 15T シングル 標準 12度（出荷時） ¥3,200

YM-D1S 35T シングル 標準 24度（固定） ¥1,500

YM-D1R 27T シングル 標準 24度（固定） ¥1,500

YM-CS

CLUB SPORTS モーター
ヨコモ ドリフト ミーティング認定モーター（ウエルク、ビギナークラス）。
新設計の540タイプのモーターで、ローターには5極を仕様。フロントメタ
ルハウジングの形状をベアリングタイプと同径にすることで、クランプタイプ
のモーターマウントにも取り付けが可能です。入門のみならず、クラブレース 
レギュレーションモーターとしてもお勧めします。

27T
（5極）

¥1,100

YM-PS211

PRO STOCK2
幅広いラインナップによりあらゆるカテゴリーに対応。リーズナブルな
価格ながら信頼性が高く、レースでも上位を狙える高性能ストックモー
ター。巻き数が少ないほど回転が高く、巻き数が多いほどトルクが高く
なります。初心者の方には巻き数の多いトルクタイプをお勧めします。
ドリフト走行には27Tや 30Tがお勧めです。

11T

ダブル

標準

15度
（固定）

¥1,500
YM-PS213 13T ¥1,500
YM-PS215 15T ¥1,500
YM-PS217 17T

24度
（固定）

¥1,500
YM-PS219 19T ¥1,500
YM-PS221 21T ¥1,500
YM-PS123 23T

シングル

¥1,500
YM-PS127 27T ¥1,500
YM-PS130 30T ¥1,500
YM-PS135 35T ¥1,500
※ レイダウンタイプのモーターはノイズを発生しやすい為、ショットキーダイオードを複数付けるなどのノイズ対策が必要です。

モーター

品　番 品　　名 価　格

YM-S5205 ハンドワインドローター 5T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5206 ハンドワインドローター 6T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5207 ハンドワインドローター 7T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5208 ハンドワインドローター 8T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5209 ハンドワインドローター 9T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5210 ハンドワインドローター 10T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800

YM-S5211 ハンドワインドローター 11T ダブル “SW” 5mmコア ¥3,800
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修理について

VFS-1 シリーズは近藤科学にて修理を受け付けます。
SCR-6712はリビルドサービス（¥4,000）になります。
GM製スピードコントローラーはヨコモ（日本国内）にて修理しています。
修理期間は故障状況によって異なりますが、通常は2週間程度です。
故障状況によっては修理できない場合もございますので、ご了承下さい。
※  GM製スピードコントローラーに貼ってある銀色のYOKOMOシールをはがした場合は修理を
お断りしています。

※修理費用が高額（¥10,000程度）になる場合はお客様に確認の連絡を致します。
※故障状況（焼損など）によっては修理不能な場合もあります。ご了承下さい。

ESCスピードコントローラー（ESC）

品　番 写　真
品名・特徴 価　格

瞬間電流 連続電流 ON抵抗値 バッテリー BEC サイズ 重量

SC-MC2

YOKOMO VFS-1 Competition Ⅱ MASAMI MODEL
KO PROPO製 VFS-1 の基本プログラムを、ワールドチャンピオン「広坂 正美」がVFS-1 のポテンシャルを更に引き
出す為、正美流にアレンジしたオリジナルプログラムをプリインストールしたスペシャルモデルです。ストックモーター
からハイエンド・モディファイドモーターまで効率よくパワーを引き出し、パワフルにドライブします。また、2006
年 IFMA主催1/10ツーリングカー世界選手権時から更にプログラムを進化させ、大容量バッテリーにもいち早く対応。

¥24,800

- - - 4 ～ 8セル - 28× 25× 14.4mm 18.8g

GM-SX12WM

2004 IFMAR 世界選手権 1/12レーシング 優勝 !!
平成 16年度 JMRCAツーリングカー全日本選手権 エキスパートクラス優勝 !!

GM PURPLE SX12W ヨコモオリジナルモデル
ドイツGM社が誇る最新テクノロジー満載の超小型・高性能スピードコントローラー「SX12W」を、日本仕様にカス
タマイズ。万全の発熱対策で高回転型モーター使用時や激しいデッドヒートなどのレースシーンにおいても、高い信頼
性を発揮します。上級者向けセッティングであるオプションプログラムに、スロットル量に比例してカレントが自動調
整されるアジャスタブル周波数＆アジャスタブルトルクコントロール機能を追加。今までにないスムーズな加速とパワ
フルな走りを実現します。ヒートシンク標準装備。

¥29,800

600A 120A 0.00025Ω 4～8セル 6V1A/3A 25.4 × 21× 12.9mm 17g

SCR-DM

ドリフト マスター スピードコントローラー（バック付）
KO PROPO製 VFS-FR（バック付）をベースに、基本プログラムをドリフト走行に求められる中高速の伸びとパワー
を実現した、オリジナルプログラムがインストールされているスペシャルモデルです。
※バックキャンセル可

¥14,800

- - - 4 ～ 8セル - 32.6 × 29× 19.4mm 25.3g

SCR-6712

SCR-6712（バック付）
バック付きながら、12Tモーターも余裕で回せるハイスペックなヨコモオリジナル スピードコントローラー。ボタン一
つの簡単セットアップ機能やコネクターの標準装備で初心者でも安心。今流行のドリフト走行はもちろん、各種カテゴ
リーにご使用頂けます。各社受信機に対応。
※バックキャンセル不可

¥8,800

- - - 6 ～ 7セル - 31× 39× 16mm 53.5g

上級者向け

上級者向け

初級～中級者向け

中級～上級者向け

修理費用の目安（ヨコモに直接修理を依頼した場合）

①

基本料（点検・調整・洗浄） ¥1,500～
ケース交換（基本料込み） ¥2,500～
コード交換（基本料込み） ¥2,500～
FET交換などの修理（基本料込み） ¥3,000～ ¥10,000

② 代引き手数料 ¥300
③ 消費税 （①＋②）×0.05
④ 送料（地域によって異なります） ¥400～ ¥1,000

合計 ①＋②＋③＋④
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品　番 写　真 品名・特徴 価　格

YZ-MMS

MMS モーターチューナー
モーターの全てを管理する多機能モーターチューナー。慣らし運転は勿論、回転数などの性能測定、コンディショ
ンのチェックなどが行えます。電圧調整は0～8Vまで可変出来、最良の電圧で慣らし運転、性能測定が行えま
す。RPMセンサーの標準装備により、無負荷回転数を100～ 99,900回転の間で測定出来ます。コンディショ
ンメーター（バーグラフ表示）採用により、モーターコンディションを一目で診断出来ます。液晶には一画面で多
くの情報量を表示出来る2行表示の液晶ディスプレイを採用。バックライト付きなので暗い所でも鮮明表示します。
本体はコンパクトに折り畳める開閉式ディスプレーを採用（持ち運び時に液晶面が保護されます）。
■ディスプレイ：バックライト付きLCDディスプレイ　（電圧・消費電流・回転数・コンディションの表示）■付属品：
RPMセンサー・モータープラグ
○入力電源DC12V　○対応モーター7T以上（10A未満）　○出力電圧0.00～ 8.00V（可変式）　○ケース
サイズ158× 97× 37mm　○425g（コード含む）

¥17,800

YM-RPM

M-RPM モーター回転計
R/C用（3極DCモーター専用）モーターの回転数が手軽にチェック出来る非接触タイプのモーター回転計。モー
ターカンにセンサー部分を近づけるだけで、液晶ディスプレイに回転数を表示します。0～ 99999rpmまでの
測定が可能。
○電源9V乾電池（付属）　○ケースサイズ96×69× 28mm　○重量136g（電池含む）

¥9,500

品　番 品　　名 入り数 価　格

YM-081
モーターブラシ

1set ¥390

YM-081-5 5set ¥1,650

YM-081W ダブルワイヤーブラシ 1set ¥420

YM-091L
モーターブラシ（レイダウン）

1set ¥390

YM-091L-5 5set ¥1,650

YM-HSD ハイパーショッキーダイオード 1ヶ ¥3,200

YM-SD1 ショットキーダイオード 1ヶ ¥200

YM-HFC モーターコンデンサー 3ヶ ¥200

YM-UHFC ウルトラ モーターコンデンサー 3ヶ ¥300

YM-S317S シムセット（0.3 × 10ヶ / 0.5 × 10ヶ） ¥300

モーター用チューニングアイテム

品　番 品　　名 入り数 価　格

YM-BS140 ブラシスプリング （φ0.5 × 140度） ¥160

YM-BS150 ブラシスプリング （φ0.5 × 150度） ¥160

YZ-MM1 RPMセンサー（MMS用） ¥2,000

YZ-MM2 RPMセンサー用 モータープラグ（MMS用） ¥200

YM-CF ノイズキラー クランプフィルター 2 ¥500

YZ-FCS
受信機用 ノイズキラーセット
（フェライトコア・シールドテープ・アルミテープ）

¥2,800

YT-STS スーパーコンデンサー（受信機用補助電源） 1 ¥1,500

YZ-CFM マイクロ クーリングファン（車載用 ベアリング入） ¥1,350

YT-MS モーターステーション ¥5,200
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工具

品　番 品　　名 価　格

YC-1 パーツケース（59×87× 22mm） ¥120

YC-3 パーツケース（20×29× 20mm 8連）　3個入 ¥600

YC-5 パーツケース（102× 157× 40mm） ¥520

YC-6 パーツケース（145× 207× 40mm） ¥860

YC-7 パーツケース（190× 225× 40mm） ¥1,350

YC-8 パーツケース（228× 332× 72mm） ¥1,600

YC-9 パーツケース（193× 286× 46mm） ¥1,400

YT-21BK キャリングバッグ（30×56× 46cm） ¥5,800

品　番 品　　名 価　格

YT-PM ヨコモ ピットマット（ブルー） ¥2,980

SP-412 アソシ ピットタオル ¥3,800

YT-RMP レーシングミニパイロン（6ヶ） ¥980

YT-CDM コーナードットミニ（5ヶ） ¥1,600

収納ケース

その他

品　番 品　　名 価　格

ZC-TS1WM ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（Mサイズ） ¥2,500

ZC-TS1WL ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（Lサイズ） ¥2,500

ZC-TS1WXL ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（XLサイズ） ¥2,500

ZC-TS1BM ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（Mサイズ） ¥2,500

ZC-TS1BL ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（Lサイズ） ¥2,500

ZC-TS1BXL ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（XLサイズ） ¥2,500

ZC-TS1YM ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（Mサイズ） ¥2,500

ZC-TS1YL ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（Lサイズ） ¥2,500

ZC-TS1YXL ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（XLサイズ） ¥2,500

T シャツ

品　番 品　　名 価　格

YT-WDP1 ワークスドライバー プラス #1 ¥1,400

YT-WDP2
ワークスドライバー プラス #2
（3mmスクリュー用）

¥1,400

YT-WDM4
ワークスドライバー マイナス φ 4
（キャブレター調整に最適なロングタイプ）

¥1,400

YT-WDM5 ワークスドライバー マイナス φ 5 ¥1,400

YT-W150 ワークスレンチ 1.5mm（ピニオンギヤ用） ¥980

YT-W200 ワークスレンチ 2.0mm ¥980

YT-W250 ワークスレンチ 2.5mm ¥980

YT-W127 ワークスレンチ 0.050inch（ツィックスクリュー用） ¥980

YT-W158 ワークスレンチ 1/16inch ¥980

YT-W238 ワークスレンチ 3/32inch ¥980

YT-1600
ワークスレンチ 6.0mm
（GT-4 シリーズなどのピボットナット用）

¥1,280

YT-WN50 ナットドライバー 5.0mm（ボールエンド用） ¥1,480

YT-WN55 ナットドライバー 5.5mm（3mmナット用） ¥1,480

YT-WN70 ナットドライバー 7.0mm（4mmナット用） ¥1,480

YT-WN316 ナットドライバー 3/16inch（4-40スモールナット用） ¥1,480

YT-WN140 ナットドライバー 1/4inch（4-40ナット用他） ¥1,480

YT-WN1132 ナットドライバー 11/32inch（8-32ナット用他） ¥1,480

AS-6950
アソシ アレンレンチセット
（3/32・5/64・1/16・0.050inch）

¥630

YT-300 十字レンチ（5.0・5.5・7.0mm・ボールエンドキャップ） ¥200

ZM-TBL ターンバックルレンチ（スチール用） ¥180

KLD-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300

AS-6956 アソシ モールドツールセット ¥850

3M-2L
ストラッピングテープ 12mm×54.8m
（レーシングカーのバッテリー固定他用途いろいろ）

¥900

3M-2LW
ストラッピングテープ 19mm×54.8m
（レーシングカーのバッテリー固定他用途いろいろ）

¥1,400

YT-WG タイヤ接着用輪ゴム ¥120

ZC-203 両面テープ ¥90

ZC-203B 耐熱両面テープ（25×150mm×3枚） ¥250

AS-6727 アソシ 両面テープ ¥350

RC-320
タイヤ接着用両面テープ
（スポンジタイヤのホイール接着に）

¥150

YT-CC462 超硬カッター レザーカット φ 3× 12mm ¥2,800

YT-CC495 超硬カッター クロスエンド φ 6.4 × 13mm ¥3,300

YT-CC508 超硬カッター クロスカット φ 6.4 × 13mm ¥3,300

アイテム
品　番 品　　名 価　格

YT-MSY メンテナンススタンド（イエロー） ¥980

YT-MSB メンテナンススタンド（スモーク） ¥980

YT-RSY レーシングスタンド（イエロー） ¥880

YT-RSB レーシングスタンド（スモーク） ¥880

YT-HDG 2Way ゲージ（ハイト&ドループゲージ） ¥1,280

YT-DCG ドリフトキャンバーゲージ ¥1,980

FTP-1450 アソシ ハイトゲージ ¥2,200

FTP-1449 ライド ハイトゲージ（オフロード用） ¥3,500

FTP-3987 アソシ ダウンストップゲージ ¥520

YT-RSWRB
レーシングセッティングホイール（ブルー）
オフセット0車用

¥3,200

YT-RSWO セッティングホイール用Oリング（4ヶ） ¥180

YT-RSWN2 セッティングホイール用ナット（シルバー） ¥450

YT-RSWN セッティングホイール用ナット（ブルー） ¥450
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スクリュー（mm）

品　番 品　　名 入数 価格

ZC-SS33 セットスクリュー M3× 3mm 10 ¥120

ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120

ZC-SS310 セットスクリュー M3× 10mm 10 ¥120

ZC-SS312 セットスクリュー M3× 12mm 10 ¥120

ZC-SS48 セットスクリュー M4× 8mm 10 ¥250

品　番 品　　名 入数 価格

ZC-F35 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm 10 ¥150

ZC-F36 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 6mm 10 ¥150

ZC-F38 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 8mm 10 ¥150

ZC-F310 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 10mm 10 ¥150

ZC-F312 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 12mm 10 ¥150

ZC-F314 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 14mm 10 ¥150

ZC-F315 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 15mm 10 ¥150

ZC-F316 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 16mm 10 ¥150

ZC-F318 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 18mm 8 ¥150

ZC-F320 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 20mm 8 ¥150

ZC-F322 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 22mm 8 ¥150

ZC-F325 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 25mm 8 ¥150

ZC-F330 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 30mm 6 ¥150

ZC-F35T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm 5 ¥350

ZC-F36T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 6mm 5 ¥350

ZC-F38T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 8mm 5 ¥350

ZC-F310T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 10mm 5 ¥350

ZC-F312T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 12mm 4 ¥350

ZC-F315T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 15mm 4 ¥350

ZC-F318T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 18mm 4 ¥380

ZC-F320T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 20mm 4 ¥380

ZC-F322T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 22mm 4 ¥380

ZC-F325T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 25mm 3 ¥380

ZC-F330T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 30mm 2 ¥380

ZC-F335T チタン製 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 35mm 2 ¥380

ZC-BH35 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm 10ヶ ¥150

ZC-BH36 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 6mm 10ヶ ¥150

ZC-BH38 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 8mm 10ヶ ¥150

ZC-BH310 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 10mm 10ヶ ¥150

ZC-BH312 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 12mm 10ヶ ¥150

ZC-BH314 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 14mm 10ヶ ¥150

ZC-BH315 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 15mm 10ヶ ¥150

ZC-BH316 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 16mm 10ヶ ¥150

ZC-BH318 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 18mm 8ヶ ¥150

ZC-BH320 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 20mm 8ヶ ¥150

ZC-BH322 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 22mm 8ヶ ¥150

ZC-BH325 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 25mm 8ヶ ¥150

ZC-BH330 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 30mm 6ヶ ¥150

ZC-BH335 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 35mm 4ヶ ¥150

ZC-BH35T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm 5ヶ ¥350

ZC-BH36T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 6mm 5ヶ ¥350

ZC-BH38T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 8mm 5ヶ ¥350

ZC-BH310T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 10mm 5ヶ ¥350

ZC-BH312T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 12mm 4ヶ ¥350

ZC-BH315T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 15mm 4ヶ ¥350

ZC-BH318T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 18mm 4ヶ ¥380

ZC-BH320T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 20mm 4ヶ ¥380

ZC-BH322T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 22mm 4ヶ ¥380

ZC-BH325T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 25mm 3ヶ ¥380

ZC-BH330T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 30mm 2ヶ ¥380

ZC-BH335T チタン製 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 35mm 2ヶ ¥380

セットスクリュー（mm）

品　番 品　　名 入数 価格

ZC-N4AFB アルミ製 フランジ付 ナイロンロックナット 4mm（ブルー） 4 ¥180

ZC-N3AB アルミ製 ナイロンロックナット 薄型3mm（ブルー） 4 ¥150

ZC-N3APB アルミ製 平ナット 3mm（ブルー） 4 ¥120

ZC-N4FBK アルミ製 フランジ付 ロックナット 4mm（ブラック） 4 ¥380

ZC-N4FBL アルミ製 フランジ付 ロックナット 4mm（ブルー） 4 ¥380

ZC-N4FP アルミ製 フランジ付 ロックナット 4mm（パープル） 4 ¥380

ZC-N4FR アルミ製 フランジ付 ロックナット 4mm（レッド） 4 ¥380

ナット（mm）

品　番 品　　名 入数 価格

ZC-S20
スペーサーシム 内径2.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S25
スペーサーシム 内径2.5mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S30
スペーサーシム 内径3.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S305
ステンレス製 スペーサーシム
（内径3.1mm 厚さ 0.05mm）

10 ¥150

ZC-S310 ステンレス製 スペーサーシム（内径3.1mm 厚さ 0.1mm） 10 ¥150

ZC-S320 ステンレス製 スペーサーシム（内径3.1mm 厚さ 0.2mm） 10 ¥150

ZC-S330 ステンレス製 スペーサーシム（内径3.1mm 厚さ 0.3mm） 10 ¥150

ZC-S350 ステンレス製 スペーサーシム（内径3.1mm 厚さ 0.5mm） 10 ¥150

ZC-S35S ステンレス製 スペーサーシム（内径3.0mm 厚さ 0.5mm） 10 ¥120

ZC-S40
スペーサーシム 内径4.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S50
スペーサーシム 内径5.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S60
スペーサーシム 内径6.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各20 ¥380

ZC-S100
スペーサーシム 内径10.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各10 ¥380

ZC-S50S
ステンレス製 
スペーサーシム 内径5.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各10 ¥450

ZC-S60S
ステンレス製 
スペーサーシム 内径6.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各10 ¥450

ZC-S80S
ステンレス製 
スペーサーシム 内径8.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各10 ¥450

ZC-S100S
ステンレス製 
スペーサーシム 内径10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各10 ¥450

スペーサーシム（mm）

ヨコモ 汎用パーツ
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品　番 品　　名 入数 価格

ZM-TB20 ターンバックル 20mm 2 ¥250

ZM-TB25 ターンバックル 25mm 2 ¥300

ZM-TB27 ターンバックル 27mm 2 ¥300

ZM-TB30 ターンバックル 30mm 2 ¥300

ZM-TB33 ターンバックル 33mm 2 ¥300

ZM-TB36 ターンバックル 36mm 2 ¥300

ZM-TB42 ターンバックル 42mm 2  ¥300

ZM-TB48 ターンバックル 48mm 2 ¥300

ZM-TB52 ターンバックル 52mm 2 ¥300

ZC-TB16 チタン製 ターンバックル 16mm 2 ¥700

ZC-TB18 チタン製 ターンバックル 18mm 2 ¥700

ZC-TB20 チタン製 ターンバックル 20mm 2 ¥700

ZC-TB25 チタン製 ターンバックル 25mm 2 ¥700

ZC-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm 2 ¥700

ZC-TB29 チタン製 ターンバックル 29mm 2 ¥700

ZC-TB33 チタン製 ターンバックル 33mm 2 ¥700

ZC-TB36 チタン製 ターンバックル 36mm 2 ¥700

ZC-TB39 チタン製 ターンバックル 39mm 2 ¥700

ZC-TB42 チタン製 ターンバックル 42mm 2 ¥700

ZC-TB45 チタン製 ターンバックル 45mm 2 ¥700

ZC-TB48 チタン製 ターンバックル 48mm 2 ¥700

ZC-TB50 チタン製 ターンバックル 50mm 2 ¥700

ZC-TB52 チタン製 ターンバックル 52mm 2 ¥850

ZC-TB55 チタン製 ターンバックル 55mm 2 ¥850

ZC-TB58 チタン製 ターンバックル 58mm 2 ¥850

ZC-TB60 チタン製 ターンバックル 60mm 2 ¥850

ZC-TB62 チタン製 ターンバックル 62mm 2 ¥850

ZC-TB65 チタン製 ターンバックル 65mm 2 ¥850

ZC-TB67 チタン製 ターンバックル 67mm 2 ¥850

品　番 品　　名 入数 価格

RC-313S フードピン（S） 12 ¥120

RC-313M フードピン（M） 10 ¥120

RC-313L フードピン（L） 10 ¥120

ZR-200A ブラックアンテナセット ¥180

ZR-200C アンテナキャップ
¥120

ZR-200H アンテナホルダー ¥150

YT-RW5106 レーシングウェイト（5g× 4ヶ・10g× 6ヶ） ¥550

ターンバックル（mm） その他
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25価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

品　番 品　　名 入数 価格

FTP-1401
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.3inch（33mm）

2 ¥1,380

FTP-1402
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.375inch（35mm）

2 ¥1,380

FTP-1403
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.65inch（42mm）

2 ¥1,380

FTP-1404
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.775inch（45mm）

2 ¥1,380

FTP-1405
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.875inch（48mm）

2 ¥1,550

FTP-1407
アソシ チタン製 ターンバックル 
2.3inch（51mm）

2 ¥1,550

FTP-1408
アソシ チタン製 ターンバックル 
2.65inch（67mm）

2 ¥1,380

FTP-1414
アソシ チタン製 ターンバックル 
1.125inch（28.5mm）

2 ¥1,380

FTP-1111 ファクトリー ターンバックル レンチ 1 ¥900

品　番 品　　名 入数 価格

AS-6332 アソシ フードピン 6 ¥185

FTP-1736 アソシ フードピン（ブルー） 6 ¥330

FTP-3968 アソシ ダミートランスポンダー ¥1,880

ターンバックル（汎用）

品　番 品　　名 入数 価格

AS-6291 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 1/4inch 6 ¥520

AS-7673 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 5/16inch 6 ¥520

AS-6292 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 3/8inch 6 ¥520

AS-6922 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 1/2inch 6 ¥520

AS-4519 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 9/16inch 6 ¥520

AS-6915 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 5/8inch 6 ¥520

AS-6923 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40× 3/4inch 6 ¥520

AS-9269 フラットヘッド ソケットスクリュー 5-40× 1/2inch 6 ¥520

AS-6939
アルミ製 フラットヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 1/4inch

6 ¥520

AS-6933
アルミ製 フラットヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 5/16inch

6 ¥520

AS-6934
アルミ製 フラットヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 3/8inch

6 ¥520

AS-6938
アルミ製 フラットヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 1/2inch

6 ¥520

AS-7658 アルミ製 フラットヘッド スクリュー 8-32× 3/8inch 6 ¥520

AS-6280 アルミ製 フラットヘッド スクリュー 8-32× 1/2inch 16 ¥520

AS-8439 アルミ製 フラットヘッド スクリュー 8-32× 5/8inch 4 ¥360

AS-6281 アルミ製 フラットヘッド スクリュー 8-32× 7/8inch 6 ¥290

AS-8180 アルミ製 フラットヘッド スクリュー 8-32× 1inch 6 ¥350

AS-9215 フラットヘッド スクリュー 6-32× 3/16inch 6 ¥290

AS-6931 フラットヘッド スクリュー 8-32× 1/4inch 6 ¥290

AS-9146 ボタンヘッド ソケットスクリュー 2-56× 3/16inch 6 ¥360

AS-6288 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 1/4inch 6 ¥520

AS-4334 ボタンヘッド ソケットスクリュー 2-56× 5/16inch 6 ¥360

AS-6920 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 3/16inch 6 ¥520

AS-6919 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 5/16inch 6 ¥520

AS-6917 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 3/8inch 6 ¥520

AS-6918 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 1/2inch 6 ¥520

AS-7633 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 5/8inch 6 ¥520

AS-7413 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 3/4inch 6 ¥520

AS-6946
アルミ製 ボタンヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 5/16inch

6 ¥520

AS-6947
アルミ製 ボタンヘッド ソケットスクリュー 
4-40× 3/8inch

6 ¥520

AS-6285 キャップスクリュー 4-40× 1/4inch 12 ¥520

AS-6932 キャップスクリュー 4-40× 5/16inch 6 ¥520

AS-6929 キャップスクリュー 4-40× 3/8inch 4 ¥520

AS-6924 キャップスクリュー 4-40× 3/8inch 6 ¥520

AS-7874 キャップスクリュー 4-40× 7/16inch 8 ¥520

AS-6925 キャップスクリュー 4-40× 1/2inch 6 ¥520

AS-6926 キャップスクリュー 4-40× 5/8inch 6 ¥520

AS-6927 キャップスクリュー 4-40× 3/4inch 6 ¥520

AS-6928 キャップスクリュー 4-40× 1inch 6 ¥520

AS-6284 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 1/4inch 12 ¥960

AS-4145 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 5/16inch 4 ¥330

AS-6860 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 3/8inch 6 ¥630

AS-7873 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 7/16inch 8 ¥630

AS-7801 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 5/8inch 8 ¥630

AS-6935 アルミ製 キャップスクリュー 4-40× 1inch 4 ¥780

品　番 品　　名 入数 価格

AS-4449 アルミ製 ミニロックナット 4-40 5 ¥520

AS-6937 アルミ製 ロックナット 4-40 6 ¥780

AS-3438 アルミ製 薄型ロックナット 8-32 3 ¥260

AS-6943 アルミ製 ロックナット 8-32 6 ¥680

AS-7260 アルミ製 平ナット 4-40 12 ¥520

AS-8182 アルミ製 平ナット 8-32 6 ¥350

AS-6222 ナイロン製 ロックナット 4-40 8 ¥520

AS-4185 ナイロン製 ロックナット 8-32 6 ¥260

スクリュー（inch）

品　番 品　　名 入数 価格

AS-7337 サーボマウントワッシャー 4 ¥180

AS-6936 アルミ #4ワッシャー 10 ¥260

AS-3323 ボディマウント用アルミワッシャー 10 ¥260

AS-6472 ショックマウントナット 4 ¥200

AS-8409
INDサス用
アッパーAアームスクリュー

4 ¥360

AS-3934 モーター取り付け用スクリュー 4 ¥120

AS-6930
ショック取り付けスクリュー 
4-40× 3/4

6 ¥520

AS-6929
キャップスクリュー（穴付）
4-40× 3/8inch

4 ¥520

ナット（inch）

ワッシャー / その他スクリュー（inch）

その他

アソシ 汎用パーツ
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品　番 品　　名 価　格

PG-4816 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 16T ¥650

PG-4817 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 17T ¥650

PG-4818 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 18T ¥650

PG-4819 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 19T ¥650

PG-4820 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 20T ¥650

PG-4821 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 21T ¥650

PG-4822 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 22T ¥650

PG-4823 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 23T ¥650

PG-4824 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 24T ¥650

PG-4825 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 25T ¥650

PG-4826 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 26T ¥650

PG-4827 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 27T ¥650

PG-4828 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 28T ¥650

PG-4829 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 29T ¥650

PG-4830 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 30T ¥650

PG-4831 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 31T ¥650

PG-4832 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 32T ¥650

PG-4833 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 33T ¥650

PG-4834 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 34T ¥650

PG-4835 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 35T ¥650

PG-4836 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 36T ¥650

PG-4837 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 37T ¥650

PG-4838 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 38T ¥650

PG-4839 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 39T ¥650

PG-4840 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ 40T ¥650

PG-6422 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 22T ¥650

PG-6423 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 23T ¥650

PG-6424 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 24T ¥650

PG-6425 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 25T ¥650

PG-6426 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 26T ¥650

PG-6427 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 27T ¥650

PG-6428 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 28T ¥650

PG-6429 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 29T ¥650

PG-6430 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 30T ¥650

PG-6431 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 31T ¥650

PG-6432 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 32T ¥650

PG-6433 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 33T ¥650

PG-6434 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 34T ¥650

PG-6435 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 35T ¥650

PG-6436 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 36T ¥650

PG-6437 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 37T ¥650

PG-6438 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 38T ¥650

PG-6439 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 39T ¥650

PG-6440 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 40T ¥650

PG-6441 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 41T ¥650

PG-6442 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 42T ¥650

PG-6443 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 43T ¥650

PG-6444 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 44T ¥650

PG-6445 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 45T ¥650

PG-6446 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 46T ¥650

PG-6447 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 47T ¥650

PG-6448 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 48T ¥650

PG-6449 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 49T ¥650

PG-6450 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 50T ¥650

ピニオンギヤの取外しが容易になるツィックスクリュー用レンチ

YT-W150 ワークスレンチ 1.5mm ¥980

ピニオンギヤ（汎用）

品　番 品　　名 価　格

AS-8253 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 16T ¥850

AS-8254 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 17T ¥850

AS-8255 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 18T ¥850

AS-8256 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 19T ¥850

AS-8257 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 20T ¥850

AS-8258 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 21T ¥850

AS-8259 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 22T ¥850

AS-8260 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 23T ¥850

AS-8261 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 24T ¥850

AS-8262 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 25T ¥850

AS-8263 アソシ製 ピニオンギヤ（スチール） 48ピッチ 26T ¥850

汎用パーツ

品　番 品　　名 価　格

SG-4868 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 68T ¥550

SG-4869 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 69T ¥550

SG-4870 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 70T ¥550

SG-4871 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 71T ¥550

SG-4872 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 72T ¥550

SG-4877 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 77T ¥550

SG-4878 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 78T ¥550

SG-4879 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 79T ¥550

SG-4880 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 80T ¥550

SG-4881 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 81T ¥550

SG-4882 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 82T ¥550

SG-4883 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 83T ¥550

SG-4884 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ 84T ¥550

SG-6488 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 88T ¥550

SG-6489 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 89T ¥550

SG-6490 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 90T ¥550

SG-6491 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 91T ¥550

SG-6492 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 92T ¥550

SG-6493 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 93T ¥550

SG-6494 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 94T ¥550

SG-6498 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 98T ¥550

SG-6499 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 99T ¥550

SG-64100 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 100T ¥550

SG-64101 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 101T ¥550

SG-64102 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 102T ¥550

SG-64103 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 103T ¥550

SG-64104 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 104T ¥550

SG-64105 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 105T ¥550

SG-64106 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 106T ¥550

SG-64107 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 107T ¥550

SG-64108 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 108T ¥550

SG-64109 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 109T ¥550

SG-64110 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 110T ¥550

SG-64111 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 111T ¥550

SG-64112 プレシジョン スパーギヤ 64ピッチ 112T ¥550

スパーギヤ（汎用）
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品　番 品　　名 価　格

TR-4816 48ピッチ 16Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4817 48ピッチ 17Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4818 48ピッチ 18Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4819 48ピッチ 19Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4820 48ピッチ 20Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4821 48ピッチ 21Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4822 48ピッチ 22Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4823 48ピッチ 23Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4824 48ピッチ 24Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4825 48ピッチ 25Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4826 48ピッチ 26Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4827 48ピッチ 27Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4828 48ピッチ 28Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4829 48ピッチ 29Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4830 48ピッチ 30Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4831 48ピッチ 31Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4832 48ピッチ 32Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4833 48ピッチ 33Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4834 48ピッチ 34Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-4835 48ピッチ 35Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

タイタニウム レーシング社製 ピニオンギヤ（汎用）

品　番 品　　名 価　格

TR-6420 64ピッチ 20Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6421 64ピッチ 21Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6422 64ピッチ 22Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6423 64ピッチ 23Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6424 64ピッチ 24Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6425 64ピッチ 25Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6426 64ピッチ 26Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6427 64ピッチ 27Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6428 64ピッチ 28Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6429 64ピッチ 29Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6430 64ピッチ 30Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6431 64ピッチ 31Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6432 64ピッチ 32Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6433 64ピッチ 33Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6434 64ピッチ 34Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6435 64ピッチ 35Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6436 64ピッチ 36Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6437 64ピッチ 37Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6438 64ピッチ 38Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6439 64ピッチ 39Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6440 64ピッチ 40Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6441 64ピッチ 41Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6442 64ピッチ 42Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6443 64ピッチ 43Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6444 64ピッチ 44Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6445 64ピッチ 45Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6446 64ピッチ 46Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6447 64ピッチ 47Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700

TR-6448 64ピッチ 48Ｔ ピニオンギヤ (アルミ製 ハードコート ) ¥700
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品　番 品　　名 入数 価格 用　　途

BB-63F-2 ボールベアリング φ 6×φ3×2.5mm フランジ 2 ¥520
MR-4TC BD（ステアリングリンケージ部 2ヶ）
MR-4TC SD LCG（ステアリングリンケージ部 2ヶ）

BB-84-2 
ボールベアリング φ 8×φ4×3mm

2 ¥400 MR-4TC BD（センターシャフト部 2ヶ・ステアリング
リンケージ部 4ヶ）
MR-4TC SD（サーボセイバー）
MR-4シリーズ（センターシャフト・ベルトテンショナー・
サーボセイバー）
GT-4（ベルトテンショナー）

BB-84-4 4 ¥800

BB-840P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 8×φ4×3mm

2 ¥980

BB-85-4 ボールベアリング φ 8×φ5×2.5mm（ボール9ヶ仕様） 4 ¥980

MR-4TC BD（デフインナー部 2ヶ）
MR-4TC SD（デフインナー）
MR-4シリーズ（デフインナー）

BB-850P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 8×φ5×2.5mm（ボール13ヶ仕様）

2 ¥980

BB-850C2
セラミック ボールベアリング
φ8×φ5×2.5mm

2 ¥1,700

BB-106-2
ボールベアリング φ 10×φ6×3mm

2 ¥450

MR-4TC BD（アクスル部 8ヶ）
MR-4TC SD（アクスル）
MR-4シリーズ（アクスル）

BB-106-4 4 ¥880

BB-1060P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 10×φ6×3mm

2ヶ ¥980

BB-106C2 セラミック ボールベアリング φ 10×φ6×3mm 2 ¥1,700

ZC-417R 
ボールベアリング φ 11×φ5×4mm

2 ¥450

YR-4 シリーズ（アクスル）ZC-416R 4 ¥880

BB-115C2 セラミック ボールベアリング φ 11×φ5×4mm 2 ¥1,700

BB-126-2
ボールベアリング φ 12×φ6×4mm

2 ¥450
MR-4 シリーズ（HDリアハブキャリア）
GT-4 シリーズ（センターシャフト・ミドルシャフト）

BB-126-4 4 ¥880

BB-126C セラミック ボールベアリング φ 12×φ6×4mm 1 ¥850

BB-126N-2

ボールベアリング φ 12×φ6×3.5mm

2 ¥580

MR-4 シリーズ（HDステアリングブロック）

BB-126N-4 4 ¥1,100

BB-1510
ボールベアリング 
φ 15×φ10× 4mm（ボール11ヶ仕様）

2 ¥600
MR-4TC BD（バルクヘッド部 4ヶ）
MR-4TC SD（トランスミッション）
MR-4シリーズ・YR-4 シリーズ（バルクヘッド）
GT-4 シリーズ（F&Rハブキャリア・バルクヘッド）

BB-1510P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 15×φ10× 4mm（ボール13ヶ仕様）

2 ¥980

BB-1510C2
セラミック ボールベアリング
φ15×φ10× 4mm（ボール13ヶ仕様）

2 ¥2,100

BB-105-2 ボールベアリング φ 10×φ5×4mm 2 ¥450
MR-4TC SD（トランスミッション）
GT-4 シリーズ（クラッチベル）
MR-4BX（アクスル部 8ヶ）

BB-1050P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 10×φ5×4mm

2 ¥980

BB-105C2 セラミック ボールベアリング φ 10×φ5×4mm 2 ¥1,700

BB-1480-2 ボールベアリング φ 14×φ8×4mm 2 ¥520

MR-4TC SD（トランスミッション）BB-1480P
スーパープレシジョン ボールベアリング 
φ 14×φ8×4mm

2 ¥980

BB-148C2 セラミック ボールベアリング φ 14×φ8×4mm 2 ¥1,700

BD-BBP MR-4TC BD用 スーパープレシジョン ボールベアリングセット 14 ¥4,800
84× 2・106× 8・1510× 4

BD-BBC MR-4TC BD用 セラミック ボールベアリングセット 14 ¥9,500

SD-BBP MR-4TC SD用 スーパープレシジョン ボールベアリングセット 23 ¥7,800

SD-BBC MR-4TC SD用 セラミック ボールベアリングセット 19 ¥12,800
85× 2・105× 3・106× 8
148× 2・1510× 4

※セラミックボールベアリングには、グリスではなくオイルが塗布されています。
　このオイルをクリーナーなどで脱脂し、F-ZEROなどの潤滑オイルで注油すると、更に優れたパフォーマンスを発揮します。

ボールベアリング（mm）

汎用パーツ
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品　番 品　　名 入数 価格 用　　途

AS-897 ボールベアリング φ 1/4×φ3/8× 0.125inch 2 ¥950 1/12&1/10オンロードカー（リアアクスル）

AS-897S ボールベアリング φ 1/4×φ3/8× 0.125inch 1 ¥450 1/12&1/10オンロードカー（スパーギヤ）

AS-3655

ボールベアリング φ 1/8×φ5/16× 0.1094inch

4 ¥1,800 1/12&1/10オンロードカー（フロントトレールアクスル）

SP-3655S 4 ¥1,400 1/12 JACO フロントホイール ベアリング

AS-9162 ボールベアリング φ 1/8×φ1/4× 0.0937inch 1 ¥450 アソシRC10B3&T3（サーボセイバーベルクランク）

AS-6902

ボールベアリング φ 3/16×φ5/16× 0.1094inch

2 ¥950

1/12・1/10オンロード（フロントインラインアクスル）

AS-6863BB 4 ¥1,800

AS-6906 ボールベアリング φ 3/16×φ3/8× 0.125inch 2 ¥950
アソシRC10TC3（アクスル・バルクヘッド）
アソシRC10B3・T3（フロントホイール・リアアクスル・
トランスミッション）

AS-6909 ボールベアリング φ 3/16×φ5/16× 0.1094inch 2 ¥900 アソシRC10TC3（スチールデフジョイント用インナー）

AS-6589 ボールベアリング φ 5/32×φ5/16× 0.1094inch 2 ¥1,950 アソシRC10B4&T4（デフインナー）

AS-6903 ボールベアリング φ 3/8×φ5/8× 0.1562inch 2 ¥3,000 アソシRC10TC3・B3・T3（デフ受け）

FTP-3971 ステアリングラック用 ベアリング B4・T4 4 ¥1,800

ボールベアリング（inch）

品　番 品　　名 入数 価格 用　　途

ZD-505

デフボール 3/32inch

標準 24 ¥150

MR-4 シリーズ（33Tプーリー車）他ZD-505T タングステン（高耐久） 12 ¥980

ZD-505C12 セラミック（高耐久） 12 ¥1,980

AS-6581 カーバイド（高耐久） 12 ¥1,780 アソシRC10TC3・RC10B3他

ZC-505

デフボール 1/8inch

標準 24 ¥120

YR-4 シリーズ（33Tプーリー車）・
YRX-2000・RC12L3Y・
アソシRC10L2・RC10L3O他

AS-6626 標準 16 ¥180

AS-6626P スーパーグレード（高精度） 16 ¥480

AS-6619 カーバイド（高耐久） 8 ¥1,380

ZS-507
スラストボール 1/16inch

標準 ¥200 MR-4 シリーズ用（スラストワッシャー付き）

ZC-507T タングステン（高耐久） 16 ¥680 MR-4 シリーズ・YR-4 シリーズ他

AS-6574 スラストボール 5/64inch 標準 6 ¥420 アソシRC10TC3・RC10B3・RC10T3他

デフボール / スラストボール
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品　番 品　　名 入数 価格 適合

キット
DP-180SX ドリフトパッケージ NISSAN 180SX キット ¥21,800
DP-AE86 ドリフトパッケージ TOYOTA AE86 TRUENO キット ¥21,800
DP-S15 ドリフトパッケージ NISSAN S15 SILVIA キット ¥21,800
DP-FC3S ドリフトパッケージ MAZDA FC3S RX-7 キット ¥21,800

DP-HKS ドリフトパッケージ D1仕様
HKS HIPER SILVIA S15（NISSAN SILVIA）キット ¥23,800

DP-APEX ドリフトパッケージ D1仕様
A'PEX D1 PROJECT FD3S（MAZDA RX-7）キット ¥23,800

DP-BLR34 ドリフトパッケージ D1仕様
BLITZ ER34 D1 SPEC（NISSAN SKYLINE）キット ¥23,800

DP-TSS15 ドリフトパッケージ D1仕様
TOP SECRET S15（NISSAN SILVIA）キット ¥23,800

DP-KOS15 ドリフトパッケージ D1仕様
KEI OFFICE S15（NISSAN SILVIA）キット ¥23,800

DP-IS220 ドリフトパッケージ D1仕様
HKS IS220-R（TOYOTA ALTEZZA）キット ¥23,800

DP-ORCZ33 ドリフトパッケージ D1仕様
ORC with TOP SECRET Z33（NISSAN Z）キット ¥23,800

DP-JZX ドリフトパッケージ D1仕様
Kunny's JZX100（TOYOTA CHASER）キット ¥23,800

DP-GDB ドリフトパッケージ D1仕様
YUKE'S CUSCO with ADVAN インプレッサ キット ¥23,800

DP-RSR ドリフトパッケージ
RS☆R JZA80 スープラ キット ¥23,800

DP-REA ドリフトパッケージ D1仕様
RE雨宮 RX-7 キット ¥23,800

DP-DR86 ドリフトパッケージ D1仕様
DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO キット ¥23,800

シャーシ etc.
SD-001 フロント バンパー ¥380 ●
SD-001S サイド ウレタンバンパー 2 ¥380 ★
SD-001W フロント ワイドバンパー ¥980 ★
SD-001FS フロント ウレタン バンパー ¥450 ●
SD-001R リア バンパー ¥250 ●
SD-016MB マルチボディマウント 2 ¥680 ★
SD-002M CMメインシャーシ ¥3,500 ●
SD-002MG CGMメインシャーシ ¥5,400 ★
SD-002MGL CGM LWメインシャーシ（軽量マシンカット済） ¥7,200 ★
SD-002B CMシャーシブレースセット（フロント&リア） ¥780 ●
SD-002BG CGMシャーシブレースセット（フロント&リア） ¥1,350 ★

SD-118 バッテリープレート ＆ マウントセット ¥720 ●
SD-118G グラファイト製 バッテリープレート ＆ マウントセット ¥1,380 ★
SD-118M アルミ製 スペシャルバッテリーポスト ¥480 ★

SD-017T CM ショックタワーセット（フロント＆リア） ¥680 ●
SD-017TG CGM ショックタワーセット（フロント＆リア） ¥1,350 ★
SD-304GC スパーギヤ カバー（樹脂シャーシ用） ¥480 ★
ZS-016 ボディマウントセット ¥460 ●
ZS-ABM5 アジャスタブルボディマウント 2 ¥680 ★
ZR-BMP5 ボディマウントパッチ 8 ¥360 ★
RC-313S フードピン（S） 12 ¥120 ●
ZR-200A ブラックアンテナセット 2 ¥180 ●
ZR-200C アンテナキャップ ¥120 ●

ステアリング リンケージ
SD-202 ステアリングベルクランク ¥550 ●
SD-202G グラファイト製 ステアリングベルクランク ¥1,250 ★
SD-202PD ステアリングベルクランクポスト ¥250 ●
SD-202P アルミ製 ステアリングベルクランクポスト 2 ¥550 ★
BB-84-2 サーボセイバー用 ベアリング 2 ¥400 ★
BB-84-4 サーボセイバー用 ベアリング 4 ¥800 ★
BB-840P サーボセイバー用 スーパープレシジョン ベアリング 2 ¥980 ★

ZC-206 ロッドエンド ボール 5 ¥120 ●
ZC-206HS アルミ製 ロッドエンドボール 4 ¥800 ★
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★
SD-401HC ロッドエンド ボール（ネジ短） 4 ¥260 ●
ZC-206L ロッドエンド ボール L 4 ¥150 ●
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ●

SD-200H サーボセイバーホーンセット ¥650 ●

SD-203 サーボマウント ＆ サーボセイバーカラー
スタビマウント ＆ アンテナ マウント ¥580 ●

ZM-TB25 チタン製 ターンバックル 25mm 2 ¥300 ●
ZM-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm 2 ¥300 ●
ZC-TB25 チタン製 ターンバックル 25mm 2 ¥700 ★

ZC-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm 2 ¥700 ★

サスペンション
SD-007T チタン アッパー“I”アームセット ¥1,980 ★
SD-401HC ロッドエンド ボール（ネジ短） 4 ¥260 ●
ZC-206 ロッドエンド ボール 5 ¥120 ●
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ●
ZC-TB39 チタン製 ターンバックル 39mm 2 ¥700 ★
SD-008 ロア サスアーム 2 ¥500 ●
SD-008G グラファイト製 ロア サスアーム 2 ¥980 ★
SD-008H H.D. ロアサスアーム FR1 ¥500 ★
SD-008HG H.D. グラファイト製 ロア サスアーム FR1 ¥980 ★
SD-008N ロア サスアーム F & R 共通（深リムホイール専用） ¥500 ★
SD-009 ハード サスアームピン セット ¥720 ●

ZM-410 サスアームピン固定用 スクリュー（M2.6 × 4mm） ¥100 ●

ZC-BH265T サスアームピン固定用 
チタン製タッピングスクリュー（M2.6 × 5mm） 5 ¥300 ★

SD-300 サスマウント セット
（フロント スキッド0度 & リア トーイン1・2・3度） ¥650 ●

SD-300M サスマウントセット（FR ＆ RF セパレートタイプ） ¥580 ●

SD-300FF0 アルミ製 フロントサスマウント
（フロント側スキッド0度） ¥1,280 ★

BD-300MFR アルミ製 フロントサスマウント
（リア側 セパレートタイプ） ¥1,350 ★

SD-300MRF アルミ製 リアサスマウント
（フロント側 セパレートタイプ） ¥1,350 ★

SD-300RR2 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2度） ¥1,280 ★
SD-300R25 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2.5 度） ¥1,280 ★
SD-300RR3 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン3度） ¥1,280 ★
SD-300B アルミ製 サスマウント用 サスアームピンボール 4 ¥250 ★

ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ●
ZC-SS310 セットスクリュー M3× 10mm 10 ¥120 ●
SD-4134H フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥580 ●
SD-414 キングピン セット 4 ¥200 ●
SD-414C アルミ キングピンカラー 4 ¥250 ★
SD-414B 軽量ベルクランクピン（チタンビス付） 2 ¥370 ★
SD-414TA 軽量キングピンセット（チタンビス付） 2 ¥370 ★

SD-415 ステアリングブロック（トレール1） & 
リアハブキャリア（トーイン0度） ¥580 ●

SD-415S ステアリングブロック（トレール0） ¥580 ★
SD-415R05 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥580 ★
SD-415R10 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥580 ★

SD-4134G グラファイト製 
フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥900 ★

SD-415G グラファイト製 ステアリングブロック（トレール1） 
& リアハブキャリア（トーイン0度） ¥900 ★

SD-415SG グラファイト製 ステアリングブロック（トレール0） ¥900 ★
SD-415G05 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥900 ★
SD-415G10 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥900 ★
BB-106-2 ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥450 ★
BB-106-4 ベアリング（φ10×φ6） 4 ¥880 ★
BB-1060P スーパープレシジョン ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥980 ★
BB-106C2 セラミック ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥1,700 ★

ドライブシャフト
SD-010FS フロント L.F. ユニバーサルドライブシャフト 2 ¥2,000 ●
SD-010FH フロント ハード ユニバーサル ドライブシャフト 2 ¥2,480 ★
SD-010RH リア ハード ユニバーサル ドライブシャフト 2 ¥2,480 ★
ZS-010FTA フロント L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ●
ZS-010RSB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（スチール）  ¥520 ●
ZS-010RTB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（アルミ）  ¥900 ★
ZS-010RS リア L.F. ユニバーサル セット 2 ¥2,000 ★
ZS-010RT リア L.F. ユニバーサル セット（アルミボーンタイプ） 2 ¥2,600 ★
ZS-010RTA リア L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ★
ZS-010TP L.F. ユニバーサル用 ジョイントピン  ¥220 ★
SD-010BR リアドックボーン ２ ¥400 ●
SD-010A リアアクスル ２ ¥400 ●
SD-010SN L.F. ユニバーサルボーン（深リムホイール専用） ¥520 ★

ホイールハブ
SD-011DC2 ブレーキディスク ホイールハブ（クローム仕様） 4 ¥720 ●
ZS-011EL らくらくホイールハブ（軽量） 2 ¥780 ★
ZR-011SM らくらくホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ★
ZS-011C クランプ式ホイールハブ 2 ¥750 ★
ZS-011CM クランプ式ホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ★

PARTS LIST

DRIFT PACKAGE （シャシー編）



31価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

ドライブトレイン
SD-302 トランスミッション ケース ¥980 ●
SD-302G グラファイト製 トランスミッション ケース ¥1,780 ★
SD-304M アルミダイキャスト製 モーターマウントセット ¥1,980 ●
SD-304MS モーターマウント用 スプリング & ネジセット ¥250 ●
SD-304CM アルミ製 スペシャルモーターカム ¥780 ★
SD-304C5 アルミ製 スペシャルモーターカム（540モーター用） ¥980 ★
SD-304SS スペシャル モーターマウント セット ¥5,500 ★
SD-644 アルミ製 メイン ドライブ シャフト（ブルー） ¥680 ★
SD-644C センタードライブカップ ¥120 ●
SD-644A センタードライブカップ（アルミ製） 2 ¥1,800 ★
SD-644TS センターワンウェイ ¥3,480 ★
SD-644W グラファイト製 中空メイン ドライブ シャフト ¥3,200 ★
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ●
SD-303F フロント インプット シャフト ¥580 ●
SD-303AF アルミ製 フロント インプット シャフト ¥980 ★
SD-303R リア インプット シャフト ¥650 ●
SD-303AR アルミ製 リア インプット シャフト ¥1,300 ★
SD-303S インプットシャフト用 ビス（Ｍ2.6 × 6mm） 6 ¥200 ●
SD-630D スパーギヤ アダプター ¥600 ●
SD-630 スパーギヤ アダプター（軽量・ブルー） ¥980 ★
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ●
BB-105-2 ベアリング（φ10×φ5） 2 ¥450 ●
BB-1050P スーパープレシジョン ベアリング（φ10×φ5） 2 ¥980 ★
BB-105C2 セラミック ベアリング（φ10×φ5） 2 ¥1,700 ★
BB-1480-2 ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥480 ●
BB-1480P スーパープレシジョン ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥980 ★
BB-148C2 セラミック ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥1,700 ★

ZC-S50S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ5.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ●

ZC-S80S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ8.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ●

スパーギヤ
SG-4870 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ70T ¥550 ●

ピニオンギヤ
PG-4830 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ30T ¥650 ●

フロントワンウェイ
SD-640T H.D. フロント ワンウェイ アッセンブリー ¥3,600 ★
SD-640TM H.D. フロント ワンウェイ用 メンテナンス キット ¥120 ★
SD-641T H.D. フロント ワンウェイ用 ハウジング ¥2,800 ★
ZS-642T H.D. フロント ワンウェイ用 ドライブカップ 2 ¥680 ★

SD-643 フロント ワンウェイ用 リングギア & 
ドライブギヤ セット ¥380 ★

SD-643G フロント ワンウェイ用 グラファイト製
リングギア & ドライブギヤ セット ¥480 ★

BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ★
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★

ZC-S100S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ★

ボールデフ
BD-500A アルミ製 デフジョイント ¥3,200 ★
SD-501 デフジョイント & ドライブカップ ¥400 ●
SD-501DS ボールデフ 組立完成済 ¥1,200 ●
SD-501SAS ソリッドアクスルセット（デフロック） ¥880 ★
SD-501R アルミ製 デフジョイント リング 2 ¥200 ●
SD-503 デフ用 リングギア & ドライブギヤ セット ¥380 ●

SD-503G デフ用 グラファイト製
リングギア & ドライブギヤ セット ¥480 ★

BB-85-4 ベアリング（φ8×φ5） 4 ¥980 ★
BB-850P スーパープレシジョン ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥980 ★
BB-850C2 セラミック ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥1,700 ★
ZD-505 デフボール 3/32 24 ¥150 ●
ZD-505T タングステンデフボール3/32 12 ¥980 ★
ZD-505C12 セラミックデフボール 3/32 12 ¥1,980 ★
ZS-506 デフドライブリング 2 ¥250 ●
ZS-507 デフスラストベアリングセット ¥200 ●
ZC-507T タングステンスラストボール1/16 16 ¥680 ★
ZS-508 デフアジャスタブルキット ¥280 ●
BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ●
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★

ZC-S100S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ●

ショックアブソーバー
YS-1SSS-4 ショックセット（SSS） 2 ¥1,680 ●
YS-4SSS-4 ショックボディ（SSS） 4 ¥750 ●
YS-8B-1 ショックキャップ用アルミボール 4 ¥280 ★
YS-8Y ショックエンドキャップ ¥480 ●
YS-5SSS-1 ショックシャフト（SSS） 1 ¥200 ●
YS-53S-1T チタンコート ショックシャフト（SSS） 1 ¥420 ★
YS-53S-4T チタンコート ショックシャフト（SSS） 4 ¥1,580 ★
YS-6W ショック用 プラパーツ ¥300 ●
YS-7-1 ショック用 メンテナンスキット ¥480 ●
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ●
YS-1SSS-7 L.F. プロショック セット（SSS) ダイヤフラム付き 2 ¥3,200 ★
YS-4SSS-6 L.F. プロショック ボディ（SSS）&キャップ ¥880 ★
YS-7A L.F. プロショック用 ナットOリング ¥150 ★
YS-8D ダイヤフラム ショックキャップ セット ¥680 ★
YS-8DMH シリコンダイヤフラム（ハードタイプ） 4 ¥350 ★

ショックスプリング
YS-2ST SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ソフト） 2 ¥750 ★
YS-2MT SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ミディアム） 2 ¥750 ★
YS-2HT SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ハード） 2 ¥750 ★
YS-2-4 ショックスプリング 4 ¥350 ●
YS-2-5 アルミショック シリンダー用 スプリング 4 ¥480 ★
YS-2DST チタン製 ショックスプリング セット（4種） ¥2,580 ★

その他
SD-GC1 グレードアップコンバージョン ステージ1

（L.F. プロショック・ベアリング16ヶのセット） ¥4,800 ★

SD-GC2
グレードアップコンバージョン ステージ2
（フロントワンウェイ・スタビライザー・
リア L.F. ユニバーサルドライブシャフトのセット）

¥4,800 ★

SD-GC3 グレードアップコンバージョン ステージ3
（SSG シルバー カーボン グラファイト仕様） ¥17,800 ★

SD-TSSD チタン製 スクリューセット（85本入） ¥3,500 ★
SD-BBP スーパープレシジョン ベアリングセット（23ヶ入） ¥7,800 ★
SD-BBC セラミック ベアリングセット（19ヶ入） ¥12,800 ★
SD-007DP チタン ターンバックルセット（レンチ付） ¥2,800 ★
SD-412 アンチロールバー ワイヤーセット（スタビ） ¥300 ★
ZC-206A アンチロールバー用 アルミボール 2 ¥320 ★
ZC-207A アンチロールバー用 プラパーツ 4 ¥100 ★
ZS-412S アンチロールバー用 ストッパー ¥280 ★
SD-HDG ハイト＆ドループゲージ ¥580 ●
SD-CFM マイクロ クーリングファン マウント ¥1,980 ★
SD-DPS 3mmネジセット（100本入） ¥640 ●
YT-300 十字レンチ ¥200 ●
ZM-TBL ターンバックルレンチ（スチール用） ¥180 ●
KLD-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300 ★
CS-SDL デフルーブ（デフボール用） ¥430 ●
CS-SBG ブラックグリス（スラストボール用） ¥430 ●
ZC-203 両面テープ ¥90 ●
FTP-1596 アソシ ネジロック ¥480 ★
SD-TBS ターンバックル セット ¥1,100 ★
YT-DCG アルミ キャンバーゲージ ¥1,980 ★
SD-FNS 深リムホイール専用サスペンションセット（フロント） ¥3,500 ★
SD-RNS 深リムホイール専用サスペンションセット（リア） ¥3,200 ★
TS-2100 チームスズキ アルミ製 ステアリング ブロック ¥3,500 ★
TS-2101 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 0° ¥3,500 ★
TS-2106 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 0.5° ¥3,500 ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

M ＝ ミディアム
H.D. ＝ ヘビーデューティーの略で耐久性に優れた製品です。
L.F. ＝ ローフリクションの略で駆動効率に優れた製品です。

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。
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PARTS LIST

DRIFT PACKAGE （エクステリア編）
品　番 品　　名 入数 価格 適合

ボディセット
SD-HKISBP HKS IS220 アルテッツァ ボディセット（塗装済） ¥6,600
SD-BLBP BLITZ ER34 D1 SPEC ボディセット（塗装済） ¥6,600
SD-HKSBP HKS HIPER SILVIA ボディセット（塗装済） ¥6,600
SD-REABS RE雨宮 RX-7 ボディセット ¥4,800
SD-RSRBS RS☆ R JZA80 スープラ ボディセット ¥4,800
SD-GDBBS YUKE'S インプレッサ ボディセット ¥4,800
SD-KUBS Kunny's CHASER JZX100 ボディセット ¥4,800
SD-Z33BS ORC Z33 ボディセット ¥4,800
SD-HKISBS HKS IS220 アルテッツァ ボディセット ¥4,800
SD-KOBS KEI OFFICE S15 SILVIA ボディセット ¥4,800
SD-TSBS TOP SECRET S15 SILVIA ボディセット ¥4,800
SD-BLBS BLITZ ER34 D1 SPEC ボディセット ¥4,800
SD-APBS A'PEX FD3S RX-7 ボディセット ¥4,800
SD-HKSBS HKS HIPER SILVIA ボディセット ¥4,500

SD-JZXBS TOYOTA CHASER JZX100
ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-IS220BS TOYOTA IS220 アルテッツァ
ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-180BS NISSAN 180SX ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-AE86BS TOYOTA AE86 TRUENO
ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-S15BS NISSAN S15 SILVIA
ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

SD-FC3SBS MAZDA FC3S RX-7
ストリートバージョン ボディセット ¥3,980

ボディ用アクセサリーパーツ
SD-REAW RE雨宮 RX-7 アクセサリーパーツセット ¥550
SD-RSRW RS☆ R JZA80 スープラ アクセサリーパーツセット ¥550
SD-GDBW YUKE'S インプレッサ アクセサリー パーツセット ¥550
SD-HKISW HKS IS220 アルテッツァ アクセサリーパーツセット ¥550
SD-KOW KEI OFFICE S15 SILVIA アクセサリーパーツセット ¥550
SD-TSW TOP SECRET S15 SILVIA アクセサリーパーツセット ¥550
SD-BLW BLITZ ER34 D1 SPEC アクセサリーパーツセット ¥550
SD-APW A'PEX FD3S RX-7 アクセサリーパーツセット ¥550
SD-HS15W HKS HIPER SILVIA アクセサリーパーツセット ¥550
SD-FCW MAZDA FC3S RX-7 用 GTウィングセット ¥480
SD-ACW GTウィングセット ¥480
SD-ACD エアロミラー&ワイパーセット ¥250
SD-ACM マフラーセット ¥480
SD-ACMG マフラーセット（ガンメタ） ¥480
SD-ACFC TOP SECRET S15用 フロントカナードセット ¥580
SD-ACMC マフラーカッター ¥500

ライトユニット
SD-S15LS S15用 12灯 ライト組込済 プラパーツ ¥5,800
SD-ER34LS ブリッツ用 12灯 ライト組込済 プラパーツ ¥5,800
SD-220LS アルテッツァ用 10灯 ライト組込済 プラパーツ ¥5,400
SD-FULS フラッシュ ユニット（ライト組込済プラパーツ専用） ¥1,980
SD-LUW2 LEDライト用 2又コード 10/12灯用 ¥550
SD-LUWB LEDライト用 2又コード BEC用 ¥550
SD-LEX LEDライト用 延長コード（ライト組込済プラパーツ専用） ¥300

SD-LUF2 アクティブ LEDライトユニットセット（10灯、増灯コ
ネクター付）※スロットル操作に連動 ¥4,800

SD-LADDL SD-LUF 用 増灯ライト セット（2灯入） ¥880
SD-GDBL インプレッサ用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-JZXL チェイサー用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-Z33L Z33用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-IS220L アルテッツァ用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-ER34L BLITZ ER34 スカイライン用 ライトユニットプラパーツ ¥650
SD-S15L NISSAN S15 SILVIA 用 ライトユニットプラパーツ ¥650
SD-ML LED内蔵　ステンレスマフラー（延長コード付） ¥2,480
SD-MLBR LED（赤・青）内蔵　ステンレスマフラー（延長コード付） ¥2,480
SD-UNB アンダーネオン セット（ブルー） ¥5,800
SD-UNG アンダーネオン セット（グリーン） ¥5,800
SD-UNR アンダーネオン セット（レッド） ¥5,800
SD-MUN マルチカラー アンダーネオン ¥7,800
SD-UNBL アンダーネオン用 LED前後セット（ブルー） ¥2,000
SD-UNGL アンダーネオン用 LED前後セット（グリーン） ¥2,000
SD-UNRL アンダーネオン用 LED前後セット（レッド） ¥2,000
SD-UNH アンダーネオン用 本体基盤セット ¥2,000
SD-UNBS アンダーネオン用 サイド LEDセット（ブルー） ¥2,300
SD-UNGS アンダーネオン用 サイド LEDセット（グリーン） ¥2,300
SD-UNRS アンダーネオン用 サイド LEDセット（レッド） ¥2,300
SD-WLB ドリフトカー用 ホイルライト（ブルー） ¥5,800
SD-WLG ドリフトカー用 ホイルライト（グリーン） ¥5,800
SD-WLR ドリフトカー用 ホイルライト（レッド） ¥5,800

デカール
SD-READA RE雨宮 RX-7 デカール セット A ¥1,280
SD-READB RE雨宮 RX-7 デカール セット B ¥1,280
SD-RSRDA RS☆ R JZA80 スープラ デカール セット A ¥1,480
SD-RSRDB RS☆ R JZA80 スープラ デカール セット B ¥780
SD-Z33DA ORC Z33 メタルデカール ¥1,800
SD-Z33DB ORC Z33 ウインドデカール ¥900
SD-KUDA Kunny'z CHASER JZX100 デカール セット A ¥800
SD-KUDB Kunny'z CHASER JZX100 デカール セット A ¥1,200
SD-GDBDA YUKE'S インプレッサ デカールA ¥1,300
SD-GDBDB YUKE'S インプレッサ デカールB ¥1,400
SD-HKISDA HKS IS220 スポンサー デカール ¥1,050
SD-HKISDB HKS IS220 ウインドウ /ライト デカール ¥1,150
SD-KODA KEI OFFICE S15 SILVIA デカール（A） ¥1,300
SD-KODB KEI OFFICE S15 SILVIA デカール（B） ¥1,800
SD-TSDA TOP SECRET S15 SILVIA デカール（A） ¥1,300
SD-TSDB TOP SECRET S15 SILVIA デカール（B） ¥1,400
SD-BLDA BLITZ ER34 D1 SPEC デカール（A） ¥1,100
SD-BLDB BLITZ ER34 D1 SPEC デカール（B） ¥1,400
SD-APDA APEX FD3S RX-7 デカール（A） ¥1,600
SD-APDB APEX FD3S RX-7 デカール（B） ¥900
SD-HKSD HKS HIPER SILVIA デカールセット ¥1,600
SD-FC3SD MAZDA FC3S RX-7 デカールセット ¥980
SD-S15D NISSAN S15 SILVIA デカールセット ¥980
SD-AE86D TOYOTA AE86 TRUENO デカールセット ¥980
SD-180D NISSAN 180SX デカール セット ¥980
ZC-CD カーボン調デカール（フレックスタイプ 230× 300mm） ¥550
ZC-CDW WTカーボン調デカール 水貼タイプ ¥780
ZC-D12 YOKOMOメタルデカール ¥480
ZC-D12B YOKOMOメタルデカール（ブルー） ¥480
ZC-D12R YOKOMOメタルデカール（レッド） ¥480

タイヤ
ZR-DR02 スーパードリフトタイヤ ゼロワンR（リング付） 2ヶ ¥800
ZR-DRR ゼロワンR用 ドリフトリング（ポリカーボネイト製） 4ヶ ¥380
ZR-DR03 スーパードリフトタイヤ ゼロ2（リング付） 2ヶ ¥800
ZR-DR3 ゼロ2専用ドリフトリング（ポリカーボネイト製） 8ヶ ¥380

深リム / 完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付）
ZR-DS19 B.I.M DRIFT MASTER CS031 ホイール ¥1,800
ZR-DS18G RAYS VOLK RACING GT-C FACE-1 ホイール（金） ¥1,800
ZR-DS18 RAYS VOLK RACING GT-C FACE-1 ホイール ¥1,800
ZR-DS17 BLITZ TECHNO SPEED Z-2 ホイール ¥1,800
ZR-DS16CG RAYS GRAMLIGHTS 57F-PRO ホイール ¥1,800
ZR-DS13 10本メッシュ ホイール ¥1,800

深リム / ホイール
TW-1913S B.I.M DRIFT MASTER CS031 ホイール ¥780
TW-1813GS RAYS VOLK RACING GT-C FACE-1 ホイール（金） ¥780
TW-1813S RAYS VOLK RACING GT-C FACE-1 ホイール ¥780
TW-1713S BLITZ TECHNO SPEED Z-2 ホイール ¥780
TW-1613S RAYS GRAMLIGHTS 57F-PRO ホイール ¥780
TW-1313S 10本メッシュ ホイール ¥780

深リムホイール専用 サスペンションセット
SD-FNS 深リムホイール専用サスペンションセット（フロント） ¥3,500
SD-RNS 深リムホイール専用サスペンションセット（リア） ¥3,200
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PARTS LIST

DRIFT PACKAGE （イチオシオプションパーツ）

品　番 品　　名 入数 価格 適合
SD-001S サイド ウレタン バンパー 2 ¥380
SD-002MGL CGM LW メインシャーシ（軽量マシンカット済） ¥7,200
SD-007DP チタン ターンバックル セット（レンチ付） ¥2,800
SD-010FH フロント ハード ユニバーサル ドライブシャフト 2 ¥2,480
SD-010RH リア ハード ユニバーサル ドライブシャフト 2 ¥2,480
SD-011DC2 クローム ホイールハブ / ナンバープレート 4 ¥720
SD-011AD ベンチレーテッド ディスク ホイールハブ 4 ¥5,980
SD-016MB マルチボディマウント 2 ¥680
SD-300FF0 アルミ製 フロント サスマウント（フロント側 スキッド0度） ¥1,280
BD-300MFR アルミ製 フロント サスマウント（リア側 セパレートタイプ） ¥1,350
SD-300MRF アルミ製 リア サスマウント（フロント側 セパレートタイプ） ¥1,350

SD-300RR2 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2度） ¥1,280
SD-300R25 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2.5 度） ¥1,280
SD-300RR3 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン3度） ¥1,280
SD-304GC スパーギヤ カバー（樹脂シャーシ用） ¥480
SD-644A センター ドライブカップ（アルミ製） ¥1,800
SD-644W グラファイト製 中空 メイン ドライブ シャフト ¥3,200
SD-TBS ドリフトカー用 ターンバックル セット ¥1,100
SD-TSSD チタン製 スクリュー セット（85本入） ¥3,500
YS-2ST SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ソフト） 2 ¥750
YS-2MT SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ミディアム） 2 ¥750
YS-2HT SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ハード） 2 ¥750
YT-RW5106 レーシング ウェイト （5g 10g） 各6 ¥550

品　番 写　真 品　　名 価　格

SD-GC1
グレードアップコンバージョンキット ステージ１
ドリフトパッケージのドライビング性能を手軽にグレードアップ出来るお得なセット第1弾。セッティ
ング幅を広げ、見た目もクールなアルミ製オイルダンパーセットとベアリング（16ヶ）のセット。しな
やかな足回りとハイトラクションを実現。

¥4,800

SD-GC2
グレードアップコンバージョンキット ステージ2
ドリフトパッケージのドライビング性能を手軽にグレードアップ出来るお得なセット第2弾。よりアグ
レッシブなドリフト走行を可能にするフロントワンウェイユニットとリアユニバーサルドライブシャフ
ト、スタビライザーのセット。アンダーステア激減に効果あり。

¥4,800

SD-GC3 グレードアップコンバージョンキット ステージ3
SSG（シルバーカーボン）軽量・高剛性シャーシがリヤのスムーズな滑り出しと飛距離をUP！

¥17,800

SD-304SS

スペシャル モーターマウント セット
高精度アルミ削り出しの軽量モーターマウント。モーターの放熱効果に優れます。鮮やかなブルーアルマ
イトがドレスアップにも最適です。

※「グレードアップコンバージョンキット ステージ3」のシャーシにはご使用になれません。

¥5,500

SD-644TS

センターワンウェイ
前後デフや前後ソリッドアクスルなどの状態に組み込むことにより、ドリフトのきっかけが作りやすく、
１ランク上のドリフトが可能。フロントワンウェイとの組み合わせは、更にハイレベルな走りを求めるヘ
ビーユーザーにお勧め。振りっ返しや卍を切るなどのテクニックにもハンドリングが良くなり、車がツイ
てくるようになります。

¥3480

SD-LUF2
アクティブ LEDライトユニットセット（10灯、増灯コネクター付）
スロットル操作に連動して点灯パターンが変化。実車さながらの点灯が楽しめるアクティブライトユニッ
ト。ライト（2灯）、ハザードランプ（4灯）、ブレーキランプ（2灯）点灯、テール&ポジションランプ（2
灯）をセット。受信機・スピードコントローラー、モーターに接続して使用。※増設及びバルブ交換不可。

¥4,800

SD-S15L NISSAN S15用 ライトユニットプラパーツ

各¥650

SD-ER34L BLITZ ER34 スカイライン用 ライトユニットプラパーツ

SD-IS220L HKS IS220 アルテッツァ用 ライトユニットプラパーツ

SD-Z33L ORC Z33用 ライトユニットプラパーツ

SD-JZXL チェイサー用 ライトユニットプラパーツ

SD-GDBL インプレッサ用 ライトユニットプラパーツ

SD-304GC
スパーギアカバー
樹脂シャーシ専用のスパーギアカバー。小石などの進入を防ぎますのでギアトラブルが激減します。パー
キングロット等での走行時におすすめ。

¥480

YS-2ST（ソフト）
SPEC.D チタン製 ショックスプリング
キット標準品に比べ、サスペンションがしなやかに動くのでコントロール性に優れ、トラクションもアッ
プ。重量も軽く、グレードアップコンバージョンと組み合わせて使うとより効果的です。

¥750YS-2MT（ミディアム）

YS-2HT（ハード）

写真はS15用です
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ホイール / 深リム ホイール

WHEEL & TIREドリフト用 ホイール & タイヤ

TW-1413N
6本スポーク クロームメッキ ホイール
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥560

TW-1313N
10本メッシュ ナローホイール
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥560

TW-1313GL
10本メッシュ ナローホイール (ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1313BL
10本メッシュ ナローホイール (ブルー）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1313R
10本メッシュ ナローホイール (レッド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1313MS
10本メッシュ ナローホイール (マットシルバー）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1513Y
ADVAN スーパーレーシング Ver.2( イエロー）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1613S
レイズ グラムライツ 57F-PRO
ホイル幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥780

TW-1713S
BLITZ TECHNO SPEED Z-2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍル

¥780

TW-1813GS
VOLK RACING GT-C( ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥780

TW-1813S
VOLK RACING GT-C
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥780

TW-1913S
DRIFT MASTER
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥780

TW-1313GM
10本メッシュ ナローホイール (ガンメタ）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1513R
ADVAN スーパーレーシング Ver.2( レッド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1613CG
レイズ グラムライツ 57F-PRO
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1713
Ｂ LITZ TECHNO SPEED Z-2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1813
VOLK RACING GT-C
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1813G
VOLK RACING GT-C( ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1913
DRIFT MASTER
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2013G
ADVAN レーシング RS( ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2013N
ADVAN レーシング RS( クローム）
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2113
WORK EMOTION CR-Kai
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2213
YOKOHAMA AVS MODEL-T6
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2313
ENKEI RP-F1
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2413
ENKEI RP-03
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-1313S
10本メッシュ ナローホイル
ホイル幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥780

深リム 深リム

深リム 深リム深リム 深リム

TW-2613
VOLK RACING GT-7
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780

TW-2513
VOLK RACING CE-28N
ホイル幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥780
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完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付） / 深リム 完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付） / ドリフト タイヤ

ZR-DR13
10本メッシュ
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,600

ZR-DR14
6本スポーク
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,600

ZR-DR15R
ADVAN スーパーレーシング Ver.2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR15Y
ADVAN スーパーレーシング Ver.2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR16CG
レイズ グラムライツ
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR17
BLITZ TECHNO SPEED Z-2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR18
VOLK RACING GT-C
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR18G
VOLK GT-C（ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR19
DRIFT MASTER
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR20G
ADVAN レーシング RS( ゴールド )
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR20
ADVAN レーシング RS（クローム）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR21
WORK EMOTION CR-Kai
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR22
YOKOHAMA AVS MODEL-T6
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR23
ENKEI RP-F1
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR24
ENKEI RP-03
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DS13
10本メッシュ
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

ZR-DS16CG
レイズ グラムライツ57F-PRO
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

ZR-DS17
BLITZ TECHNO SPEED Z-2
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

ZR-DS18
VOLK GT-C
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

ZR-DS18G
VOLK GT-C（ゴールド）
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

ZR-DS19
DRIFT MASTER
ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

¥1,800

※深リムホイールの装着には、深リムホイール専用サスペンションセット フロント（SD-FNS）、リア（SD-RNS）が必要です。

深リム 深リム

深リム 深リム

深リム

深リム

ZR-DR25
RAYS VOLK CE-28N
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR26
RAYS VOLK GT-7 
ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

¥1,800

ZR-DR02
スーパードリフトタイヤ　ゼロワンＲ (リング付）
ホイール幅26ｍｍ

¥800

ZR-DR03
スーパードリフトタイヤ　ゼロ2（リング付）
ホイール幅26ｍｍ

¥800

ホイール
TW-2713 RS WATANABE 8-SPOKE ¥780
TW-2813 VOLK RACING TE-37 ¥780
TW-2913 VOLK RACING GT-V ¥780

完成済タイヤ
ZR-DR27 RS WATANABE 8-SPOKE ¥1,800
ZR-DR28 RAYS VOLK TE-37 ¥1,800
ZR-DR29 RAYS VOLK GT-V ¥1,800
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（展開図）

DRIFT PACKAGE
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PARTS LIST

MR-4TC BD
品　番 品　　名 入数 価格 適合

B
D
1

B
D
M

ツーリングカー キット
MRTC-BD1 MR-4TC BD シャーシキット ¥50,600
MRTC-BDM MR-4TC BD MASAMI SP シャーシキット ¥59,800

シャーシ etc.
SD-001 フロント バンパー ¥380 ● ●
SD-001W フロント ワイドバンパー ¥980 ★ ★
SD-001FS フロント ウレタン バンパー ¥450 ● ●
SD-001R リア バンパー ¥250 ● ●
BD-002MG BLACKグラファイト製 メインシャーシ ¥6,800 ● ●
BD-002GH BLACKグラファイト製 メインシャーシ（ハード） ¥8,800 ★ ★
BD-003UG BLACKグラファイト製 アッパーデッキ ¥1,800 ● ●
BD-003M アッパーデッキマウント ¥980 ● ●

BD-118G グラファイト製 バッテリープレート ＆ マウントセット ¥1,380 ● ●
BD-118M アルミ製 スペシャルバッテリーポスト ¥480 ● ●
BD-118T バッテリートレイ ¥480 ● ●

BD-017G BLACKグラファイト製 フロントショックタワー ¥980 ● ●
BD-018G BLACKグラファイト製 リア ショックタワー ¥1,280 ● ★
BD-018MG BLACKグラファイト製 リア ショックタワー（BDM） ¥1,350 ★ ●

ZS-016 ボディマウントセット ¥460 ● ●
ZS-ABM5 アジャスタブルボディマウント 2 ¥680 ★ ★
ZR-BMP5 ボディマウントパッチ 8 ¥360 ★ ★
RC-313S フードピン（S） 12 ¥120 ● ●

ZR-200A ブラックアンテナセット 2 ¥180 ● ●
ZR-200C アンテナキャップ ¥120 ● ●

ZC-BH38 ボタンヘッドスクリュー M3× 8mm 5 ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリュー M3× 8mm 10 ¥150 ●
ZC-F315 フラットヘッドスクリュー M3× 15mm 10 ¥150 ●

ステアリング リンケージ
BD-202S ステアリングベルクランク（カラー付） ¥1,280 ● ●
BD-202G グラファイト製 ステアリングベルクランクプレート ¥900 ● ●
BD-202P アルミ製 ステアリングベルクランクポスト 2 ¥550 ● ●
BB-84-2 ベルクランク用 ベアリング 2 ¥400 ●
BB-84-4 ベルクランク用 ベアリング 4 ¥800 ●
BB-840P ベルクランク用 スーパープレシジョン ベアリング 2 ¥980 ★ ●
BB-63F-2 ベルクランクプレート用 ベアリング 2 ¥520 ● ●
ZC-S35S 3φ×5φ×0.5 シム 10 ¥120 ● ●

ZC-206 ロッドエンド ボール 8 ¥120 ● ●
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★ ★
ZC-206HS アルミ製 ロッドエンド ボール 4 ¥800 ★ ★
ZC-206M ロッドエンド ボール（8mmネジ） 4 ¥260 ● ●
ZC-206C 3φアルミカラー 2 ¥200 ● ●
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ●

SD-204 サーボホーン セット ¥300 ● ●

SD-203 サーボマウント ＆ サーボセイバーカラー
スタビマウント ＆ アンテナ マウント ¥580 ● ●

BD-203 アルミ製 サーボマウント 2 ¥1,200 ● ●

ZC-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm 2 ¥700 ● ●
ZC-TB36 チタン製 ターンバックル 36mm 2 ¥700 ● ●

ZC-BH38 ボタンヘッドスクリュー M3× 8mm 5 ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリュー M3× 8mm 10 ¥150 ●

サスペンション
BD-007T アッパー“I”アームセット ¥1,980 ● ●
SD-401HC ロッドエンド ボール（ネジ短） 4 ¥260 ● ●
ZC-206 ロッドエンド ボール 8 ¥120 ● ●
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★ ★
ZC-206HS アルミ製 ロッドエンド ボール 4 ¥800 ★ ★
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ●
ZC-TB36 チタン製 ターンバックル 36mm 2 ¥700 ● ●

SD-008H ロア サスアーム FR1 ¥500 ● ★
SD-008HG H.D. グラファイト製 ロア サスアーム FR1 ¥980 ★ ●
SD-009 ハード サスアームピン セット ¥720 ● ●
ZM-410 サスアームピン固定用 スクリュー（M2.6 × 4mm） ¥100 ● ★

ZC-BH265T サスアームピン固定用 
チタン製タッピングスクリュー（M2.6 × 5mm） 5 ¥315 ★ ●

SD-300FF0 アルミ製 フロントサスマウント
（フロント側スキッド0度） ¥1,280 ● ●

SD-300F05 アルミ製 F サスマウント（R-0.5） ¥1,250 ★ ★
SD-300F10 アルミ製 F サスマウント（R-1.0） ¥1,250 ★ ★
SD-300F15 アルミ製 F サスマウント（R-1.5） ¥1,250 ★ ★

BD-300MFR アルミ製 フロントサスマウント
（リア側 セパレートタイプ） ¥1,350 ● ★

SD-300FR アルミ製 フロントサスマウント（リア側） ¥1,280 ★ ●
SD-300RF アルミ製 リアサスマウント（フロント側） ¥1,280 ★ ●

BD-300MRF アルミ製 リアサスマウント
（フロント側 セパレートタイプ） ¥1,350 ● ★

BD-300S セパレート サスマウントスペーサー 4 ¥380 ● ★
SD-300RR2 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2度） ¥1,280 ★ ★
SD-300R25 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2.5 度） ¥1,280 ★ ★
SD-300RR3 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン3度） ¥1,280 ● ●
SD-300B アルミ製 サスマウント用 サスアームピンボール 4 ¥250 ● ●
SD-414B キングピンボール 2 ¥200 ● ●
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS48 セットスクリュー M4× 8mm（先丸タイプ） 10 ¥250 ● ●
SD-4134H フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥580 ● ●
SD-414 キングピン セット 4 ¥200 ● ★
SD-414TA 軽量キングピンセット（チタンビス付） 2 ¥370 ★ ●

SD-415 ステアリングブロック（トレール1） & 
リアハブキャリア（トーイン0度） ¥580 ● ★

SD-415S ステアリングブロック（トレール0） ¥580 ★ ★
SD-415R05 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥580 ★ ★
SD-415R10 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥580 ★ ★

SD-4134G グラファイト製 
フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥900 ★ ●

SD-415G グラファイト製 ステアリングブロック（トレール1） 
& リアハブキャリア（トーイン0度） ¥900 ★ ●

SD-415SG グラファイト製 ステアリングブロック（トレール0） ¥900 ★ ★
SD-415G05 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥900 ★ ★
SD-415G10 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥900 ★ ★
BB-106-2 ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥450 ● ★
BB-106-4 ベアリング（φ10×φ6） 4 ¥880 ● ★
BB-1060P スーパープレシジョン ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥980 ★ ●
BB-106C2 セラミック ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥1,700 ★ ★

ZC-BH322 ボタンヘッドスクリュー M3× 10mm 8 ¥150 ●
ZC-N3AB アルミ製（ブルー）ナイロンロック ナット（3mm） 4 ¥150 ● ●

スタビライザー
RS-25 レイスピード ロングスタビライザー ¥720 ● ●
ZC-206A スタビライザー用 アルミボール ¥320 ● ●
ZS-412 スタビライザーワイヤー（アッパータイプ用） ¥380 ● ●
SD-412P アンチロールバープレート（グラファイト製） 2 ¥480 ● ●
ZS-412S スタビストッパー（φ2.5 ×φ6.0 × 4t） ¥280 ● ●
ZC-207A スタビライザー用 ロッドエンドプラパーツ ¥100 ● ●
ZC-SS33 セットスクリュー M3× 3mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS312 セットスクリュー M3× 12mm 10 ¥120 ● ●

ドライブシャフト（ローフリクションタイプ）
SD-010FW アルミ製 F ユニバーサル ¥2,900 ★ ●
SD-010RW アルミ製 Rユニバーサル ¥2,900 ★ ●
SD-010FS フロント L.F. ユニバーサルドライブシャフト 2 ¥2,000 ● ★
ZS-010RS リア L.F. ユニバーサル セット 2 ¥2,000 ● ★
ZS-010FTA フロント L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ● ★
ZS-010RTA リア L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ● ★
ZS-010RSB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（スチール）  ¥520 ● ★
ZS-010RTB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（アルミ）  ¥900 ★ ★
ZS-010TP L.F. ユニバーサル用 ジョイントピン  ¥220 ● ★

ホイールハブ
ZS-011EL らくらくホイールハブ（軽量） 2 ¥780 ● ●
ZR-011SM らくらくホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ● ●
ZS-011C クランプ式ホイールハブ 2 ¥750 ★ ★
ZS-011CM クランプ式ホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ★ ★
ZS-011N クランプ式ホイールハブ ナローサイズ 2 ¥980 ★ ★
ZS-011NM クランプ式ホイールハブ用 メンテナンスキット ナローハブ専用 ¥240 ★ ★
ZS-011TS トレッドアジャスト スペーサー ¥420 ★ ★
ZC-N4AFB アルミ製（ブルー）フランジ付 ロックナット（4mm） 4 ¥280 ● ●

ドライブトレイン
BD-300FL アルミ製 フロントバルクヘッド（左） ¥1,500 ● ●
BD-300FR アルミ製 フロントバルクヘッド（右） ¥1,500 ● ●
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BD-300RL アルミ製 リアバルクヘッド（左） ¥3,980 ● ●
BD-300RR アルミ製 リアバルクヘッド（右） ¥3,280 ● ●
BD-300RB リアバルクヘッドブレース ¥580 ● ●
BD-300CA アルミ製 バルクヘッドキャップ（A） ¥1,380 ● ●
BD-300CB アルミ製 バルクヘッドキャップ（B） ¥1,380 ● ●
BD-300MC アルミ製 メインベアリングキャップ ¥600 ● ●
BD-BAC ベルト調整カム ¥480 ● ●
BD-644 センターシャフト ¥300 ● ★
BB-84-2 センターシャフト用 ベアリング ¥400 ● ★
BB-840P センターシャフト用 スーパープレシジョンベアリング ¥980 ★ ●
BD-671 メインギヤアダプター（ワンウェイ） ¥2,500 ● ●
BD-630 ダイレクトメインギヤアダプター ¥1,480 ★ ★
BD-644T チューブラーセンターシャフト ¥700 ★ ●
BD-674 フロントドライブプーリー ¥900 ● ●
TB20022 SP ローフリクションベルト F（Gスタイル） ¥1,200 ★ ●
TB20023 SP ローフリクションベルト R（Gスタイル） ¥1,000 ★ ●
BD-516L フロントドライブベルト（ローフリクション） ¥550 ● ★
BD-189L リアドライブベルト（ローフリクション） ¥450 ● ★
BD-FBT フロントベルトテンショナー ¥1,980 ● ●

スパーギヤ
SG-4878 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ78T ¥550 ● ●

ピニオンギヤ
PG-4824 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ24T ¥650 ● ●

フロントワンウェイ
BD-640T HDフロント ワンウェイ アッセンブリー ¥3,600 ● ●
SD-640TM HDフロント ワンウェイ用 メンテナンス キット ¥120 ● ●
BD-641T HDフロント ワンウェイ用 ハウジング ¥2,800 ● ●
ZS-642T HDフロント ワンウェイ用 ドライブカップ 2 ¥680 ● ●
BD-643 フロント ワンウェイ用 40Tプーリー ¥320 ● ●
BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ● ★
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★ ●
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★ ★

ボールデフ
BD-500A アルミ製 デフジョイント ¥3,200 ★ ★
SD-501 デフジョイント & ドライブカップ ¥400 ● ●
SD-501R アルミ製 デフジョイント リング 2 ¥200 ● ●
BD-501SAA アルミ製 ソリッドアクスル セット ¥2,800 ★ ★
SD-501SAS ソリッドアクスル セット ¥1,520 ★ ★
BD-503 デフ用 40Tプーリー ¥320 ● ●
BB-85-4 ベアリング（φ8×φ5） 4 ¥980 ● ●
BB-850P スーパープレシジョン ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥980 ★ ★
BB-850C2 セラミック ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥1,700 ★ ★
ZD-505 デフボール 3/32 24 ¥150 ● ●
ZD-505T タングステンデフボール3/32 12 ¥980 ★ ★
ZD-505C12 セラミック デフボール3/32 12 ¥1,980 ★ ★
ZS-506 デフドライブリング 2 ¥250 ● ●
ZS-507 デフスラストベアリングセット ¥200 ● ●
ZC-507T タングステンスラストボール1/16 16 ¥680 ★ ★
ZS-508 デフアジャスタブルキット ¥280 ● ●
BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ● ★
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★ ●
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★ ★

ZC-S100S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ● ●

ショックアブソーバー
YS-1SSS-7 L.F. プロショック セット（SSS）ダイヤフラム付 2 ¥3,200 ● ●
YS-1SS-6 L.F. プロショック セット（SS） 2 ¥2,900 ★ ★
YS-4SSS-7 ハイキャパシティ ショックボディ 1 ¥920 ★ ★
YS-4SSS-6 L.F. プロショック ボディ（SSS）&キャップ ¥880 ● ●
YS-4SS-6 L.F. プロショック ボディ（SS）&キャップ ¥920 ★ ★
YS-7A L.F. プロショック用 ナットOリング ¥150 ● ●
YS-8D ダイヤフラム ショックキャップ セット ¥680 ● ●
YS-8Y プラスチック ショックエンド キャップ 2 ¥480 ★ ★
YS-8DMH シリコンダイヤフラム（ハードタイプ） 4 ¥350 ● ●
YS-5SSS-1 ショックシャフト（SSS） 1 ¥200 ● ★
YS-53S-1T チタンコート ショックシャフト（SSS） 1 ¥420 ★ ●
YS-53S-4T チタンコート ショックシャフト（SSS） 4 ¥1,580 ★ ●

YS-6W ショック用 プラパーツ ¥300 ● ●
YS-7-1 ショック用 メンテナンスキット ¥480 ● ●
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ● ●
RS-15 スプリングカップ ロング用 2 ¥580 ● ●

ショックスプリング（ロング）
RS-05 ショックスプリング イエロー 2 ¥420 ★ ★
RS-06 ショックスプリング ホワイト 2 ¥420 ● ★
RS-07 ショックスプリング レッド 2 ¥420 ★ ★
RS-09 ショックスプリング ブルー 2 ¥420 ● ★
RS-10 ショックスプリング グリーン 2 ¥420 ★ ★

プロショックスプリング
YS-1460L ショックスプリング ブラック（ソフト） 2 ¥420 ★ ★
YS-14575L ショックスプリング ブルー（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1455L ショックスプリング イエロー（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1565L ショックスプリング ピンク（↓） 2 ¥420 ★ ●
YS-15625L ショックスプリング グリーン（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1560L ショックスプリング オレンジ（ハード） 2 ¥420 ★ ●

ホイール
TW-1012-2 スーパープレシジョン ホイール（Mナロー） 4 ¥480 ●

ウィング
SD-GW31 ごくらくウィング3.1（190mm幅） 2 ¥650
ZR-GWS ごくらくウィング2用 サイドダム 4 ¥150

その他
BD-TSS チタン製 スクリューセット（93本入） ¥3,600 ★ ●

BD-BBP スーパープレシジョン ベアリングセット
（駆動系のみ14ヶ入） ¥4,800 ★ ●

BD-BBC セラミック ベアリングセット
（駆動系のみ14ヶ入） ¥9,500 ★ ★

YT-HDG アルミ製ハイト＆ドループゲージ ¥1,280 ★ ★
YT-300 十字レンチ ¥200 ● ●
KLD-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300 ● ●
CS-SDL デフルーブ（デフボール用） ¥430 ● ●
CS-SBG ブラックグリス（スラストボール用） ¥430 ● ●
YS-450 ショックオイル（#450） ¥350 ● ●

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

M ＝ ミディアム
H.D. ＝ ヘビーデューティーの略で耐久性に優れた製品です。
L.F. ＝ ローフリクションの略で駆動効率に優れた製品です。

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10
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（展開図）

MR-4TC BD
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PARTS LIST

MR-4TC SD  CGM / LCG

品　番 品　　名 入数 価格 適合

C
G
M

LC
G

ツーリングカー キット
MRTC-SD7 MR-4TC SD CGM SPECIAL シャーシキット ¥32,800
SD-CGM MR-4TC SD CGM コンバージョンキット ¥12,800
MRTC-SDL MR-4TC SD LCG シャーシキット ¥47,600
SD-LCG MR-4TC SD LCG コンバージョンキット ¥28,000

シャーシ etc.
SD-001 フロント バンパー ¥380 ● ●
SD-001W フロント ワイドバンパー ¥980 ★ ★
SD-001FS フロント ウレタン バンパー ¥450 ● ●
SD-001R リア バンパー ¥250 ● ●
SD-002M CMメインシャーシ ¥3,500
SD-002B CMシャーシブレースセット（フロント&リア） ¥780
SD-002MG CGMメインシャーシ ¥5,400 ●
SD-002MGL CGM LW メインシャーシ（軽量マシンカット済） ¥7,200 ★
SD-002BG CGMシャーシブレースセット（フロント&リア） ¥1,350 ●
BD-118G グラファイト製 バッテリープレート＆マウントセット ¥1,380 ●
BD-118T バッテリートレイ ¥480 ●
BD-118M アルミ製 スペシャルバッテリーポスト ¥480 ●
SD-017LG BLACK グラファイト製 フロントショックタワー ¥980 ●
SD-018LG BLACK グラファイト製 リアショックタワー ¥1,280 ●
SD-002L BLACK グラファイト製 メインシャーシ ¥6,800 ●
SD-003L BLACK グラファイト製 アッパーデッキ ¥1,800 ●
SD-003RB BLACK グラファイト製 リヤブレース ¥580 ●
SD-003LS アッパーデッキスペーサー ¥650 ●
SD-118 バッテリープレート ＆ マウントセット ¥720 ★
SD-118G グラファイト製 バッテリープレート ＆ マウントセット ¥1,380 ●
SD-118M アルミ製 スペシャルバッテリーポスト ¥480 ★
SD-017T CM ショックタワーセット（フロント＆リア） ¥680 ★
SD-017TG CGM ショックタワーセット（フロント＆リア） ¥1,350 ●
ZS-016 ボディマウントセット ¥460 ● ●
ZS-ABM5 アジャスタブルボディマウント 2 ¥680 ★ ★
ZR-BMP5 ボディマウントパッチ 8 ¥360 ★ ★
RC-313S フードピン（S） 12 ¥120 ● ●
ZR-200A ブラックアンテナセット 2 ¥180 ● ●
ZR-200C アンテナキャップ ¥120 ● ●
ZC-BH38 ボタンヘッドスクリュー M3× 8mm 5 ¥150 ● ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリュー M3× 8mm 10 ¥150 ● ●
ZC-F310 フラットヘッドスクリュー M3× 10mm 10 ¥150 ●
ZC-F315 フラットヘッドスクリュー M3× 15mm 10 ¥150 ●

ステアリング リンケージ
SD-202 ステアリング ベルクランク ¥550 ★
SD-202G グラファイト製 ステアリング ベルクランク ¥1,250 ●
SD-202L ステアリング ベルクランク ¥1,180 ●
SD-202LR ステアリング ラック ¥2,100 ●
SD-202LP ステアリング ベルクランク ポスト ¥550 ●
SD-202LPL ロング ステアリング ベルクランク ポスト 2 ¥850 ★
SD-202L15 ステアリング ラック（±15mm） ¥2,100 ★
SD-414B 軽量ベルクランクピン（チタンビス付） 2 ¥370 ★
SD-202P アルミ製 ステアリング ベルクランク ポスト 2 ¥550 ●
BB-63F-2 φ 3×φ6フランジベアリング ¥520 ●
BB-84-2 サーボセイバー用 ベアリング 2 ¥400 ● ●
BB-84-4 サーボセイバー用 ベアリング 4 ¥800 ● ●
BB-840P サーボセイバー用 スーパープレシジョン ベアリング 2 ¥980 ★ ★
ZC-S330 φ 3.1 ×φ5.0 × 0.3 シム 10 ¥150 ●
ZC-206HS アルミ製 ロッドエンドボール 4 ¥800 ★

ZC-S40 スペーサーシム 内径4.0mm
（厚さ0.13・0.25・0.50mm）

各
20 ¥380 ●

ZC-206 ロッドエンド ボール 8 ¥120 ● ●
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★ ★
SD-401HC ロッドエンド ボール（ネジ短） 4 ¥260 ● ●
ZC-206L ロッドエンド ボール L 4 ¥150 ●
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ●
SD-200H サーボセイバーホーンセット ¥650 ● ●
SD-204 サーボホーン セット ¥300 ★

SD-203 サーボマウント ＆ サーボセイバーカラー
スタビマウント ＆ アンテナ マウント ¥580 ● ●

ZC-TB25 チタン製 ターンバックル 25mm 2 ¥700 ●
ZC-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm 2 ¥700 ● ●
ZC-BH36 ボタンヘッドスクリュー M3× 6mm 10 ¥150 ●
ZC-BH38 ボタンヘッドスクリュー M3× 8mm 5 ¥150 ●
ZC-BH310 ボタンヘッドスクリュー M3× 10mm 5 ¥150 ●

サスペンション
SD-007T アッパー“I”アームセット ¥1,980 ● ●

SD-401HC ロッドエンド ボール（ネジ短） 4 ¥260 ● ●
ZC-206 ロッドエンド ボール 8 ¥120 ● ●
ZC-206T チタン製 ロッドエンドボール 2 ¥900 ★ ★
ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ●
ZC-TB36 チタン製 ターンバックル 36mm 2 ¥700 ●
ZC-TB39 チタン製 ターンバックル 39mm 2 ¥700 ●
SD-008 ロア サスアーム 2 ¥500 ★ ★
SD-008G グラファイト製 ロア サスアーム 2 ¥980 ● ★
SD-008H ロア サスアーム FR1 ¥500 ★ ●
SD-008HG H.D. グラファイト製 ロア サスアーム FR1 ¥980 ★ ★
SD-009 ハード サスアームピン セット ¥720 ● ●
ZM-410 サスアームピン固定用 スクリュー（M2.6 × 4mm） ¥100 ● ●

ZC-BH265T サスアームピン固定用 
チタン製タッピングスクリュー（M2.6 × 5mm） 5 ¥315 ★ ★

SD-300 サスマウント セット
（フロント スキッド0度 & リア トーイン1・2・3度） ¥650 ●

SD-300M サスマウントセット（FR ＆ RF セパレートタイプ） ¥580 ●
SD-300FF0 アルミ製 フロントサスマウント（フロント側スキッド0度） ¥1,280 ★ ●
SD-300F05 アルミ製 F サスマウント（R-0.5） ¥1,250 ★ ★
SD-300F10 アルミ製 F サスマウント（R-1.0） ¥1,250 ★ ★
SD-300F15 アルミ製 F サスマウント（R-1.5） ¥1,250 ★ ★
SD-300FR アルミ製 フロントサスマウント（リア側） ¥1,280 ●
BD-300MFR アルミ製 フロントサスマウント（リア側 セパレートタイプ） ¥1,350 ★
SD-300RF アルミ製 リアサスマウント（フロント側） ¥1,280 ●
SD-300MRF アルミ製 リアサスマウント（フロント側 セパレートタイプ） ¥1,350 ★
SD-300RR2 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2度） ¥1,280 ★ ★
SD-300R25 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン2.5 度） ¥1,280 ★ ★
SD-300RR3 アルミ製 リアサスマウント（リア側 トーイン3度） ¥1,280 ★ ●
SD-300B アルミ製 サスマウント用 サスアームピンボール 4 ¥250 ★ ●
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS310 セットスクリュー M3× 10mm 10 ¥120 ● ★
ZC-SS48 セットスクリュー M4× 8mm（先丸タイプ） 10 ¥250 ●
SD-4134H フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥580 ●
SD-414 キングピン セット 4 ¥200 ● ●
SD-414KB キングピンボール 2 ¥200 ★ ●
SD-414TA 軽量キングピンセット（チタンビス付） 2 ¥370 ★ ★

SD-415 ステアリングブロック（トレール1） & 
リアハブキャリア（トーイン0度） ¥580 ★ ●

SD-415S ステアリングブロック（トレール0） ¥580 ★ ★
SD-415R05 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥580 ★ ★
SD-415R10 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥580 ★ ★

SD-4134G グラファイト製 
フロント ステアリング ハブキャリア（キャスター4度） ¥900 ● ★

SD-415G グラファイト製 ステアリングブロック（トレール1） 
& リアハブキャリア（トーイン0度） ¥900 ● ★

SD-415SG グラファイト製 ステアリングブロック（トレール0） ¥900 ★ ★
SD-415G05 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥900 ★ ★
SD-415G10 グラファイト製 リアハブキャリア（トーイン1.0 度） ¥900 ★ ★
BB-106-2 ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥450 ● ●
BB-106-4 ベアリング（φ10×φ6） 4 ¥880 ● ●
BB-1060P スーパープレシジョン ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥980 ★ ★
BB-106C2 セラミック ベアリング（φ10×φ6） 2 ¥1,700 ★ ★
ZC-BH322 ボタンヘッドスクリュー M3× 10mm 8 ¥150 ●
ZC-N3AB アルミ製（ブルー）ナイロンロック ナット（3mm） 4 ¥150 ● ●

スタビライザー
RS-25 レイスピード ロングスタビライザー ¥720 ★ ●
SD-412 スタビワイヤーセット（φ1.0・1.2・1.4・1.6） ¥300 ● ★
ZS-412 スタビライザーワイヤー（アッパータイプ用） ¥380 ★ ●
ZS-412S スタビストッパー（φ2.5 ×φ6.0 × 4t） ¥280 ★ ●
ZC-206A スタビライザー用 アルミボール ¥320 ● ●

ZS-412FSP フロント スタビライザーセット
アッパーマウントタイプ（φ1.0・1.2・1.4） ¥1,800 ★

ZC-206LL ZS-412FSP用 スチールボール LL ¥120 ★
ZC-207A スタビライザー用 ロッドエンドプラパーツ ¥100 ● ●
ZC-SS33 セットスクリュー M3× 3mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ● ●
ZC-SS312 セットスクリュー M3× 12mm 10 ¥120 ● ●

ドライブシャフト（ローフリクションタイプ）
SD-010FW アルミ製 F ユニバーサル ¥2,900 ★ ★
SD-010RW アルミ製 Rユニバーサル ¥2,900 ★ ★
SD-010FS フロント L.F. ユニバーサルドライブシャフト 2 ¥2,000 ● ●
SD-010LSB L.F. ユニバーサルボーン（44mm）　（リア用） ¥520 ●
SD-010LTB アルミ製 L.F ユニバーサル ボーン（44mm） ¥900 ★
ZS-010RS リア L.F. ユニバーサル セット 2 ¥2,000 ●
SD-010LRS L.F リア ユニバーサル セット 2 ¥2,000 ●
ZS-010FTA フロント L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ● ●
ZS-010RTA リア L.F. ユニバーサル用 アクスル  ¥480 ● ●
ZS-010RSB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（スチール）  ¥520 ● ●
ZS-010RTB フロント & リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（アルミ）  ¥900 ★ ★
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ZS-010TP L.F. ユニバーサル用 ジョイントピン  ¥220 ● ●

ホイールハブ
ZS-011EL らくらくホイールハブ（軽量） 2 ¥780 ● ●
ZR-011SM らくらくホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ● ●
ZS-011C クランプ式ホイールハブ 2 ¥750 ★ ★
ZS-011CM クランプ式ホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ★ ★
ZS-011N クランプ式ホイールハブ ナローサイズ 2 ¥980 ★ ★
ZS-011NM クランプ式ホイールハブ用 メンテナンスキット ナローハブ専用 ¥240 ★ ★
ZS-011TS トレッドアジャスト スペーサー ¥420 ★ ★
ZC-N4AFB アルミ製（ブルー）フランジ付 ロックナット（4mm） 4 ¥280 ● ●

ドライブトレイン
SD-302 トランスミッション ケース ¥980 ★
SD-302CA ミッションキャップ（A） ¥1,380 ●
SD-302CB ミッションキャップ（B） ¥1,380 ●
SD-302G グラファイト製 トランスミッション ケース ¥1,780 ●
SD-302L ミッションケース ¥3,480 ●
SD-302LDC デフカバー 2 ¥950 ●
SD-304L モーターマウント ¥2,380 ●
SD-304M アルミダイキャスト製 モーターマウントセット ¥1,980 ●
SD-304MS モーターマウント用 スプリング & ネジセット ¥250 ●
SD-304SS アルミ製 スペシャルモーターマウントセット ¥5,500 ★
SD-304CM アルミ製 スペシャルモーターカム ¥780 ★
SD-304C5 アルミ製 スペシャルモーターカム（540モーター用） ¥980 ★
SD-630W アルミ製 スパーギアアダプター ¥900 ★ ●
SD-644 アルミ製 メイン ドライブ シャフト ¥680 ● ●
SD-644C センタードライブカップ ¥120 ● ●
SD-644W グラファイト メイン ドライブ シャフト ¥3,200 ★ ★
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ● ●
SD-303F フロント インプット シャフト ¥580 ● ●
SD-303AF アルミ製 フロント インプット シャフト ¥980 ★ ★
SD-303R リア インプット シャフト ¥650 ● ●
SD-303AR アルミ製 リア インプット シャフト ¥1,300 ★ ★
SD-303S インプットシャフト用 ビス（Ｍ2.6 × 6mm） 6 ¥200 ● ●
SD-630 スパーギヤ アダプター ¥980 ● ★
ZC-BH36 ボタンヘッドスクリュー M3× 6mm 5 ¥150 ● ●
ZC-SS34 セットスクリュー M3× 4mm 10 ¥120 ● ●
BB-105-2 ベアリング（φ10×φ5） 2 ¥450 ● ●
BB-1050P スーパープレシジョン ベアリング（φ10×φ5） ¥980 ★ ★
BB-105C2 セラミック ベアリング（φ10×φ5） 2 ¥1,700 ★ ★
BB-1480-2 ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥520 ● ●
BB-1480P スーパープレシジョン ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥980 ★ ★
BB-148C2 セラミック ベアリング（φ14×φ8） 2 ¥1,700 ★ ★
ZC-206C φ 3アルミカラー 4 ¥200 ●

ZC-S50S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ5.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ● ●

ZC-S80S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ8.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ● ●

ZC-C38 キャップスクリュー M3× 8mm 10 ¥90 ● ●

スパーギヤ
SG-4870 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ70T ¥550 ● ●

ピニオンギヤ
PG-4830 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 48ピッチ30T ¥650 ● ●

フロントワンウェイ
SD-640T HDフロント ワンウェイ アッセンブリー ¥3,600 ● ●
SD-640TM HDフロント ワンウェイ用 メンテナンス キット ¥120 ● ●
SD-641T HDフロント ワンウェイ用 ハウジング ¥2,800 ● ●
ZS-642T HDフロント ワンウェイ用 ドライブカップ 2 ¥680 ● ●

SD-643 フロント ワンウェイ用 
リングギア & ドライブギヤ セット ¥380 ● ●

SD-643G フロント ワンウェイ用 グラファイト製
リングギア & ドライブギヤ セット ¥480 ★ ★

BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ● ●
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★ ★
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★ ★

ZC-S100S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ● ●

ボールデフ
BD-500A アルミ製 デフジョイント ¥3,200 ★ ★
SD-501 デフジョイント & ドライブカップ ¥400 ● ●
SD-501R アルミ製 デフジョイント リング 2 ¥200 ● ●
SD-503 デフ用 リングギア & ドライブギヤ セット ¥380 ● ●

SD-503G デフ用 グラファイト製
リングギア & ドライブギヤ セット ¥480 ★ ★

BB-85-4 ベアリング（φ8×φ5） 4 ¥980 ● ●
BB-850P スーパープレシジョン ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥980 ★ ★
BB-850C2 セラミック ベアリング（φ8×φ5） 2 ¥1,700 ★ ★
ZD-505 デフボール 3/32 24 ¥150 ● ●
ZD-505T タングステンデフボール3/32 12 ¥980 ★ ★
ZD-505C12 セラミック デフボール3/32 12 ¥1,980 ★ ★
ZS-506 デフドライブリング 2 ¥250 ● ●
ZS-507 デフスラストベアリングセット ¥200 ● ●
ZC-507T タングステンスラストボール1/16 16 ¥680 ★ ★
ZS-508 デフアジャスタブルキット ¥280 ● ●
BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥600 ● ●
BB-1510P スーパープレシジョン ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥980 ★ ★
BB-1510C2 セラミック ベアリング（φ15×φ10） 2 ¥2,100 ★ ★

ZC-S100S ステンレス製 スペーサーシム 内径φ10.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm）

各
10 ¥450 ● ●

ショックアブソーバー
YS-1SSS-7 L.F. プロショック セット（SSS）ダイヤフラム付 2 ¥3,200 ● ●
YS-1SS-6 L.F. プロショック セット（SS） 2 ¥2,900 ★ ★
YS-4SSS-7 ハイキャパシティ ショックボディ 1 ¥920 ★ ★
YS-4SSS-6 L.F. プロショック ボディ（SSS）&キャップ ¥880 ● ●
YS-4SS-6 L.F. プロショック ボディ（SS）&キャップ ¥920 ★ ★
YS-7A L.F. プロショック用 ナットOリング ¥150 ● ●
YS-8D ダイヤフラム ショックキャップ セット ¥680 ● ●
YS-8Y プラスチック ショックエンド キャップ 2 ¥480 ★ ★
YS-8DMH シリコンダイヤフラム（ハードタイプ） 4 ¥350 ● ●
YS-5SSS-1 ショックシャフト（SSS） 1 ¥200 ● ●
YS-53S-1T チタンコート ショックシャフト（SSS） 1 ¥420 ★ ★
YS-53S-4T チタンコート ショックシャフト（SSS） 4 ¥1,580 ★ ★
YS-6W ショック用 プラパーツ ¥300 ● ●
YS-7-1 ショック用 メンテナンスキット ¥480 ● ●
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ● ●
RS-15 スプリングカップ ロング用 2 ¥580 ★ ●

ショックスプリング（ロング）
RS-05 ショックスプリング イエロー 2 ¥420 ★ ★
RS-06 ショックスプリング ホワイト 2 ¥420 ★ ●
RS-07 ショックスプリング レッド 2 ¥420 ★ ★
RS-09 ショックスプリング ブルー 2 ¥420 ★ ●
RS-10 ショックスプリング グリーン 2 ¥420 ★ ★

プロショックスプリング
YS-1460L ショックスプリング ブラック（ソフト） 2 ¥420 ★ ★
YS-14575L ショックスプリング ブルー（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1455L ショックスプリング イエロー（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1565L ショックスプリング ピンク（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-15625L ショックスプリング グリーン（↓） 2 ¥420 ★ ★
YS-1560L ショックスプリング オレンジ（ハード） 2 ¥420 ★ ★

ホイール
TW-1012-2 スーパープレシジョン ホイール（Mナロー） 4 ¥480 ● ●

ウィング
SD-GW31 ごくらくウィング3.1（190mm幅） ¥650
ZR-GWS ごくらくウィング2用 サイドダム 4 ¥150

その他
SD-TSSM チタン製 スクリューセット（85本入） ¥3,500 ★
SD-TSSL チタン製 スクリューセット（80本入） ¥3,300 ★
SD-BBP スーパープレシジョン ベアリングセット（23ヶ入） ¥7,800 ★ ★
SD-BBC セラミック ベアリングセット（19ヶ入） ¥12,800 ★ ★
SD-HDG ハイト＆ドループゲージ ¥580 ● ★
YT-HDG アルミ製 ハイト＆ドループ ゲージ ¥1,280 ★ ★
YT-300 十字レンチ ¥200 ● ●
KLD-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300 ● ●
CS-SDL デフルーブ（デフボール用） ¥430 ● ●
CS-SBG ブラックグリス（スラストボール用） ¥430 ● ●
YS-450 ショックオイル（#450） ¥350 ● ●
SD-D1 デカールシート（ブラック&ホワイト） ¥450 ★ ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション
CGM ＝ カーボングラファイト モールデッド　CM ＝ コンポジット モールデッド
M ＝ ミディアム
H.D. ＝ ヘビーデューティーの略で耐久性に優れた製品です。
L.F. ＝ ローフリクションの略で駆動効率に優れた製品です。
本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10
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（展開図）

MR-4TC SD LCG
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PARTS LIST

MR-4BX
品　番 品　　名 入数 価格 適合

オフロードカーキット
MR-4BX MR-4BX キット ¥67,000

シャーシ etc.
BX-001 バンパー ¥380 ●
BX-002M メインシャーシ ¥7,300 ●
BX-002R リアシャーシ ¥1,480 ●
BX-003F フロントアッパーデッキ ¥1,680 ●
BX-003R リアアッパーデッキ ¥1,080 ●

BX-118 バッテリープレート 2 ¥1,980 ●
BX-118M アルミ製バッテリーポスト 2 ¥550 ●
BD-118T バッテリートレイ ¥480 ●

BX-017 フロントショックタワー ¥1,980 ●
BX-018 リアショックタワー ¥2,100 ●
BX-018B リアショックタワーベース ¥3,180 ●

BX-016F フロントボディポスト ¥230 ●
RC-313S フードピン ¥120 ●

ZR-200A ブラックアンテナセット ¥180 ●
ZR-200C アンテナキャップ ¥120 ●

SD-203
サーボマウント＆サーボセイバーカラー
スタビマウント＆アンテナマウント

¥580 ●

ZC-BH36 ボタンヘッドスクリュー M3× 6mm ¥150 ●
ZC-BH38 ボタンヘッドスクリュー M3× 8mm ¥150 ●
ZC-BH312 ボタンヘッドスクリュー M3× 12mm ¥150 ●
ZC-BH318 ボタンヘッドスクリュー M3× 18mm ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリュー M3× 8mm ¥150 ●

ステアリング リンケージ 
BX-202P アルミ製ベルクランクポスト 2 ¥650 ●
BX-202BL アルミ製ロアーベルクランクベース ¥1,500 ●
BX-202BUR アルミ製アッパーベルクランクベース（右） ¥1,180 ●
BX-202BUL アルミ製アッパーベルクランクベース（左） ¥1,180 ●

SD-200B サーボセイバー支柱＆ローレットナット ¥420 ●
ZM-202 サーボセイバープラパーツ ¥300 ●
ZM-202G グラファイト製サーボセイバープラパーツ ¥580 ★
BX-202C ベルクランクカラー 2 ¥200 ●
BX-202G ベルクランクプレート ¥880 ●
BB-84-2 サーボセイバー用ベアリング ¥400 ●
BB-84-4 サーボセイバー用ベアリング ¥800 ●
BB-840P サーボセイバー用スーパープレシジョンベアリング ¥980 ★
BB-63F-2 ベルクランクプレート用ベアリング ¥520 ●

ZC-206SH 六角穴付ロッドエンドボール（ネジ短） 2 ¥480
ZC-206MH 六角穴付ロッドエンドボール（ネジ中） 2 ¥480 ●
ZC-206LH 六角穴付ロッドエンドボール（ネジ長） 2 ¥480 ●
ZC-206T チタン製ロッドエンドボール ¥900 ★
ZC-207HD HDロッドエンドプラパーツ ¥360 ●

BD-203 アルミ製サーボマウント ¥1,200 ●
SD-204 サーボホーンセット ¥300 ●
ZC-TB20 チタン製ターンバックル20mm ¥700 ●
ZC-TB42 チタン製ターンバックル42mm ¥700 ●

ZC-BH36 ボタンヘッドスクリューM3×6mm ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリューM3×8mm ¥150 ●

サスペンション
ZC-206MH 六角穴付ロッドエンドボール（ネジ中） 2 ¥480 ●
ZC-206LH 六角穴付ロッドエンドボール（ネジ長） 2 ¥480 ●
ZC-206T チタン製ロッドエンドボール ¥900 ★
ZC-207HD HDロッドエンドプラパーツ ¥360 ●
ZC-TB42 チタン製ターンバックル42mm ¥700 ●
ZC-TB52 チタン製ターンバックル52mm ¥850 ●

BX-008F フロント ロアサスアーム ¥980 ●
BX-008FG グラファイト製 フロント ロアサスアーム ¥1,500 ★
BX-008R リア ロアサスアーム ¥980 ●
BX-008RG グラファイト製 リア ロアサスアーム ¥1,500 ★
BX-008S リアサスアームスペーサー ¥120 ★
BX-009 ハード サスアームピン セット ¥800 ●
ZC-BH265T サスアームピン固定用チタン製タッピングスクリュー ¥300 ★

BX-300FBA アルミフロントブレース ¥980 ★
BX-300FB フロントブレース ¥450 ●
BX-300F アルミ製フロントサスマウント（スキッド10度） ¥3,000 ●
BX-300MRF アルミ製リアサスマウント（フロント側・セパレートタイプ） 2 ¥1,580 ●
BX-300S セパレートサスマウントスペーサー 2 ¥480 ●
BX-300RR3 アルミ製リアサスマウント（リア側・トーイン3度） ¥1,380 ●
BX-300R25 アルミ製リアサスマウント（リア側・トーイン2.5 度） ¥1,380 ★
BX-300B サスアームピンボール 4 ¥280 ●

BX-41310 フロントハブキャリア（キャスター10度）  ¥580 ●
BX-41310G グラファイト製フロントハブキャリア（キャスター10度）  ¥900 ★
BX-415R1 アルミ製リアハブキャリア（トーイン1度）  ¥2,800 ●
BX-415R05 アルミ製リアハブキャリア（トーイン0.5 度） ¥2,800 ★
BX-415C ハブキャリアスペーサー ¥120 ●

BX-414 キングピンセット  ¥850 ●
BX-414KB キングピンボール ¥700 ★
BX-415S ステアリングブロック ¥580 ●
BX-415SG グラファイト製ステアリングブロック ¥900 ★

BB-105-2 ベアリング（φ10×φ5） ¥450 ●
BB-1050P スーパープレシジョンベアリング（φ10×φ5） ¥980 ★
BB-105C2 セラミックベアリング（φ10×φ5） ¥1,700 ★

ZC-BH312 ボタンヘッドスクリューM3×12mm ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリューM3×8mm ¥150 ●
ZC-F310 フラットヘッドスクリューM3×10mm ¥150 ●
ZC-F312 フラットヘッドスクリューM3×12mm ¥150 ●

ドライブシャフト（ローフリクションタイプ）
BX-010FH フロント ハード ユニバーサル ドライブシャフト ¥2,800 ★
BX-010RH リア ハード ユニバーサル ドライブシャフト ¥2,800 ★
BX-010FS フロント L.F. ユニバーサル ドライブシャフト ¥3,500 ●
BX-010RS リア L.F. ユニバーサル ドライブシャフト ¥3,500 ●
BX-010FA フロント L.F. ユニバーサル用アクスル ¥450 ●
BX-010RA リア L.F. ユニバーサル用アクスル ¥450 ●
BX-010FB フロント L.F. ユニバーサル用ボーン ¥950 ●
BX-010RB リア L.F. ユニバーサル用ボーン ¥950 ●
BX-010TP L.F. ユニバーサル用サイコロ＆ピン ¥650 ●

BX-010BC フロント＆リアベアリングカラー ¥300 ●
BX-010S2 ホイールスペーサー（2mm） 2 ¥280 ●

ホイールハブ
BX-011E ホイールハブ（らくらくタイプ） 2 ¥780 ●
BX-011EM BX用らくらくホイールハブ用メンテナンスキット ¥150 ●
BX-011FB フロントホイールハブ（BCタイプホイール用） 2 ¥1,480 ★
ZC-N4AFB アルミ製（ブルー）フランジ付ロックナット ¥280 ●

ドライブトレイン
BX-302FL アルミ製フロントバルクヘッド（左） ¥2,150 ●
BX-302FR アルミ製フロントバルクヘッド（右） ¥2,150 ●
BX-302ML アルミ製センターバルクヘッド（左） ¥1,380 ●
BX-302MR アルミ製センターバルクヘッド（右） ¥1,380 ●
BX-302RL アルミ製リアバルクヘッド（左） ¥1,480 ●
BX-302RR アルミ製リアバルクヘッド（右） ¥1,480 ●
BX-302CFL アルミ製フロントバルクヘッドキャップ（左） ¥1,400 ●
BX-302CFR アルミ製フロントバルクヘッドキャップ（右） ¥1,400 ●
BX-302CRP リア バルク ヘッドキャップ プレート ¥950 ●
BX-304 アルミ製モーターマウント ¥2,150 ●
ZC-S35S テンショナー用スペーサー ¥120 ●
BB-63-2 テンショナー用ベアリング ¥420 ●

BD-BAC ベルト調整カム ¥600 ●
BX-644 センターシャフト ¥880 ●
BB-84-2 センターシャフト用ベアリング ¥400 ●
BB-840P センターシャフト用スーパープレシジョンベアリング ¥980 ★
BB-1480-2 センターシャフト用ベアリング ¥520 ●
BB-1480P センターシャフト用スーパープレシジョンベアリング ¥980 ★
BB-148C2 センターシャフト用セラミックボールベアリング ¥1,700 ★

BX-670PA スリッパープレートA ¥1,300 ●
BX-670PB スリッパープレートB ¥850 ●
BX-670SP スリッパースプリング＆ナット ¥150 ●
AS-9603 スリッパーパッド ¥1,150 ●

BX-671H センターワンウェイハウジング ¥2,450 ●
BX-671M センターワンウェイメンテナンスキット ¥550 ●
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BX-351F フロントドライブベルト（ローフリクション） ¥450 ●
BX-351R リアドライブベルト（ローフリクション） ¥530 ●
BX-CBT センターベルトテンショナー ¥330 ●
ZC-BH38 ボタンヘッドスクリューM3×8mm ¥150 ●
ZC-BH310 ボタンヘッドスクリューM3×10mm ¥150 ●
ZC-BH312 ボタンヘッドスクリューM3×12mm ¥150 ●
ZC-BH318 ボタンヘッドスクリューM3×18mm ¥150 ●
ZC-F38 フラットヘッドスクリューM3×8mm ¥150 ●
ZC-N3AB アルミ製ナイロンロックナット薄型3mm（ブルー） ¥150 ●

スパーギヤ＆ピニオンギヤ
AS-9651 B4用スパーギヤ48ピッチ81T ¥650 ★
AS-9653 B4用スパーギヤ48ピッチ84T ¥650 ●
AS-9654 B4用スパーギヤ48ピッチ87T ¥650 ★

PG-4816B BX用スチール製ピニオンギヤ48ピッチ16T ¥480 ★
PG-4817B BX用スチール製ピニオンギヤ48ピッチ17T ¥480 ●
PG-4818B BX用スチール製ピニオンギヤ48ピッチ18T  ¥480 ★

フロントワンウェイ
BX-640B フロントワンウェイアッセンブリー ¥4,000 ★
ZS-641T HDフロントワンウェイ用ハウジング ¥3,000 ★
ZS-640TM HDフロントワンウェイ用メンテナンスパーツ ¥400 ★
SP-3966-6 HDフロントワンウェイ用ドライブカップ ¥680 ★
BX-643 フロントワンウェイ用ワイドプーリー33T ¥380 ★

BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） ¥600 ●
BB-1510P スーパープレシジョンベアリング（φ15×φ10） ¥980 ★
BB-1510C2 セラミックベアリング（φ15×φ10） ¥2,100 ★

ボールデフ
BX-501 フロントデフジョイント ¥1,350 ●
BX-502 リアデフジョイント ¥1,300 ●
ZG-503 リアワイドプーリー33T ¥450 ●

BB-85-4 ベアリング（φ8×φ5） 4 ¥980 ●
BB-850P スーパープレシジョンベアリング（φ8×φ5） 2 ¥980 ★
BB-850C2 セラミックベアリング（φ8×φ5） ¥1,700 ★

ZD-505 デフボール3/32 ¥150 ●
ZD-505T タングステンデフボール3/32 ¥980 ★
ZD-505C12 セラミックデフボール3/32 ¥1,980 ★

ZS-506 デフドライブリング ¥250 ●
ZS-507 デフスラストベアリングセット ¥200 ●
ZS-507T タングステンスラストボール1/16 ¥680 ★
BX-508 デフアジャスタブルキット ¥280 ●
BX-508T デフ用Ｔ型ナット ¥220 ●

BB-1510 ベアリング（φ15×φ10） ¥600 ●
BB-1510P スーパープレシジョンベアリング（φ15×φ10） ¥980 ★
BB-1510C2 セラミックベアリング（φ15×φ10） ¥2,100 ★

ショックアブソーバー
YS-1S-8 フロントショックセット ¥3,800 ●
YS-1L-8 リアショックセット ¥4,000 ●
YS-4C-8 ショック用 シールド キャップ セット ¥350 ●
YS-4S-8 フロントショックボディセット 1 ¥1,020 ●
YS-4L-8 リアショックボディセット 1 ¥1,080 ●
YS-5S-2T チタンコートショックシャフトS（40.7mm） ¥980 ●
YS-5M-2T チタンコートショックシャフトM（43.5mm） ¥1,100 ●
YS-8-142 ショックピストン（φ1.4 × 2個穴） ¥220 ●
YS-8-132 ショックピストン（φ1.3 × 2個穴） ¥220 ●

YS-6W ショックプラパーツ ¥300 ●
YS-7-2 ショックメンテナンスキット ¥250 ●
YS-7S ソフトOリング ¥120 ●
YS-8Y ショックエンドキャップ ¥480 ●
AS-6468R ショックキャップOリング ¥480 ●
YS-8B-1 アルミショックキャップボール ¥480 ●
ZC-401HC リアハブキャリアボール ¥200 ●

YS-2BXF F ショックスプリング セット（4セット入） ¥1,680 ★
YS-2BXR Rショックスプリング セット（5セット入） ¥2,450 ★
YS-11975 F用 ショックスプリング イエロー（ソフト） ¥480 ★
YS-11950 F用 ショックスプリング ピンク（↓） ¥480 ★
YS-11925 F用 ショックスプリング グリーン（↓） ¥480 ★
YS-11900 F用 ショックスプリング オレンジ（↓） ¥480 ★

YS-1185 F用 ショックスプリング ブラック（ハード） ¥420 ●
YS-1250 R用 ショックスプリング ブルー（ソフト） ¥550 ★
YS-1225 R用 ショックスプリング イエロー（↓） ¥550 ★
YS-1200 R用 ショックスプリング ピンク（↓） ¥550 ★
YS-1175 R用 ショックスプリング グリーン（↓） ¥550 ★
YS-1150 R用 ショックスプリング オレンジ（↓） ¥550 ★
YS-1185 R用 ショックスプリング ブラック（ハード） ¥420 ●
RS-15 スプリングカップ ¥580 ●

ZC-BH312 ボタンヘッドスクリューM3×12mm ¥150 ●
ZC-N3AB アルミ製ナイロンロックナット薄型3mm（ブルー） ¥150 ●

タイヤ・インナースポンジ・ホイール
ZC-T16 インナースポンジ16mm（フロント＆リア） ¥420 ★
ZC-T16M インナースポンジM16mm（リア） ¥380 ★

TF-510 マイクロブロック　フロントタイヤ ¥750 ★
TR-51 マイクロブロック　リアタイヤ ¥750 ★
TF-320Y ピンスパイク　フロントタイヤ ¥750 ★
TR-32Y ピンスパイク　リアタイヤ ¥750 ★
TF-390Y ウルトラミニピン　フロントタイヤ ¥750 ★
TR-39Y ウルトラミニピン　リアタイヤ ¥750 ★
TR-37Y ウルトラXパターン　リアタイヤ ¥750 ★

BX-821 フロントホイール ¥580 ●
BX-827 リアホイール ¥580 ●
BX-821Y フロントホイール（イエロー） ¥580 ★
BX-827Y リアホイール（イエロー） ¥580 ★

ボディ
BX-101 MR-4BX用 ボディ セット ¥2,000 ●
ZS-GWB ごくらくオフロードウイング ¥780 ●
ZS-110B リアウイングマウント ¥350 ●
ZC-105 マジックテープ（防塵用） ¥180 ●

その他
YT-300 十字レンチ ¥200 ●
KLD-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300 ●
CS-SDL デフルーブ（デフボール用） ¥430 ●
CS-SBG ブラックグリス（スラストボール用） ¥430 ●
YS-250 ショックオイル（＃250） ¥350 ●
YS-350 ショックオイル（＃350） ¥350 ●

BX-TSS ３mm チタンスクリューセット  ( １０２本入 ) ¥4,100 ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

M ＝ ミディアム
H.D. ＝ ヘビーデューティーの略で耐久性に優れた製品です。
L.F. ＝ ローフリクションの略で駆動効率に優れた製品です。

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10
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（展開図）

MR-4BX
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PARTS LIST

TC4  TEAM KIT / FACTORY TEAM KIT

品　番 品　　名 入数 価格 適合

TEA
M
 K
IT

FA
C
TO
R
Y
 K
IT

ツーリングカーキット
RC-10TC4T RC10TC4 チームキット ¥39,800
RC-10TC4F RC10TC4 ファクトリーチームキット ¥62,800

シャーシ
AS-31026 フロントバンパー ¥800 ● ●
AS-31023 TC4 フロントウレタンバンパー ¥800 ●
AS-2225 バンパーブレース ¥460 ● ●
FTP-31042 TC4 グラファイトパーツセット ¥10,200 ★ 
AS-31000 メインシャーシ ¥3,800 ●
FTP-31041 グラファイトメインシャーシ ¥5,850 ★
AS-31001 TC4 シャーシブレース ¥1,000 ●
FTP-31002 TC4 シャーシブレース（グラファイト） ¥1,480 ★
AS-2368 バルクヘッドセット ¥1,390 ● ●
AS-6915 フラットスクリュー（4-40 × 5/8） ¥520 ● ●
AS-6292 フラットスクリュー（4-40 × 3/8） 6 ¥520 ●
AS-6923 フラットスクリュー（4-40 × 3/4） 6 ¥520 ●
AS-6918 ボタンスクリュー（4-40 × 1/2） 6 520 ● ●
AS-6924 キャップスクリュー（4-40 × 3/8） 6 ¥520 ●
AS-6926 キャップスクリュー（4-40 × 5/8） 6 ¥520 ● ●
AS-3853 バッテリーホールドダウン ¥980 ●
FTP-3854 グラファイトバッテリーホールドダウン ¥1,500 ★
FTP-3974 アルミバッテリーホールドダウン ¥3,200 ★
FTP-31039 ブルーバッテリーストラップ（グラファイト製） ¥2,200 ★
AS-3848 バッテリースペーサー ¥350 ●
FTP-1785 グラファイトバッテリースペーサー ¥1,300 ★ 
AS-6916 キャップスクリュー（4-40 × 1/2 穴付） 4 ¥520 ●
AS-2230 ボディポスト ¥720 ● ●
AS-3897 ピボッティングボディマウント 4 ¥800 ● ●
AS-6332 フードピン 6 ¥185 ● ●
AS-6338 アンテナキット ¥520 ● ●
FTP-3968 ダミートランスポンダー ¥1,880 ★ 
SP-3902 アルミ製トランスポンダーマウント ¥1,580 ★ 
AS-6277 ロングボールエンド（ネジ部7.5mm） ¥1000 ● ●
AS-6272 ボールエンドダストカバー ¥420 ●

ステアリングリンケージ
AS-2229 スウィングラックピボットポスト 2 ¥1,250 ● ●
AS-31003 TC4 ステアリングラック ¥730 ● ●
AS-31022 TC4 ステアリングクランクポスト ¥730 ● ●
AS-6587 サーボセイバースプリング ¥280 ●
AS-6265 TC4ステアリングドラッグリンク ¥350 ●
AS-3916 ステアリングラックベアリング (3/16× 5/16) 2 ¥1,380 ● ●
AS-3981 ショートボールエンド（ネジ部5mm） 6 ¥1,000 ● ●
AS-6277 ロングボールエンド（ネジ部7.5mm） ¥1,000 ●
AS-7336 サーボマウントセット ¥450 ●
FTP-1779 強化型サーボマウント　アルミ製 ¥2,400 ★ 
AS-9180 サーボホーン ¥420 ● ●
AS-3858 スペシャルボールエンドセット ¥1,500 ●
AS-6272 ボールエンドダストカバー ¥420 ●
AS-6274 ボールエンドプラキャップ 14 ¥830 ●
AS-6292 フラットスクリュー（4-40 × 3/8） 6 520 ●
AS-2221 4-40 × 7/16 ボタンヘッドスクリュー 6 520 ●
AS-6917 ボタンスクリュー（4-40 × 3/8） 6 ¥520 ●
AS-6918 ボタンスクリュー（4-40 × 1/2） 6 ¥520 ●
AS-7337 ミニワッシャー 4 ¥180 ● ●
AS-4449 アルミロックミニナット（4-40） 5 ¥520 ● ●

サスペンション
AS-31006 TC4 フロントロアサスアーム ¥1,180 ●
FTP-31007 TC4 フロントロアサスアーム（グラファイト製） ¥1,600 ★ ●
AS-31008 TC4 リアロアサスアーム ¥1,180 ●
FTP-31009 TC4 リアロアサスアーム（グラファイト製） ¥1,600 ★ ●
AS-3865 ドループセットスクリュー（ダインストップ調整用） 4 ¥290 ● ●
AS-31025 TC4 サスアームマウント ¥730 ●
FTP-31064 アルミ製フロントサスアームマウント（トライアングル） ¥1,860 ★ ●
FTP-31065 アルミ製フロントサスアームマウント（サークル） ¥1,860 ★ ●
FTP-31066 アルミ製リアサスアームマウント（スクエア） ¥1,860 ★ ●
FTP-31067 アルミ製リアサスアームマウント（X-3.0） ¥1,860 ★ ★
FTP-31068 アルミ製リアサスアームマウント（X-2.5） ¥1,860 ★ ●
FTP-31069 アルミ製リアサスアームマウント（X-2.0） ¥1,860 ★ ★

AS-31010 TC4 サスアームマウント用シムセット ¥450 ● ●
AS-31024 TC4 インナーヒンジピン ¥450 ● ●
AS-3878 TC4 アウターヒンジピン ¥420 ● ●
SP-31060 スーパーハードサスアームピンセット ¥1,200 ★ ★
AS-31004 TC4 ステアリングブロック& リアハブキャリア ¥1,200 ●
FTP-31005 TC4 ステアリングブロック& リアハブキャリア

（グラファイト製）
¥1,750 ★ ●

AS-31015 フロントステアリングハブキャリア（キャスター0 度） ¥600 ●
FTP-31016 フロントステアリングハブキャリア（キャスター2 度） ¥880 ★ 
FTP-31017 フロントステアリングハブキャリア（キャスター4 度） ¥880 ★ ●
FTP-31018 フロントステアリングハブキャリア（キャスター6 度） ¥880 ★ 
AS-9645 2-56× 1/8キャップスクリュー 6 ¥480 ● ●
AS-6260 25mm ターンバックル 2 ¥450 ●
AS-6261 32mm ターンバックル 2 ¥450 ●
FTP-31052 チタン製ターンバックルセット ¥4,380 ★ 
AS-6292 フラットスクリュー（4-40 × 3/8） 6 ¥520 ●
AS-3874 キングピンブッシング 4 ¥980 ● ●
AS-3875 ロアキングピン 4 ¥520 ● ●
AS-6906 アクスルボールベアリング（3/16 × 3/8 ） 2 ¥950 ●
FTP-3965 アクスルベアリングスペーサー 4 ¥650 ★ ●
AS-31011 TC4 フロントショックタワー ¥730 ●
FTP-31012 TC4 フロントショックタワー（グラファイト製） ¥1,300 ★ 
AS-31013 TC4 リアショックタワー ¥880 ●
FTP-31014 TC4 リアショックタワー（グラファイト製） ¥1,300 ★ 
AS-3983 ショートボールエンド（ネジ部7.5mm） ¥1,000 ●
AS-6277 ロングボールエンド（ネジ部7.5mm） 1000 ●
AS-6272 ボールエンドダストカバー ¥420 ● ●
AS-6274 ボールエンドキャップ ¥830 ● ●
AS-7413 ボタンスクリュー（4-40 × 3/4） 6 ¥520 ●
AS-7260 ミニナット（4-40） 12 ¥520 ● ●
FTP-31057 TC4 アンチロールバーキット ¥2,100 ★ ●
FTP-31058 アンチロールバーボール（ブルー） 2 ¥600 ★ ●
FTP-3969 アンチロールバー（バーのみ） 650 ★

ドライブトレイン
FTP-31034 HD C.V.D ボーン（アルミ） 2 ¥2,800 ● ●
M-1481 CVD シャイニーボーン 2 ¥3,180 ★
AS-3886 CVD アクスル 2 ¥2,450 ● ●
ZM-427 CVD リビルドキット 2 ¥600 ● ●
AS-7369 スタビアクスルロールピン 4 ¥360 ● ●
SP-7369 ハードスタビアクスルピン 4 ¥420 ★ ★
AS-31032 TC4 ホイール取付用6 角ハブ 2 ¥350 ●
SP-3950C クランプ式ホイールハブ（ブルー） 2 ¥750 ★ ★
FTP-3973 クランプ式ホイールハブ（ブルー） 4 ¥3,200 ★ ●
AS-6943 アルミロックホイールナットブルー（8-32） 6 ¥680 ● ●
AS-3915 インプットシャフト 2 ¥1,980 ● ●
AS-3919 インプットシャフトハードウェア ¥800 ● ●
AS-6920 ボタンスクリュー（4-40 × 3/16） 6 ¥520 ● ●
AS-31021 TC4 メインドライブシャフト ¥1,860 ● ●
SP-31021 グラファイト製 メインドライブシャフト ¥3,400 ★ ★
AS-31019 ドライブシャフトアクセサリー ¥600 ● ●
AS-6906 インプットシャフト用ボールベアリング 2 ¥950 ● ●
AS-3911 シムセット 16 ¥800 ●
AS-3930 モーターアジャストカム ¥1,250 ●
FTP-3932 モーターアジャストカム（ブルー） ¥3,750 ★ 
AS-3931 モーターアジャストクランプ ¥1,500 ●
FTP-3933 モーターアジャストクランプ（ブルー） ¥5,350 ★ 
FTP-3927 モーターヒートシンク（FTP-3933用） ¥1,480 ★ 
AS-3929 モーターアジャストクランプスプリングセット ¥360 ●
AS-3934 ボタンスクリュー（3×6mm） 4 ¥120 ●
AS-6926 キャップスクリュー（4-40× 5/8） ¥520 ●
AS-7874 キャップスクリュー（4-40× 7/16） ¥520 ●
AS-31020 TC4 ヒートシンクモーターマウント（ブラック） ¥3,100 ●
FTP-31046 TC4 アルミ製モーターマウント（ブルー） ¥2,900 ★ 
FTP-31047 TC4 モータークランプ ¥4,100 ★ 
FTP-31048 TC4 モーターヒートシンク（ブラック）

（AS-3931・AS-3933 用）
¥1,480 ★ 

FTP-31049 TC4 モーターヒートシンク（ブルー）（FTP-31047 用） ¥2,200 ★ 
FTP-31035 モータークーリングダクト（フィルター付） ¥880 ★ 
FTP-31036 モータークーリングファン ¥3,800 ★ 
FTP-31037 モータークーリングファンキット ¥4,300 ★ 
AS-3921 スパーギヤ48ピッチ69T ¥650 ★ 
AS-3922 スパーギヤ48ピッチ72T ¥650 ● ●
AS-3923 スパーギヤ48ピッチ75T ¥650 ★ 
AS-6288 ボタンスクリュー（4-40× 1/4） 6 ¥520 ● ●
AS-6299 Eリング ¥290 ● ●

デファレンシャル
FTP-3913 軽量デフアッセンブリー ¥2,980 ●
FTP-3908 軽量デフジョイント ¥850 ● ●
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FTP-3906 軽量デフ用ドライブリング ¥290 ● ●
FTP-3904 軽量デフ用ロックナット 4 ¥520 ● ●
AS-3914 デフギヤ& ドライブギヤ ¥1,100 ● ●
AS-6582 デフスラストスプリング ¥280 ● ●
AS-6574 スラストボール 6 ¥420 ● ●
AS-6581 カーバイドデフボール（3/32） 12 ¥1,780 ● ●
AS-6573 スクリュー& スラストワッシャー ¥250 ● ●
AS-3916 デフインナーベアリング (3/16× 5/17) 4 ¥1,380 ●
AS-6903 デフ軸受けベアリング（3/8× 5/8） 2 ¥3,000 ● ●
AS-3911 シムセット 16 ¥800 ● ●

デファレンシャル（高耐久スチールデフジョイント）
AS-3918 スチールデフアッセンブリー ¥5,500 ★ 
FTP-31062 軽量スチールデフアウトドライブ ¥2,900 ★ ●
AS-3912 デフジョイント（スチール製） ¥2,350 ★
AS-3926 デフリビルドキット ¥1,390 ★
AS-6579 デフドライブリング ¥290 ★ ●
AS-6909 デフインナーベアリング 2 ¥900 ★
AS-6573 スクリュー& S. ワッシャー ¥250 ★
AS-3914 デフギヤ&ドライブギヤ ¥1,100 ●
AS-6582 デフスラストスプリング ¥280 ●
AS-6574 スラストボール 6 ¥420 ●
AS-6581 カーバイドデフボール（3/32） 12 ¥1,780 ●
AS-6903 デフ軸受けベアリング（3/8× 5/8） 2 ¥3,000 ●
AS-3911 シムセット 16 ¥800 ●

HD フロントワンウェイ
SP-3938-6 HD フロントワンウェイユニット ¥4,380 ★ ★
SP-3966-6 HD フロントワンウェイ用ドライブカップ 2 ¥680 ★ ★
SP-3967-6 HD フロントワンウェイ用ハウジング ¥3,000 ★ ★
SP-3939-6 HD フロントワンウェイ用リングギヤ ¥890 ★ ★
SP-3976-6 HD フロントワンウェイ用ベアリング ¥890 ★ ★

ショックアブソーバー
FTP-3962 スレッディドショックセット 4 ¥8,500 ●
FTP-3963 スレッディドショックボディ 2 ¥2,980 ● ●
FTP-3985 スレイテッドショックセット（テフロンコーティング） 2 ¥5,800 ★
FTP-3990 スレイテッドショックボディーセット

（テフロンコーティング）
2 ¥2,600 ★

AS-6428 ショックキャップ ¥550 ● ●
AS-6428Y ショックキャップ（穴あきタイプ） 2 ¥980 ★
AS-6439 ショックキャップ（アルミ製） ¥740 ★ 
AS-6468R ショックキャップO リング 12 ¥480 ● ●
AS-6475 ショックスプリングカップ& カラー 4 ¥800 ● ●
AS-8456 ショックリビルドキット（VC ボビン& フォーム）- ¥480 ● ●
AS-6473 ショックブッシング 4 ¥290 ●
FTP-1780 ショックブッシング（アルミ製） 4 ¥900 ★ 
AS-31030 ショックシャフト用ボールエンドキャップ 4ヶ ¥450 ● ●
AS-8844 ショックシャフト 1 ¥520 ●
FTP-3964 チタンコートショックシャフト 2 ¥1,690 ★ ●
SP-1115 MIP 製チタンコートショックシャフト 1 ¥680 ★ 
AS-6465 ショックピストン ¥1,400 ● ●
AS-6299 E リング ¥290 ●
AS-5407 ショックO リング 8 ¥520 ● ●
M-1043 MIP 製ブルーシールO リング 8 ¥420 ★ 
AS-6466 ショックインナースペーサー ¥230 ★ 
AS-6472 ショックマウントナット（4-40） ¥200 ● ●
FTP-3941 ショックスプリンググリーン（12.0lbs） ¥800 ★ 
AS-3942 ショックスプリングシルバー（14.5lbs） ¥480 ★ 
FTP-3943 ショックスプリングブルー（17.0lbs） ¥800 ● ●
AS-3944 ショックスプリングゴールド（19.5lbs） ¥480 ★ 
FTP-3945 ショックスプリングレッド（22.0lbs） ¥800 ★ 
FTP-3946 ショックスプリングカッパー（25.0lbs） ¥480 ★ 
FTP-3948 スレイテッドショック用 スプリング調整カラー（ブルー） 2 ¥800 ●

ホイール
TW-2512A2 エアロディッシュホイール（M ナロー） 4 ¥280 ● ★

その他
AS-31054 TC4 アルミ製スクリューセット ¥1,860 ★ 
FTP-1703 ソリッドアクスル ¥3,800 ★
AS-31071 TC4 デカールシート ¥350 ●
AS-6956 モールドツールセット ¥850 ●
AS-6950 アレンレンチセット ¥630 ●
AS-6727 両面テープ ¥350 ●
CS-SBG ブラックグリス ¥430 ●
CS-SDL ステルスデフルーブ ¥430 ●
AS-5423 シリコンショックオイル（#40） ¥580 ●

ファクトリーチームキット 専用パーツ

FTP-1401 チタン製ターンバックル 1.30" ¥1,380
FTP-1409 チタン製ターンバックル 1.00" ¥1,380
FTP-1414 チタン製ターンバックル 1.125" ¥1,380
FTP-1781 ショックブッシング（ブルーアルミ製） 4 ¥900
AS-2221 4-40 x 7/16" ボタンヘッドスクリュー 6 ¥520
FTP-3959 スレッテッドショック用 カラー Oリング 4 ¥280
AS-3983 ボールエンド、ブラック .300 ショート 6 ¥1,000
AS-4334 2-56 x 5/16" ボタンヘッドスクリュー 6 ¥360
AS-6575 デフスラストボルト＆Tナット Set ¥380
AS-6587 サーボセイバー スプリング ¥280
AS-6860 4-40 x 3/8" アルミ製キャップスクリュー 6 ¥630
AS-6922 4-40 x 1/2" フラットヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-6934 4-40 x 3/8" アルミ製フラットヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-6939 4-40 x 1/4" アルミ製フラットヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-6947 4-40 x 3/8" アルミ製ボタンヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-7368 3/16" アクスルシム 14 ¥410
AS-7633 4-40 x 5/8" ボタンヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-7673 4-40 x 5/16" フラットヘッドスクリュー 6 ¥520
AS-7869 4-40 x 3/4" アルミ製フラットヘッドスクリュー 8 ¥880
AS-8828 ロールバー キャップ Set ¥350
AS-8830 ロールバー ピボット Set ¥700
AS-9630 ボールエンドワッシャー 10 ¥250
AS-9660 2-56 x 7/32" キャップスクリュー 6 ¥520
FTP-31028 アンチロールバー ピボット キャップ 2 ¥360
FTP-31090 FT TC4 メイン シャーシ（C・グラファイト製） ¥11,000
FTP-31091 FT TC4 アッパー デッキ（C・グラファイト製） ¥4,600
FTP-31092 キャンバーリンク マウント（L)（ブルー） ¥1,580
FTP-31093 キャンバーリンク マウント（R)（ブルー） ¥1,580
FTP-31095 FT TC4 アッパー デッキ マウント（ブルー）
FTP-31097 FT TC4 シャーシ スピン プレート（C・グラファイト製） ¥1,850
FTP-31098 FT TC4 スピンプレートマウント/インプットBBキャッ

プ /アンテナマウント
Set ¥850

FTP-31100 FT TC4 フロントショックタワー（C・グラファイト製） ¥1,980
FTP-31101 FT TC4 リアショックタワー（C・グラファイト製） ¥2,280
FTP-31102 FT TC4 ショックタワーマウント（カーボン製） ¥580
FTP-31105 FT TC4 モーターマウント（アルミ製 ブルー） ¥3,550
FTP-31110 TC4 軽量ウレタンバンパー ¥700
AS-31111 ロープロフィールサーボマウント（スペーサー付） Set ¥580
FTP-31117 チタン製 ターンバックル セット Set ¥4,800
FTP-31120 ショックリビルドキット VCS2用 ¥880
FTP-31121 VCS2 ショックキャップ /リテーナー ¥900
FTP-31123 VCS2 ショック UPグレードキット ¥2,800
FTP-31126 バッテリー ストラップ システム Set ¥3,680
FTP-31130 ファクトリーコンバージョンキット ¥2,980
FTP-31133 CG製 ITF アッパーデッキ ¥4,400
FTP-31134 CG製 ITF メインシャーシ ¥10,800
FTP-31135 CG製 ITF スピンプレート ¥1,800
FTP-31136 CG製 ITF シャーシキット ¥1,600

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10
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PARTS LIST

RC12L4
品　番 品　　名 入数 価格 適合

L4

L4
Y

1/12オンロードカー キット
RC-12L4 RC12L4 シャーシキット ¥34,800
RC-12L4Y RC12L4Y WORLD EDITION Ver.2006 シャーシキット ¥35,800

シャーシ etc.
AS-4558 グラファイト シャーシ ¥7,600 ●
SP-4558Y グラファイトシャーシ ¥6,300 ★ ●
AS-4560 シャーシプロテクター ¥350 ● ●
AS-4563 バッテリートレイ（AS-4558専用） ¥520 ● ●
AS-4510 ファイバーグラスアンテナ ¥380 ● ●

AS-4542
サスペンションアクセサリー
（アンテナ&ショックマウント・Tバースペーサー・ダン
パーポスト）

¥860 ● ●

AS-4534 グラファイト リア シャーシブレース ¥1,380 ●
SP-4534Y グラファイト リア シャーシブレース ¥1,380 ★ ●
FTP-4442B ダンパーブレース スタンドオフ ¥850 ●
SP-4442 アルミ ダンパーブレース スタンドオフ 2 ¥1,200 ●
SP-4515 アルミ ダンパー センターポスト 1 ¥600 ●

フロント サスペンション
AS-8405 アッパーAアーム ¥600 ● ●
FTP- 4561 グラファイト アッパーサスマウント（0度・５度・10度） ¥600 ● ●
AS-8409 アッパーAアームスクリュー ¥360 ● ●
AS-8411 アッパーAアームロッドエンド ¥360 ● ●

FTP- 4569 アッパーAアーム用 チタン製 ヒンジピン
 ( キャスターシム付 ) ¥350 ● ●

AS-8415 アッパーAアーム ターンバックル ¥450 ●
SP-8415 アッパーAアーム チタン製 ターンバックル 2 ¥1,200 ★ ●
AS-8417 ピボットボール 4 ¥1,000 ● ●
AS-8419 ロアサスアーム ¥720 ● ●
SP-3323T ロアサスアームスペーサー（0.8mm） 4 ¥820 ★ ★
SP-3323 ロアサスアームスペーサー（1.6mm） 4 ¥820 ★ ★
AS- 4564 グラファイト クロスブレース ¥600 ●
SP-4564Y グラファイトクロスブレース ¥600 ★ ●
K-9 サーボセーバーホーン（サンワ・KO用） ¥580 ● ●
K-8 サーボセーバーホーン（サンワミニ用） ¥580 ★ ★
K-10 サーボセーバーホーン（フタバ用） ¥580 ★ ★
FTP-4562 アルミ製 サーボマウント ¥2,600 ● ●
AS-8435 サーボマウント（ネジ止め） ¥360 ★ ★
AS-4401M サーボマウント（両面テープ止め） ¥480 ★ ★
SP-3213 チタン製 フロントアクスル（ロックナット式） 2 ¥1,480 ★ ●
FTP-1599 チタン製 フロントアクスル（Eクリップ式） ¥830 ● ★
AS-8421 ステアリングブロック ¥450 ● ●
AS-4403 キングピン ¥900 ● ★
SP-4403H ハード キングピン 2 ¥650 ★ ●
AS-8425 キングピンシム ¥360 ● ●
AS-6299 E リング ¥290 ● ●
SP-3655S フロントホイールベアリング（JACOホイール用） 4 ¥1,400 ● ●
AS-3655 フロントホイールベアリング（ヨコモホイール用） 4 ¥1,800 ★ ●
FTP-1404 チタン製 ステアリングタイロッド（45mm） 2 ¥1,380 ● ●
AS-4448 アルミボールエンド ＆ プラキャップ 各2 ¥600 ● ●
FTP-4447 アルミボールエンド 8 ¥1,550 ● ●
AS-6274 ボールエンドプラキャップ ¥830 ● ●
AS-4113 サススプリング 0.5mm ¥450 ● ●
AS-4114 サススプリング 0.45mm ¥450 ★ ★
AS-4116 サススプリング 0.6mm ¥450 ★ ★
AS-4117 サススプリング 0.55mm ¥450 ★ ★
AS-4118 サススプリング 0.35mm ¥450 ★ ★
AS-4119 サススプリング 0.4mm ¥450 ★ ★

Tバー・ダンパー 
AS-4520 Tバー（1.9mm） ¥910 ● ★
AS-4522 Tバー（1.6mm） ¥850 ● ●
SP-4526 Tバー スペーサー 3 ¥640 ★ ●
AS-4335 ピボットソケット ¥360 ● ●
SP-4335Y Tバー用 ツイックレス プレート ¥1,500 ★ ●
SP-4335 Tバー用 ツイック プレート（大、中、小　3種類） ¥2,500 ★ ★
AS-4336 ピボットボール ¥360 ● ●
AS-4334 ピボットソケットスクリュー（2-56× 5/16） 8 ¥360 ● ●
AS-4436 ツイックスクリュー（4-40× 5/16） 4 ¥360 ●
AS-4340 フリクションプレート ¥260 ● ●
AS-8330 フリクションプレート Oリング 4 ¥260 ● ●
AS-4517 フリクションプレートスプリング ¥360 ● ●
FTP-4471B VCS マイクロショック ボディ ブルー ¥2,100 ● ●
FTP-4472 VCS マイクロショック シャフト&ピストン ¥680 ● ●
FTP-4473 VCS マイクロショック リビルドキット ¥900 ● ●
AS-4474 VCS マイクロショック シャフトエンド ¥800 ● ●
FTP-4475 VCS マイクロショック スプリング ブラック（S） ¥450 ★ ★
FTP-4476 VCS マイクロショック スプリング グリーン（M） ¥450 ● ●

リアエンド
FTP-4537B アルミ製 モーターマウント ¥5,200 ●
SP-4537Y アルミ製 モーターマウント（右側） ¥3,480 ★ ●
FTP-4538 マグネシウム製 モーターマウント ¥7,500 ★
FTP-4541 グラファイト バルクヘッド ¥1,200 ●
SP-4541Y アルミ製バルクヘッド（左側） ¥3,480 ★ ●
SP-4542Y アルミ製ダンパーポスト ¥600 ★ ●
AS-4530 グラファイト ダンパープレート ¥1,800 ●
SP-4530Y グラファイト ダンパープレート ¥1,800 ★ ●
AS-4559 グラファイト ロアポッドプレート ¥1,700 ●
SP-4559Y ロアポッドプレート ¥1,800 ★ ●
AS-4348 ハイトアダプター#0 オフセット0 ¥260 ● ●
AS-4349 ハイトアダプター#1 オフセット2 ¥260 ● ●
AS-4350 ハイトアダプター#2 オフセット1 ¥260 ● ●
AS-4351 ハイトアダプター#4 オフセット3 ¥260 ● ●

デフ
FTP-4565 グラファイト リアアクスル ¥4,600 ●
SP-4565Y グラファイト リアアクスル（センターロック） ¥4,200 ★ ●
FTP-4566 デフ／ホイールハブ（右） ¥2,700 ●
SP-4566Y デフ /ホイールハブ（右側） ¥1,580 ★ ●
SP-4565Y グラファイト リアアクスル ¥4,200 ★ ●
FTP-4567 クランプ式 ホイールハブ（左） ¥3,200 ●
SP-4540SB センターロック式 ホイルハブ（左）（SP-4565Y用） ¥1,480 ●

AS-4568 クランプ式 ホイールハブ（左）用
キャップスクリュー（2-56× 5/16） ¥350 ●

AS-4554 リアアクスルシム（0.127mm） ¥260 ●
AS-4555 デフスラストコーン ¥350 ●
SP-8213Y スラストコーン /ベルビルワッシャー ¥550 ★ ●
AS-8504 デフドライブリング ¥300 ● ●
AS-4459 ベルビルワッシャー ¥260 ●
AS-6626P 1/8 スーパーグレードデフボール 16 ¥480 ★ ●
AS-6619 1/8 カーバイドデフボール 8 ¥1,380 ● ★
AS-897 リアアクスル用 ベアリング（1/4× 3/8） 2 ¥950 ● ●
AS-6285 リアホイール取付スクリュー ¥520 ● ●

タイヤ・ホイール
AS-3660M3 Lラバーミディアム フロントタイヤ 3set ¥820 ★ ★
AS-3660F3 Lラバーファーム フロントタイヤ 3set ¥980 ★ ★
AS-3620-3 スーパーグリップ リアタイヤ 3set ¥980 ★ ★
AS-3621SW Lラバーソフト リアタイヤ 2set ¥1,080 ★ ★
SP-1250-3 フロントホイール 3set ¥850 ★ ★
SP-1210-3 リヤホイール 3set ¥850 ★ ★
SP-FLM Lラバーミディアム フロントタイヤ（接着整形済） ¥1,080 ★ ★
SP-FLF L ラバーファーム フロントタイヤ（接着整形済） ¥1,080 ★ ★
SP-RLS L ラバーソフト リアタイヤ（接着整形済） ¥1,380 ★ ★

ボディ他
KY-10125L パーマ製 EXP SPEED8 ボディ 軽量 ¥1,980 ★ ★
KY-10210L パーマ製 ZYTEK 1/12 ボディ 軽量 ¥2,200 ★ ★
SP-12MS2L MS-2 ボディ（レース専用超軽量タイプ） ¥1,680 ★ ★
SP-1603L プロトフォーム製 ニッサンP-35 ボディ ¥1,850 ★ ★
SP-1607L プロトフォーム製 スピード8 LMP ボディ ¥1,850 ★ ★
SP-1608L プロトフォーム製 アスカリ LMP ボディ ¥1,850 ★ ★
AS-4535 ボディマウント ¥350 ● ●
FTP-1736 フードピン（ブルー） 6 ¥330 ● ●

その他
AS-6292 フラットヘッド スクリュー 4-40× 3/8 6 ¥520 ● ●
AS-6934 アルミ フラットヘッド スクリュー 4-40× 3/8 6 ¥520 ● ●
AS-7673 フラットヘッド スクリュー 4-40× 5/16 6 ¥520 ● ●
AS-4519 フラットヘッド スクリュー 4-40× 9/16 6 ¥520 ● ●
AS-6919 ボタンヘッド スクリュー 4-40× 5/16 6 ¥520 ●
AS-6917 ボタンヘッド スクリュー 4-40× 3/8 6 ¥520 ● ●
AS-6288 ボタンヘッド スクリュー 4-40× 1/4 6 ¥520 ● ●
AS-6915 フラットヘッド スクリュー 4-40× 5/8 6 ¥520 ●
AS-6920 ボタンヘッド スクリュー 4-40× 3/16 6 ¥520 ● ●
AS-8439 アルミ フラットヘッドスクリュー 8-32× 5/8 4 ¥360 ●
AS-6942 アルミ フラットヘッドスクリュー 8-32× 1/2 6 ¥520 ●
AS-6933 アルミ フラットヘッド スクリュー 4-40× 5/16 6 ¥520 ●
AS-4145 キャップ スクリュー 4-40× 5/16 6 ¥330 ● ●
AS-6922 フラットヘッド スクリュー 4-40× 1/2 6 ¥520 ● ●
AS-3862 セット スクリュー 5-40× 1/8 6 ¥520 ●
AS-4449 アルミ ミニロックナット 4-40 5 ¥520 ● ●
AS-4185 ナイロンロックナット 8-32 6 ¥260 ● ●
AS-5422 シリコンショックオイル（#30） ¥580 ● ●
AS-6636 デフルーブ（デフボール用） ¥430 ● ★
AS-6956 モールドツールセット ¥850 ● ★
AS-6950 アレンレンチセット ¥630 ● ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション
本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。
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53製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

PARTS LIST

RC18T / MT / B
品　番 品　　名 入数 価格 適合

RC-18T RC18T RTR ¥29,800
RC-18TF RC18T ファクトリー チーム キット ¥23,800
RC-18MT RC18MT RTR ¥29,800
RC-18B RC18B RTR ¥29,800
RC-18BF RC18B ファクトリー チーム キット ¥23,800

AS-21001 メインシャーシ ¥1,080 ●
AS-21003 トップ プレート ¥580 ●
AS-21005 Ｆ&Ｒ サスマウント ¥440 ●
AS-21008 サス アーム ¥440 ●
AS-21010 リヤ ハブキャリア ¥440 ●
AS-21013 バッテリーブレース ¥580 ●
AS-21015 キャスターブロック ¥440 ●
AS-21016 ステアリング ブロック ¥440 ●
AS-21017 Ｆ&Ｒ ショックタワー ¥580 ●
AS-21022 デフ＆インプットギヤ ¥580 ●
AS-21024 デフ セット ¥1,300 ●
AS-21025 ギヤ ボックス ¥730 ●
AS-21027 デフ ジョイント ¥440 ●
AS-21030 ドッグボーン＆スプリング ¥580 ●
FTP-21031 アルミ製 ドックボーン ¥1,300 ★
AS-21033 ５５Ｔスパー /ドライブカップ ¥440 ●
AS-21035 ６０Ｔスパー /ドライブカップ ¥440 ★
AS-21040 サーボマウント ¥290 ●
AS-21041 サーボセイバー ¥440 ●
AS-21049 サーボセイバー (ハイテック ) ¥440 ●
AS-21050 ステアリング ベルクランク ¥440 ●
AS-21052 ターンバックル セット ¥1,180 ●
AS-21053 サスペンション リンケージ ¥580 ●
FTP-21055 チタン製 ターンバックル セット ¥4,380 ★
AS-21058 ホワイト ホイール ¥580 ●
AS-21059 ミニピンタイヤ /インナー ¥1,460 ●
AS-21060 接着済タイヤ (ホワイトホイル ) ¥1,900 ●
AS-21061 クローム ホイール ¥880 ★
AS-21062 接着済タイヤ (クロームホイル ) ¥2,190 ★
AS-21063 クローム ホイール MT用 ¥1,200
AS-21064 タイヤ /インサート MT用 ¥1,680
AS-21065 完成タイヤ MT用 ¥2,680
AS-21069 デカル /マスキング ¥580 ●
AS-21070 塗装済ボディ (ブルー ) ¥2,900 ●
AS-21071 塗装済ボディ (レッド ) ¥2,900 ●
AS-21072 フラッグデザインボディー MT用 ¥2,680
AS-21074 クリア ボディ ¥1,750 ★
AS-21075 クリア ボディ（デカール付） MT用 ¥1,800
AS-21077 ５５Ｔ用 ギヤカバー ¥290 ●
AS-21078 ６０Ｔ用 ギヤカバー ¥290 ●
AS-21082 ボールエンド セット ¥1,300 ●
AS-21085 サスアームピン セット ¥440 ●
AS-21089 メイン ドライブシャフト ¥1,080 ●
AS-21091 モーターマウント ¥580 ●
AS-21095 スタビアクスル ¥1,300 ●
AS-21096 アクスルピン /スペーサー ¥440 ●
AS-21105 ４×８ ベアリング ¥650 ●
AS-21106 ８×１２ ベアリング ¥650 ●
AS-21107 ベアリング セット ¥4,000 ●
AS-21115 デフ リビルドキット ¥580 ●
FTP-21116 カーバイト デフボール ¥1,080 ★
AS-21130 Ｍ２×３ ナベネジ ¥440 ●
AS-21131 Ｍ２. ５×３ ナベネジ ¥360 ●
AS-21132 Ｍ２×９ ナベネジ ¥440 ●
AS-21133 Ｍ２. ５×６ ナベネジ ¥440 ●
AS-21134 Ｍ２. ５×９ ナベネジ ¥440 ●
AS-21135 Ｍ２. ５×１２ 皿ネジ ¥440 ●
AS-21137 Ｍ２. ５×４ ナベネジ ¥440 ●
AS-21139 Ｍ２. ５ ワッシャー ¥290 ●
AS-21140 モーターマウントプレート 18B、T、MT用 ¥420
AS-21146 スクリューセット ¥1,080 ●
AS-21152 １０Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ★
AS-21153 １２Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ★
AS-21154 １３Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ★
AS-21155 １４Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ●
AS-21156 １５Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ★
AS-21157 １１Ｔ ピニオンギヤ ¥580 ★
AS-21161 ４セル アルカリ バッテリーハーネス ¥580 ★
AS-21173 ボディ クリップ ¥290 ●
AS-21180 リヤ ショックボディ ¥360 ●
AS-21181 フロント ショックボディ ¥360 ●
AS-21182 ショック キャップ ¥510 ●
AS-21183 リヤ ショックキット ¥1,460 ●

AS-21184 フロント ショックキット ¥1,460 ●
AS-21189 ボールエンドキャップ (短 ) ¥440 ●
AS-21190 ショック リビルド キット ¥1,460 ●
AS-21191 ショック アクセサリーズ ¥580 ●
AS-21197 Ｆショックスプリング (銀 ) ¥360 ★
AS-21198 Ｆショックスプリング (青 ) ¥360 ●
AS-21199 Ｆショックスプリング (金 ) ¥360 ★
AS-21201 Ｒショックスプリング (銀 ) ¥360 ★
AS-21202 Ｒショックスプリング (青 ) ¥360 ●
AS-21203 Ｒショックスプリング (金 ) ¥360 ★
FTP-21214 アルミ製 フロント ショック ボディ ( カラー付 ) ¥1,800 ★
FTP-21216 アルミ製 フロント ショックキット ¥2,800 ★
FTP-21217 アルミ製 リヤ ショックキット ¥2,800 ★
FTP-21220 アルミ製 サスアーム ¥4,380 ★
FTP-21221 アルミ製 フロント ショックタワー ¥3,600 ★
FTP-21222 アルミ製 リヤ ショックタワー ¥4,380 ★
FTP-21223 アルミ製 ステアリング ブロック ¥4,380 ★
FTP-21224 アルミ製 リヤ ハブ キャリア ¥4,380 ★
FTP-21225 アルミ製 キャスターブロック ¥4,380 ★
FTP-21230 ＭＩＰ ＣＶＤ ユニバーサル ¥3,200 ●
AS-21231 ＭＩＰ ＣＶＤ リビルドキット ¥580 ●
AS-21239 フラッグ 18MT用 ¥1,080
AS-21245 F & R ショックタワー 18B用 ¥580
AS-21248 ウイング マウント 18B用 ¥480
AS-21251 ナローディッシュホイール（白） 18B用 ¥580
AS-21252 ワイドスポークホイール（白） 18B用 ¥580
AS-21253 Nスポーク /ミニピンタイヤ付 18B用 ¥1,900
AS-21254 ナローミニピンタイヤ（インナー付） 18B用 ¥1,400
AS-21255 Wスポークホイール /ミニピンタイヤ付 18B用 ¥1,900
AS-21256 ボディ・ウイング・Dデフレクター 18B用 ¥1,750
AS-21567 ボディ・ウイング・Dデフレクター クリア18B用 ¥450
AS-21259 トッププレート 18B、T、MT用 ¥580
AS-21260 塗装済ボディ（レッド）18B用 ¥2,900
AS-21261 塗装済ボディ（オレンジ）18B用 ¥2,900
AS-21264 ウイング デフレクター（Cパターン）18B用 ¥580
AS-21268 チューニング スプリング キット 18B、T、MT用 ¥2,050
AS-25196 Ｍ２×８ 皿ネジ ¥440 ●
AS-25215 Ｍ３ ロックナット ¥440 ●
AS-25225 Ｍ３×３ セットスクリュー ¥650 ●
AS-6338 アンテナ ¥520 ●

AS-21149 １１００ｍＡｈ ６セルバッテリー ¥3,650 ●
AS-21151 スーパー２８０モーター ¥1,460 ●
AS-29128 ＸＰ Ｃ１０１６ サーボ ¥4,380 ●
AS-29129 ＸＰ Ｃ１０１６ サーボギヤ ¥1,080 ●
AS-29130 ＸＰ ＴＲ２０３Ａ レシーバ ¥5,400 ●
AS-29136 ＸＰＳ スピードコントローラ ¥11,700 ●
AS-29137 ＸＰＳ スピードコントローラ ヒートシンク ¥580 ●
AS-29151 １２０ｍＡｈ 充電器 ¥1,460 ●

FTP-21093 ファクトリーチーム モーターマウント ¥2,200 ★
FTP-21238 ブルーグラファイト バッテリープレート ¥1,400 ★
FTP-21240 ファクトリーチーム ブルーアルミナム パーツセット ¥29,800 ★
FTP-21243 ブルーアウトドライブスリーブ（18T、B、MT用） ¥1,200

MR-290 REEDY ミニマックス モディファイド モーター ¥6,800 ★
MR-616 REEDY ミニマックス バッテリー（6セル） ¥6,000 ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。
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PARTS LIST

RC10B4F / T4
品　番 品　　名 入数 価格 適合

B
4
T

B
4
F

T4

オフロードカー キット
RC-10B4T RC10B4 チームカー キット ¥34,800
RC-10B4F RC10B4 ファクトリーチームキット ¥39,800
RC-10T4T RC10T4 チームトラック キット ¥39,800

シャーシ etc.
AS-9560 メインシャーシ ¥3,800 ● ★
FTP-9561 グラファイト メインシャーシ ¥6,400 ★ ●
AS-7440 メインシャーシ ¥3,800 ●
FTP-7441 グラファイト メインシャーシ ¥6,800 ★
 
AS-9562 フロントバンパー ¥400 ● ● ●
AS-9563 フロントバルクヘッド ¥400 ● ● ●
AS-9564 Rシャーシブレース & F ヒンジピンブレース ¥780 ● ★ ●

FTP-9565
グラファイト Rシャーシブレース & 
F ヒンジピンブレース

¥1,200 ★ ● ★

FTP-9665 フロントヒンジピンブレース（ブルー） ¥1,800 ★ ● ★
AS-6915 フラットヘッドスクリュー（4-40× 5/8） 6 ¥520 ● ● ●
AS-4334 ボタンヘッドスクリュー（2-56× 5/16） 8 ¥360 ● ● ●
AS-9566 トッププレート ¥780 ● ★ ●
FTP-9567 グラファイト トッププレート ¥1,200 ★ ● ★
AS-9570 リアシャーシプレート ¥780 ● ● ●
AS-9571 リアアームマウント & アンチスクアットシム ¥400 ● ● ●
AS-9575 モーターガード ¥740 ● ● ●

AS-9568 フロントショックタワー ¥780 ● ★
FTP-9569 グラファイト フロントショックタワー ¥1,200 ★ ●
AS-7442 フロントショックタワー ¥720 ●
FTP-7443 グラファイト フロントショックタワー ¥1,280 ★

AS-9572 リアショックタワー ¥1,050 ● ★
FTP-9573 グラファイト リアショックタワー ¥1,800 ★ ●
AS-7444 リアショックタワー ¥1,080 ●
FTP-7445 グラファイト リアショックタワー ¥1,600 ★

AS-6924 キャップスクリュー（4-40× 1/8） 6 ¥520 ● ● ●
AS-9643 キャップスクリュー（5-40× 7/16） 6 ¥520 ● ● ●
AS-9644 キャップスクリュー（5-40× 9/16） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6925 キャップスクリュー（4-40× 1/2） 6 ¥520 ● ● ●
AS-7413 ボタンヘッドスクリュー（4-40× 3/4） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6919 ボタンヘッドスクリュー（4-40× 5/16） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6917 ボタンヘッドスクリュー（4-40× 3/8） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6922 フラットヘッドスクリュー（4-40× 1/2） 6 ¥520 ● ● ●
AS-9269 フラットヘッドスクリュー（5-40× 1/2） 6 ¥520 ● ● ●
AS-9630 ボールエンドワッシャー ¥250 ● ● ●
AS-6295 ナット（4-40） ¥520 ● ● ●
AS-7260 ミニナット（4-40） 12 ¥520 ● ● ●

AS-9585 バッテリーストラップ ¥780 ● ★
FTP-1787 バッテリーストラップ アタッチメント ¥980 ★ ★ ★
FTP-9586 グラファイト バッテリープレート ¥1,250 ★ ★
AS-7450 バッテリーストラップ ¥720 ●
FTP-7451 グラファイト バッテリーストラップ ¥1,280 ★
AS-6929 キャップスクリュー（穴つき 4-40× 3/8） 4 ¥520 ● ● ●
AS-9238 バッテリースペーサー ¥350 ● ● ●
FTP-9594 CG製 バッテリーストラップ ¥1,800 ★ ●

AS-6338 アンテナキット ¥520 ● ● ●

ステアリング リンケージ
AS-9659 ステアリングサーボセーバーセット ¥1,080 ● ● ●
AS-9610 サーボセーバー & ステアリングハードウェア ¥800 ● ● ●
FTP-9610B サーボセーバーボルト（ブルー） ¥530 ★ ● ★
AS-9640 ステアリングボルト ¥400 ● ● ●
FTP-3971 ステアリングラック用 ベアリング ¥1,800 ★ ● ★
FTP-9657 HDサーボセーバースプリング ¥300 ★ ● ★

AS-9180 サーボホーン ¥420 ● ● ●
AS-7336 サーボマウントセット ¥450 ● ★ ●
AS-7336P サーボマウントプラパーツ ¥250 ● ★ ●
AS-7673 フラットヘッドスクリュー（4-40× 5/16） 6 ¥520 ● ● ●
AS-9170 サーボリンクタイロッドセット ¥350 ● ● ●

ロッドエンドパーツ他
AS-6270 ボールエンド（ショート）&キャップ 2 ¥450 ● ● ●

AS-6271 ボールエンド（ショート）&キャップ 12 ¥1,600 ● ● ●
AS-6273 ボールエンド（ロング）&キャップ 2 ¥450 ● ● ●
AS-3858 スペシャルボールエンド（ロング&ショート） 12 ¥1,500 ● ● ●
AS-7230 ボールエンドプラキャップ（L） ¥920 ● ● ●
AS-6272 ボールエンドダストカバー ¥420 ● ● ●

AS-6263 ターンバックル（1.65inch） ¥600 ●
AS-7253 ターンバックル（2.62inch） ¥740 ●
AS-7101 ターンバックル（2.80inch） ¥840 ●
FTP-1282 チタン ターンバックルセット ¥3,800 ★ ●
FTP-1283 チタン ターンバックルセット ¥4,200 ★

フロント サスペンション
AS-9578 フロントAアーム ¥1,000 ● ★
FTP-9579 グラファイト フロントAアーム ¥1,800 ★ ●
AS-7446 フロントAアーム ¥1,080 ●
FTP-7447 グラファイト フロントAアーム ¥1,600 ★

AS-9580 キャスターブロック（25度） ¥740 ● ● ●
AS-9592 キャスターブロック（20度） ¥740 ★ ★ ★
AS-9593 キャスターブロック（30度） ¥740 ★ ★ ★
AS-9581 ステアリングブロック（トレール） ¥740 ● ● ●
AS-9577 ステアリングブロック（インライン） ¥830 ★ ★
AS-9613 フロントアクスル（トレール） ¥1,080 ● ★

FTP-1585
フロントアルミナムアクスル（トレール）
（ホイールネジ止め仕様）

¥2,200 ★ ●

FTP-9623 フロントアクスル（インライン） ¥1,380 ★ ★
AS-7456 フロントアクスル（トレール） ¥900 ●

AS-9621 インナーヒンジピン ¥550 ● ● ●
AS-9622 アウターヒンジピン & キングピン ¥780 ● ● ●
AS-9645 キャップスクリュー（2-56× 1/8） ¥480 ● ● ●

AS-6906 ボールベアリング（3/16× 3/8） 2 ¥950 ● ● ●
AS-6222 ナイロンロックナット（4-40/5-40） ¥520 ● ● ●

リア サスペンション
AS-9582 リアAアーム ¥1,150 ● ★
FTP-9583 グラファイト リアAアーム ¥1,800 ★ ●
AS-7448 リアAアーム ¥1,280 ●
FTP-7449 グラファイト リアAアーム ¥1,600 ★
AS-9584 リアハブキャリア ¥780 ● ● ●
AS-4187 ナイロンワッシャー（0.030） ¥260 ● ● ●

AS-6906 ボールベアリング（3/16× 3/8） 2 ¥950 ● ● ●
AS-7377 リアアクスルベアリングスペーサー ¥420 ● ● ●
AS-7368 アクスルシム（3/16） ¥410 ● ● ●
AS-9608 リアアクスル ホイールスペーサー ¥780 ● ★ ●
FTP-9608B リアアクスル ホイールスペーサー（ブルー） ¥880 ★ ● ★
AS-7369 スタビアクスルロールピン ¥360 ● ● ●
AS-6943 アルミロックナット（8-32） ¥680 ● ● ●

FTP-9635 リアスタビライザーキット ¥1,700 ★ ★ ★

リアドライブシャフト
AS-9597 MIP CVDボーン ¥1,700 ● ●
AS-7453 MIP CVDボーン ¥1,680 ●
AS-9598 MIP CVDアクスル ¥1,500 ● ● ●
ZM-427 MIP CVDカップリング ¥600 ● ● ●
ZM-428 MIP CVDルーブ&ネジロック ¥100 ● ● ●
AS-9670 リアスタビアクスル ¥900 ★ ★
AS-9671 ドッグボーン 1 ¥1,280 ★ ★

ステルスミッション
AS-9574 トランスミッションケース ¥1,500 ● ● ●
AS-9600 モータープレート（ブラック） ¥1,150 ● ★ ●
FTP-9600B モータープレート（ブルー） ¥1,500 ★ ★ ★
FTP-1770 モータープレート（ミーリング加工・ブルー） ¥2,200 ★ ● ★
FTP-1778 モータープレート（ミーリング加工・ブラック） ¥2,200 ★ ★ ★
AS-9601 トップシャフト ¥1,800 ● ● ●
AS-9602 トップシャフト スペーサー ¥400 ● ● ●
AS-9360 アイドルギア ¥350 ● ● ●
AS-9361 アイドルギアシャフト ¥350 ● ● ●
AS-9603 スリッパーパッド ¥1,150 ● ● ●
AS-9604 スリッパーハブ ¥1,500 ● ● ●
AS-9605 スリッパースプリング ¥290 ● ● ●
AS-9609 ギアカバー ¥290 ● ★ ●
AS-7461 モールテット ギアカバー（クリア） ¥680 ● ● ●
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AS-7460 モールテット ギアカバー（黒） ¥680 ★ ★ ★
AS-6906 ボールベアリング（3/16× 3/8） 2 ¥950 ● ● ●
AS-6903 ボールベアリング（3/8× 5/8） 2 ¥3,000 ● ● ●

AS-9652 スパーギヤ 48ピッチ78T ¥650 ★ ★ ★
AS-9651 スパーギヤ 48ピッチ81T ¥650 ● ● ★
AS-9653 スパーギヤ 48ピッチ84T ¥650 ★ ★ ★
AS-9654 スパーギヤ 48ピッチ87T ¥650 ★ ★ ●

ステルスミッション -デフ
AS-7664 デフギア（52T） ¥550 ● ● ●
AS-7666 デフドライブリング ¥290 ● ● ●
AS-7667 デフアウトドライブハブ（右） ¥1,500 ● ★ ●
AS-7668 デフアウトドライブハブ（左） ¥1,500 ● ★ ●
FTP-1766 ライトウェイト デフアウトドライブセット ¥3,500 ★ ● ★
AS-6573 デフスラストワッシャー & ボルト ¥250 ● ● ●
AS-6582 デフスラストスプリング ¥280 ● ● ●
AS-6574 スラストボール（5/64） 6 ¥420 ● ● ●
AS-6581 カーバイドデフボール（3/32） 12 ¥1,780 ● ● ●
AS-6575 デフスラストボルト & T ナット ¥380 ● ● ●
AS-7677 デフリビルドキット ¥1,550 ● ● ●
AS-6589 デフインナーベアリング（5/32× 5/16） 2 ¥1,950 ● ● ●
AS-6925 キャップスクリュー（4-40× 1/2） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6928 キャップスクリュー（4-40× 1） 6 ¥520 ● ● ●
AS-3929 キャップスクリュー（4-40× 1.25） 1 ¥360 ● ● ●
AS-6920 ボタンヘッドスクリュー（4-40× 3/16） 6 ¥520 ● ● ●
AS-6629 ロックナット（5-40） 6 ¥290 ● ● ●
AS-7337 ワッシャー 4 ¥180 ● ● ●
AS-6936 アルミ #4ワッシャー 10 ¥260 ● ● ●

ショックアブソーバー
AS-9310 フロントショックボディ（0.89） ¥1,280 ● ★
FTP-9312 スレデッド フロントショックボディ（0.89） ¥3,200 ★ ●
AS-9661 リアショックボディ（1.18） ¥1,500 ● ★
FTP-9662 スレデッド リアショックボディ（1.18） ¥3,300 ★ ●
AS-6436 フロントショックボディ（1.02） ¥1,280 ●
FTP-7414 スレデッド フロントショックボディ（1.02） ¥3,300 ★
AS-7410 リアショックボディ（1.39） ¥1,280 ●
FTP-7412 スレデッド リアショックボディ（1.39） ¥3,300 ★

AS-6428 ショック キャップ ¥550 ● ● ●
AS-6428Y ショック キャップ（穴付） ¥980 ★ ★ ★
AS-6468R ショック キャップ Oリング 12 ¥480 ● ● ●
AS-6440 ショック リビルドキット ¥700 ● ● ●
AS-5407 Oリング 8 ¥520 ● ● ●
M-1043 MIP 製 ブルーシール Oリング 8 ¥420 ★ ★ ★
AS-6466 ショックインナースペーサー ¥230 ★ ★ ★
AS-6465 ショック ピストン #1.2.3 各 4 ¥1,400 ● ● ●
AS-6299 Eリング 12 ¥290 ● ● ●
AS-7217 ショック ロッドエンド & ボール 4 ¥740 ● ★ ●
FTP-1777 ショック ロッドエンド & ブルーアルミナムボール 4 ¥1,100 ★ ● ★
AS-6473 ショック ブッシング ¥290 ● ★ ●
AS-6472 プラスチックナット（4-40/5-40） 4 ¥200 ● ●
AS-6475 ショック スプリングクランプ&カップ ¥800 ● ● ●
AS-8846 ショック セッティングスペーサー ¥840 ● ★ ●

AS-6460 ショック シャフト（0.71） ¥670 ●
AS-6459 ショック シャフト（1.02） ¥520 ● ●
AS-6458 ショック シャフト（1.32） ¥670 ●
AS-6418 チタンショック シャフト（0.71） ¥1,000 ★ ●
AS-6417 チタンショック シャフト（1.02） ¥1,000 ★ ● ★
AS-6416 チタンショック シャフト（1.32） ¥1,000 ★

ショックスプリング（B4）
AS-6493 フロントショックスプリング（ブラウン 2.80） ¥400 ★ ●
AS-8232 フロントショックスプリング（ブラック 3.20） ¥400 ★ ★
AS-6494 フロントショックスプリング（グリーン 3.50） ¥400 ● ★
AS-6496 フロントショックスプリング（シルバー 3.85） ¥400 ★ ★
AS-6497 フロントショックスプリング（ブルー 4.20） ¥400 ★ ★

ショックスプリング（T4）
AS-7426 フロントショックスプリング（ブラック 2.765） ¥400 ★
AS-7427 フロントショックスプリング（グリーン 2.990） ¥400 ★
AS-7428 フロントショックスプリング（シルバー 3.225） ¥400 ●
AS-7429 フロントショックスプリング（ブルー 3.450） ¥400 ★
AS-7425 フロントショックスプリング（ゴールド 3.700） ¥400 ★
AS-7430 フロントショックスプリング（レッド 3.900） ¥400 ★

ショックスプリング（B4&T4）
AS-6481 リアショックスプリング（ブラック 1.75） ¥400 ● ● ★
AS-6480 リアショックスプリング（グリーン 1.90） ¥400 ★ ★ ●
AS-6478 リアショックスプリング（シルバー 2.10） ¥400 ★ ★ ★
AS-6482 リアショックスプリング（グレー 2.33） ¥400 ★ ★ ★
AS-7434 リアショックスプリング（ブルー 2.55） ¥400 ★ ★ ★
AS-7435 リアショックスプリング（ゴールド 2.75） ¥400 ★ ★ ★
AS-7436 リアショックスプリング（レッド 2.95） ¥400 ★ ★ ★

ホイール・タイヤ（B4用）
SP-2666 ベロシティワイド フロントホイール（ホワイト） ¥800 ● ●
SP-2667 ベロシティワイド リアホイール（ホワイト） ¥800 ● ●
SP-2666Y ベロシティワイド フロントホイール（イエロー） ¥800 ★ ★
SP-2667Y ベロシティワイド リアホイール（イエロー） ¥800 ★ ★
SP-8176M3 ワイドリブ M3 フロントタイヤ ¥1,480 ● ●
SP-8184M3 ホールショット ロープロ M3 リアタイヤ ¥1,980 ● ●

ホイール・タイヤ（T4用）
AS-7463 フロント ホイール ¥1,280 ●
AS-7464 リア ホイール ¥1,280 ●
AS-7463Y フロント ホイール（イエロー） ¥1,280 ★
AS-7464Y リア ホイール（イエロー） ¥1,280 ★
SP-8095M3 エッジリブ M3 フロントタイヤ ¥2,800 ●
SP-8192M3 ホールショット M3 リアタイヤ ¥2,800 ●

ボディ・デカール
AS-9614 インターセプターボディ & ウィング ¥2,800 ● ●
AS-9666 インターセプターウィング ¥450 ● ●
SP-3166 クラウドブレイザーボディ & ウィング ¥2,300 ★ ★
AS-6182 ハイダウンフォースウィング（5.5inch） ¥450 ★ ★
AS-7457 インターセプターボディ ¥3,360 ●
ZS-GWB ごくらくオフロードウイング ¥780 ★ ★

AS-7439 フロントボディマウント ¥380 ●
AS-9587 ウィングマウント ¥780 ● ● ●
AS-6332 フードピン ¥185 ● ● ●
AS-6288 ボタンヘッドスクリュー（4-40× 1/4） 6 ¥520 ● ●
AS-6472 プラスチックナット（4-40/5-40） 4 ¥200 ● ●

AS-9650 RC10B4 デカールシート ¥400 ● ●
AS-7486 RC10T4 デカールシート ¥600 ●

その他
FTP-9655 グラファイトパーツセット ¥11,000 ★ ●
FTP-7467 グラファイトパーツセット ¥12,800 ★
FTP-1449 ライドハイトゲージ（オフロード用） ¥3,500 ★ ★ ★
FTP-1787 バッテリーストラップ アタッチメント ¥980 ★ ★ ★
RS-27 アルミ製 リアハブキャリア 0° ¥2,600 ★ ★ ★
RS-28 アルミ製 リアハブキャリア 0.5° ¥2,600 ★ ★ ★
RS-44 アルミ製 リアハブキャリア 1° ¥2,600 ★ ★ ★

CS-SDL ステルスデフルーブ ¥430 ● ● ●
CS-SBG ブラックグリス ¥430 ● ● ●
C-1105 グリーンスライム ¥430 ★ ★ ★
AS-6727 サーボ取付両面テープ ¥350 ● ● ●
AS-6956 モールドツールセット ¥850 ● ● ●
AS-6950 アレンレンチセット ¥630 ● ● ●

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10
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PARTS LIST

MB4
品　番 品　　名 入数 価格 適合

MB-4P MB4 RTR（ボディカラー パープル） ¥26,000
MB-4W MB4 RTR（ボディカラー ホワイト） ¥26,000
MB-4AR MB4 ARR（クリア ボディ メカ無し） ¥15,500

M-258174 7.2 Ｖ 600mAh ニッカド バッテリー ¥1,700 ●
M-460696 ＡＣ100Ｖ用 充電器（RTR標準） ¥1,000 ●

M-258206 タイプ 24000RPM 380 モーター (コネクター付 ) ¥1,400 ●
M-258124 16Ｔ ピニオンギヤ ¥550 ●

  
M-250610 サーボ用 両面テープ ¥80 ●
M-258038 アンテナ パイプ ( ブルー ) 5 ¥150 ●
M-258039 アンテナ キャップ 6 ¥100 ●

M-258134 ショック用 " Ｏ " リング 8 ¥180 ●
M-258135 ショック キャップ 4 ¥600 ●
M-258139 ショック用 ダイヤフラム 4 ¥180 ●
M-258145 Ｍ 2.6 × 6mm ナベビス 6 ¥80 ●
M-258146 モーターマウント スクリュー ) 6 ¥130 ●
M-258147 Ｍ 2.6 × 8mm タッピングビス (ナベ ) 6 ¥80 ●
M-258148 Ｍ 2.6 × 12mm タッピングスクリュー (ナベ ) 6 ¥80 ●
M-258150 Ｍ 2×6mm タッピングスクリュー (皿 ) 6 ¥80 ●
M-258151 Ｍ 2.6 × 10 タッピングビス (皿 ) 6 ¥80 ●
M-258152 Ｍ 2.6 × 8mm 皿ビス 6 ¥80 ●
M-258153 φ 1.5 Ｅクリップ 16 ¥80 ●
M-258154 φ 6×φ10 ボールベアリング 8 ¥1,100 ●
M-258300 デフ セット ¥2,100 ●

M-258301 リングギヤ /デフケース ¥1,000 ●
M-258302 デフギヤ セット ¥1,200 ●
M-258303 センターシャフト ¥500 ●
M-258304 45Ｔ メインギヤ ¥450 ●
M-258305 ドライブギヤ ¥470 ●
M-258306 トランスミッション ケース ¥1,000 ●
M-258307 メインシャーシ ¥2,350 ●
M-258308 モーターセッティングプレート ¥400 ●
M-258309 モーターマウント ¥600 ●
M-258310 フロントバンパー ¥550 ●
M-258311 メインギヤ カバー ¥750 ●
M-258312 ステアリング クランク ポスト ¥650 ●
M-258313 ステアリング クランク ¥850 ●
M-258314 ステアリング ラック ¥470 ●
M-258315 ステアリング ロッドエンドボール 6 ¥600 ●
M-258316 ロッドエンド ボール 6 ¥580 ●
M-258318 タイロッド /ステアリング リンケージ ¥580 ●
M-258319 ステアリング ポスト トッププレート ¥470 ●
M-258320 アッパー " Ｉ " アーム マウント ¥450 ●
M-258321 Ｆ /Ｒ ボディーマウント ¥450 ●
M-258322 フロント ショックタワー ¥470 ●
M-258323 ショック マウンティング パーツ ( 上側 ) ¥550 ●
M-258324 フロント サスアームピン サポート ¥450 ●
M-258325 リヤ ショックタワー ¥470 ●
M-258326 リヤ ウイング マウント ¥1,100 ●
M-258327 ステアリング マウント ¥750 ●
M-258328 ユニバーサル ドライブシャフト ¥1,000 ●
M-258329 フロント " Ｉ " アーム セット ¥750 ●
M-258330 アッパーサスアームピン 4 ¥290 ●
M-258331 フロント ロア サスアーム ¥750 ●
M-258332 リヤ アッパー " Ｉ " アーム セット ¥750 ●
M-258333 リヤ ハブキャリア ¥750 ●
M-258334 リヤ ロア サスアーム ¥750 ●
M-258335 リヤ サスアームピン ボール 4 ¥450 ●
M-258336 ロア サスアーム ピン 4 ¥290 ●
M-258337 リヤ サスアームピン サポート ¥470 ●
M-258338 リヤ サスアームピン ストッパー ¥450 ●
M-258339 フロント ショック セット 2 ¥1,750 ●
M-258340 リヤ ショック セット 2 ¥1,750 ●
M-258341 フロント ショック シャフト 2 ¥350 ●
M-258342 リヤ ショック シャフト 2 ¥350 ●
M-258343 フロント ショック スプリング (ミディアム , イエロー ) ¥350 ●
M-258344 リヤ ショック スプリング (ミディアム , イエロー ) ¥350 ●
M-258345 サスアームピン スペーサー ¥470 ●
M-258346 リヤ ウイング ¥1,000 ●
M-258347 バッテリープレート /ポスト ¥1,000 ●
M-258348 ピンスパイク タイヤ ( インナー付 ) ¥550 ●
M-258349 ディッシュ ホイル ¥550 ●
M-258350 ホイル取付 6角アダプター ¥450 ●
M-258351 サーボセイバーセット ¥750 ●
M-258352 φ 8×φ12 ボールベアリング 6 ¥1,200 ●
M-258353 φ 2×12mm ナベビス 6 ¥90 ●
M-258354 φ 2× 6mm タッピングスクリュー (ナベ ) 6 ¥110 ●
M-258355 φ 3 Ｅクリップ ¥90 ●
M-258356 φ 2 センターシャフト用 ピン 6 ¥110 ●

M-258357 クリア ボディー（ARR標準） ¥1,650 ●
M-258358 ペインテッド ボディー (ホワイト　RTR標準 ) ¥2,200 ●
M-258359 ペインテッド ボディー (パープル　RTR標準 ) ¥2,200 ●
M-258360 デカル シート ¥550 ●
M-258361 リヤ アッパー " Ｉ " アームボール 6 ¥550 ●

M-970030 ボディーマウント フードピン ¥180 ●

M-258094 ボディーマウント フードピン (ラージ ) 4 ¥170 ★
M-258164 アルミ製 モーターヒートシンク ¥350 ★
M-258165 13Ｔ ピニオンギヤ ¥520 ★
M-258166 19Ｔ ピニオンギヤ ¥520 ★
M-258175 7.2 Ｖ 1100mAh Ni-MH バッテリー ¥1,800 ★
M-258218 タイプ 32000RPM 380 モーター (コネクター付 ) ¥2,100 ★

M-258346B リヤ ウイング (ブルー ) ¥1,350 ★
M-258346G リヤ ウイング (グリーン ) ¥1,350 ★
M-258346Y リヤ ウイング (イエロー ) ¥1,350 ★
M-258349B ディッシュ ホイル ( ブルー ) 2 ¥600 ★
M-258349G ディッシュ ホイル ( グリーン ) 2 ¥600 ★
M-258349Y ディッシュ ホイル ( イエロー ) 2 ¥600 ★

M-258365 フロント ショックスプリング (ソフト , ホワイト ) 2 ¥620 ★
M-258366 リヤ ショックスプリング (ソフト , ホワイト ) 2 ¥620 ★

M-258367 ロンビック パターン タイヤ (40 ﾟ ) 2 ¥930 ★
M-258368 ロンビック パターン タイヤ (50 ﾟ ) 2 ¥930 ★

M-258369 フロント ショックスプリング (ハード , グリーン ) 2 ¥620 ★
M-258370 リヤ ショックスプリング (ハード , グリーン ) 2 ¥620 ★

M-258371 ブロック パターン タイヤ (40 ﾟ ) 2 ¥930 ★
M-258372 ブロック パターン タイヤ (50 ﾟ ) 2 ¥930 ★

M-258373 ダンパーアッパーマウント ( アルミ製 ) 4 ¥1,050 ★
M-258374 フロント アッパーターンバックル 2 ¥1,100 ★
M-258375 リヤ アッパーターンバックル 2 ¥1,100 ★

M-258378 ピン スパイク タイヤ (50 ﾟ ) 2 ¥750 ★

M-258379 メイン シャーシ ( グラファイト ) ¥4,500 ★
M-258380 Ｆ /Ｒ デフケース ( グラファイト ) ¥1,500 ★
M-258381 リヤ ハブキャリア ( グラファイト ) ¥1,500 ★
M-258382 メイン ギヤ カバー ( グラファイト ) ¥1,500 ★
M-258383 デフケース（グラファイト） ¥1,500 ★
M-258384 アッパーＩアーム マウント ( グラファイト ) ¥1,500 ★
M-258385 フロント ヒンジピン サポート ( グラファイト ) ¥1,100 ★

M-258386 ステアリング サーボ ホールドセット (SSGグラファイト ) ¥2,100 ★
M-258387 バッテリートレイ /アルミ ポスト (SSGグラファイト ) ¥2,620 ★
M-258388 ステアリング ドラッグ リンク (SSGグラファイト ) ¥480 ★
M-258389 フロント アッパープレート (SSGグラファイト ) ¥850 ★
M-258390 フロント ショックタワー (SSGグラファイト ) ¥850 ★
M-258391 リヤ ショックタワー (SSGグラファイト ) ¥850 ★
M-258392 フロント ヒンジピンサポート（アルミ製 ブルー） ¥2,050 ★
M-258393 リヤ ヒンジ プレート ( アルミ製 ブルー ) ¥1,500 ★
M-258394 ステアリング ポスト ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥680 ★
M-258395 リヤ ハブキャリア ( アルミ製 ブルー ) ¥6,100 ★
M-258396 ステアリング ブロック ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥6,300 ★
M-258397 リヤ サスアームピン ボール ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥420 ★
M-258398 ホイル取付 ６角アダプター ( アルミ製 ブルー ) 4 ¥1,950 ★
M-258399 リヤ ヒンジピンサポート ( アルミ製 ブルー ) ¥2,050 ★
M-258400 ボディ ポスト ( アルミ製 ブルー ) ¥1,600 ★
M-258401 アルミ製 ステアリング クランク ( ボールベアリング入 ) ¥3,300 ★
M-258402 アルミ製 ステアリング クランク 2 ¥3,000 ★

M-258403 フロント スタビライザー セット ¥1,800 ★
M-258404 リヤ スタビライザー セット ¥1,800 ★

M-258405 ユニバーサル ドライブシャフト ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥4,300 ★
M-258407 チタンコート アウターサスアーム ピン ¥2,850 ★
M-258408 チタンコート インナーサスアーム ピン ¥3,100 ★
M-258409 フロント ショックセット ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥3,000 ★
M-258410 リヤ ショックセット ( アルミ製 ブルー ) 2 ¥3,000 ★

M-421040 カスタムキャリングケース ¥6,700 ★

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
● ＝ 標準装備　　★ ＝ オプション
本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

2006.10

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。
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ヨコモ製品をはじめとする充実した品揃えはもちろん、
経験豊富なスタッフがあなたの要望に応えます。クレジッ
トカードもご利用頂けます。

数々の名勝負の舞台となった名門コース。国内最大級の広さで、
ハイスピード走行が楽しめます。自動計測システム、マイラッ
プス完備。直線 40m。

ゆったりとしたレイアウトでドリフトはもとより初心者の練習
走行にも最適。夜間照明も完備しています。

バギーやレーシングトラックの走行に最適なオフロードコース。ビッグ
ジャンプの醍醐味が味わえます。自動計測システム、マイラップス完備。
1995 年 IFMAR 世界選手権開催サーキット。直線 32m。

快適な環境の女性･お子様専用休憩室は、サー
キットサイドで観戦場所としても最適です。

コースライセンス登録料 ¥3,500（初回のみ）年会費無料。コースライセンスがなく
てもビジター料金にて施設をご利用頂けます。ビジター料金はお問い合わせ下さい。

平日 土・日・祝日

11：00 ～20：00 アフターファイブ
17：30 ～20：00 9：00 ～19：00

大人 ¥2,000

¥500

¥2,500

中・高校生 ¥800 ¥1,000

小学生以下
¥500 ¥500

女性

施設利用料

数々の全日本選手権、そして世界選手権の舞台となったインターナショナルサーキット“谷田部アリー
ナ”。このたびアウトドアオンロードコースを全面改装し、ドリフトカーおよび初心者専用コースと
して新たにオープンいたしました。さまざまなジャンルに対応したサーキットはもちろん、充実した
商品ラインナップのプロショップや経験豊富なスタッフがあなたのR/C ライフをサポートします。
また女性やお子様専用の休憩室（冷暖房完備）も大好評、ご家族連れでも安心してご来場いただけます。

谷田部アリーナ
〒305-0861
　茨城県つくば市緑が丘 4385-2
TEL 029-836-0914
FAX 029-836-5080
http://www.yatabearena.com

谷田部アリーナでは、毎月第一日曜日に開催する定例のラウンドレース他、
各種選手権レースや特別レースも開催しております。初めてレースに参加
される方や、詳細についての質問は、お気軽にお問い合わせ下さい。

車1常磐自動車道 谷田部インターより約1km
電車1JR 常磐線牛久駅から緑ヶ丘団地行きバスで約 25 分 終点下車

① 屋外ドリフト・初心者専用コース

④ プロショップ

③ 屋内オフロードコース

② 屋内オンロードコース

⑤ 休憩室

レース

2000年 IFMAR世界選手権開催サーキット。

①

③
②

④

⑤

施設図面

P

多目的広場
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ヨコモ 取扱店リスト
模型店

■ 北海道
旭川市 （有）竹内モデル 0166-48-7725
旭川市 ホビーショップ てづか 0166-33-9126
旭川市 WAO 100満ボルト 旭川店 0166-60-7100
音更町 ネストホビーズ 0155-32-2623
富良野市 ホビーショップ ササキ 0167-23-2817
釧路市 模型のいわさき 0154-22-1659
釧路市 ミヤケ模型 0154-22-2269
江別市 ホビーショップ シンタニ 011-384-9387
札幌市 セントラルホビー 011-241-3811
札幌市 （株）オーム模型 011-821-1367
札幌市 スポーツホビー 011-773-5090
札幌市 OHM ツインサーキット 011-879-5381
帯広市 おばらホビー 0155-35-2834
帯広市 コーヨーホビー 0155-41-5040
帯広市 100満ボルト フレスポ本店 0155-48-3939
苫小牧市 （有）竹内モデル 苫小牧店 0144-32-3673
苫小牧市 ドリームホビー 0144-53-2555
中標津町 ラジコン専門店 松本 01537-2-4085
北見市 ロックス 0157-22-5501
北見市 鳩屋模型店 0157-23-2867
北見市 100満ボルト 北見本店 0157-66-1060
幌別町 イリジョン 0155-22-1560
余市町 よいちもけい 0135-22-3908
北斗市 イルカサーキット 0138-77-1223

■ 青森県
五所川原市 模型倶楽部 0173-35-6551
弘前市 ニシムラ模型 0172-35-1442
百石町 コムカイ模型 0178-52-2554
青森市 有限会社 工藤模型 017-773-5160
八戸市 ミウラ電波模型店 0178-45-0156

■ 岩手県
一関市 プラモのエデン 0191-23-5791
花巻市 ホビーショップ メカーノ 0198-22-3981
宮古市 ホビーショップ ささき 0193-62-3431
矢巾町 カーショップ佐々木 019-697-7211
水沢市 水沢ラジコン 0197-23-6722
盛岡市 ホビープライム 019-654-1130
盛岡市 ホビースクェア にしな 019-641-2580
盛岡市 ホビースクェア にしな 津志田店 019-635-2475
奥州市 タカラジマ模型 0197-25-4129
石鳥谷町 アムク 0198-46-2005
八幡平市 ラジコン天国 盛岡店 0195-76-3739

■ 宮城県
気仙沼市 R/Cフジヤ 0226-27-4939
柴田町 RCショップ マキシム 0224-58-1351
柴田町 ホビーショップ ぐらんぷり 0224-58-7060
石巻市 540スピードパーク 0225-23-4172
仙台市 模型倶楽部 022-274-0665
仙台市 ファースト模型 022-254-7081
仙台市 ナカムラ模型 022-372-1818
仙台市 RECORD LINE 022-227-1277
仙台市 仙台模型 022-261-3489
多賀城市 RCセンター太田 022-362-2523

■ 秋田県
鹿角市 ラジコンハウス 0186-22-0105
秋田市 RCスペース みちおか 018-835-4055
秋田市 ホビーショップ K2 018-832-3006
由利本荘市 オートステージ 0184-23-5133

■ 山形県
寒河江市 （有）ノブ科学模型社 0237-86-2961
山形市 シバタモデル ラジコンセンター 023-644-7378
米沢市 ホビーショップ セイワ 0238-21-4912

■ 福島県
いわき市 アイ・アール・エス 0246-83-2457
いわき市 ファッショングループささき 0246-44-3311
いわき市 （有）いわき模型 0246-22-6414
いわき市 ホビーショップ YJ 0246-34-0710
郡山市 シルバーウイング 024-943-8700
福島市 せきや 024-522-5497
福島市 ラジコンサーキット ラボ 024-535-5453

■ 茨城県
つくば市 エムワンモデル 029-854-8533
つくば市 谷田部アリーナ 029-836-0914
ひたちなか市 勝田ラジコン模型 029-272-0038
下館市 アライワークス 0296-22-5444
下妻市 市村ベビーカー 0296-44-3563
神栖町 カミスモケイ 0299-93-1402
水戸市 ホビーランド 0292-51-3431
土浦市 ラジコン天国　土浦店 029-824-8581
内原町 RCランドビクトリー 029-259-6171
日立市 多賀ホビー 0294-36-0077

■ 栃木県
宇都宮市 ビッグホビー 028-659-9000
宇都宮市 宇都宮ホビージャック 0284-43-6644
宇都宮市 ホビージャック J・speed 028-667-9922
宇都宮市 ホビーショップ GP-1 028-667-6348
西那須野町 根田屋 0287-36-0033
矢板市 （株）若林モケイ　矢板店 0287-48-2747

■ 群馬県
桐生市 トイボックスオカザキ 0277-22-2017
高崎市 サンホビー 027-361-9927
高崎市 ホビー・ザ・トミー 緑町店 027-363-7272
玉村町 ホビーショップ アクセス 0270-64-0210
笠懸町 ホビーショップ アザミ 0277-76-6463
前橋市 ミュルサンヌ 027-233-8320
前橋市 ホビー・ザ・トミー 下大島店 027-266-9840
前橋市 カスタムモデル 027-233-6054
前橋市 ホビーハウスキッド 027-252-7048

■ 埼玉県
さいたま市 ホビーショップ タムタム大宮店 048-688-9666
さいたま市 イーズホビー 048-682-1044
さいたま市 上新電機 浦和三園店 048-878-7411
ふじみの市 ラジコン天国 ふじみの市 049-262-8808
吉川市 ホビーショップ モリタ 048-983-0964
戸田市 ハイパーホビー 戸田美女木店 048-422-1812
三郷市 NRC STADIUM 048-953-8757
志木市 ホビーボックスつるや 3号店 048-470-2755
所沢市 リバティーランド RCサーキット 042-946-3047
川越市 ケイ・ホビー 049-247-2020
川越市 SPEED WAY PAL 049-225-8998
草加市 RCネットワーク Speed 048-922-7887
草加市 ホビーショップ スズキ 048-925-1737
秩父市 ベストラップ 0494-25-4284
入間市 テクノ EP 042-934-7291
杉戸町 モデルショップ WING 0480-34-5967
鷲宮町 スカイホビー2 0480-58-8773

■ 千葉県
印西市 ホビーショップ カワウチ 0476-42-2901
君津市 ホビーショップ ピットイン 0439-55-2053
大栄町 ラジコンショップ ネクスト 0478-73-6356
成東町 しんせいモデル 0475-82-2736
市原市 A-BIT R/C STORE 0436-22-7077
松戸市 オオタ模型 047-364-6334
千葉市 ホビーショップ ジョイアップ 043-216-1710
千葉市 オガワ模型 043-234-1311
千葉市 ラジコン天国 千葉店 043-251-2321
千葉市 ホビーショップタムタム千葉店 043-204-2626
船橋市 フタバ模型専門店 047-425-2034
東金市 岩崎模型 0475-52-4419
茂原市 ナルケホビー 0475-22-3939
茂原市 ez Link チェイス 0475-30-5151
流山市 トントンランド 04-7155-0296
長柄町 ラジコン天国 千葉長柄店 0475-30-6061

■ 東京都
秋葉原 ヨドバシカメラ 秋葉原店 03-5209-1019
秋葉原 （株）十字屋 ホビーショップ 03-3253-0535
秋葉原 （株）アサミ 03-3251-4051
秋葉原 RCアドバイザーチャンプ 秋葉原店 03-5807-5239
秋葉原 洛西モデル 東京店 03-3851-7506
秋葉原 フタバ産業株式会社 03-3255-9984
秋葉原 スーパーラジコン 秋葉原店 03-5688-1414
秋葉原 ラジコン天国 アキバ店 03-5297-5050
板橋区 スパイラル 03-5967-5910
杉並区 ビックス 03-3390-5586
武蔵村山市 （有）モデルショップ テクノ 042-565-2171
武蔵野市 ユザワヤ 吉祥寺店 0422-79-4141

■ 神奈川県
横浜市 ラジコン天国 横浜店 045-914-3931
横浜市 ラジコン天国 横浜戸塚店 045-864-0555
川崎市 M&K RCファクトリー 044-750-4075
川崎市 モデルメート ヒルトップ 044-988-0370
厚木市 ラジコン天国 厚木店 046-244-1633
厚木市 レインボー 046-229-4929
秦野市 ナミキ模型 0463-87-0353
鎌倉市 鎌倉ホビー館 0467-44-3070
逗子市 八風堂 046-872-0570
相模原市 サガミ堂 042-756-3477
相模原市 ホビーショップ タムタム 相模原店 042-752-2727
平塚市 湘南スピードウェイ 0463-54-8923

■ 山梨県
甲府市 ロイヤルモデル 055-233-2727
中道町 ホビーショップ みさき 055-240-1122

■ 長野県
小諸市 ホビーショップ とみおか 0267-23-0997
松本市 アサヒ堂　模型店 0263-32-3903
豊科町 パッシングポイント 0263-71-5519
松本市 おもちゃの店 パンダ 0263-78-3842
辰野町 カネナカ模型 0266-41-3535
諏訪市 ホビーショップ 丸信 0266-52-3287

■ 新潟県
上越市 MCサーキット 0255-39-6350
新潟市 ホビーロード ツインタウン女池店 025-281-2686
長岡市 ホビーショップ コクピット 0258-28-4380
長岡市 モロテック・スピードウェイ 0258-25-3122

■ 富山県
滑川市 ツインホビー 076-471-2225
八尾町 ホビーショップ 風 076-455-0185
富山市 キタガワモデル 076-493-0058
富山市 ピットワン 富山南店 076-495-9101
富山市 HOBBY BOX 中川原店 076-423-1600
高岡市 ピットワン 高岡店 0766-25-6003

■ 石川県
金沢市 みなと模型 金沢店 076-298-9591
金沢市 三共ジョーシン もとまち店 076-251-1031
金沢市 みなと模型 若宮店 076-262-2006
金沢市 チャンピオン金沢模型 076-242-3316
金沢市 100満ボルト 金沢東店 076-252-1011
小松市 みなと模型 小松店 0761-22-8935
小松市 ラジコン天国 小松店 0761-43-3670
小松市 100満ボルト 小松本店 0761-23-7277

■ 福井県
武生市 山形模型 0778-23-2915
福井市 オーカワ模型 0776-35-6013
福井市 （株）ナカヤホビー福井 0776-23-5484
福井市 上新電機 ピットワン 福井本店 0776-54-6800

■ 岐阜県
岐南町 ホビーショップタムタム 岐阜店 058-240-1212
羽島市 （有）ゲット 058-393-2491
各務原市 トータルホビーエリア ミスティ 0583-89-9572
岐阜市 ホビーショップ BIGMAN 058-245-7563
岐阜市 Mind's 058-274-1837
瑞浪市 ラジコンホビー TOMO 0572-68-9260
土岐市 ホビーショップ モデナ 0572-55-7177
穂積市 ラジコンホビー トータル 058-327-2781

■ 静岡県
御殿場市 （有）日光無線 0550-82-3040
三島市 （有）マルサンモケイ 055-972-1932
浜岡町 ホビーランド すみれ堂 0537-86-6827
沼津市 マルサンホビー 本店 055-962-5048
沼津市 マルサンホビー 原町店 055-967-3032
沼津市 ヨコタホビー 055-924-3010
焼津市 上新電機 焼津インター店 054-626-2211
静岡市 有限会社 レインボーテン 054-655-0023
静岡市 さの模型店 054-253-6361
静岡市 ラジコン天国 静岡店 054-253-6531
浜松市 尾崎模型 053-471-8858
浜北市 ハマキタホビー 053-586-3141
富士宮市 マルシン模型 0544-27-7270
富士市 BOY HOOD 0545-53-7722
富士市 富士科学店模型センター 0545-63-8900
富士市 100満ボルト富士本店 0545-32-1080

■ 愛知県
名古屋市 ラジコン天国 名古屋店 052-698-3751
名古屋市 カトーホビーセンター 052-732-2631
名古屋市 洛西モデル 名古屋店 052-733-4409
名古屋市 MODEL KIDS 052-351-7160
名古屋市 フクシマヤ 052-621-0124
名古屋市 ORENGE HOBBY 名古屋店 052-769-5110
名古屋市 H&Wホビーズ 052-212-3111
名古屋市 模型センター カタギリ 052-833-4115
安城市 タイガー模型 三河店 0566-77-6735
安城市 ダックホビー 0566-98-2330
一宮市 タイガー模型 一宮店 0586-81-2797
一宮市 センキ模型店 0586-24-2929
岡崎市 ホビーショップ ウイナー 0564-32-8080
岡崎市 シルバーストーン 0564-23-3353
美和町 ミワホビー 052-441-1310
刈谷市 ウイークエンドホビー 0566-22-7725
小牧市 F-1 ホビー 0568-76-7838
小牧市 ラジコンランド 0568-43-1966
小牧市 Mヤードサーキット&ホビーショップ 0568-41-0118
師勝町 アリスホビー RC店 0568-26-2151
西尾市 ムラセモケイ 0563-54-3666
豊橋市 ジュニア模型 0532-31-5769
豊川市 トヨカワホビー 0533-86-2779
豊川市 サニーランド サーキット店 0533-87-3596
豊田市 （有）コロモホビー 0565-31-7066
豊田市 本町ラジコン 0565-52-4412
豊山町 ラジコン天国 小牧店 0568-28-6522
西春日町 ホビーショップ タムタム 名古屋店 0568-27-2777

■ 三重県
鈴鹿市 ラジコンカーの店 ミヤザキ 0593-78-9012
松坂市 TRS 0598-56-7388
四日市市 ホビーハウス はっとり 0593-37-3111
四日市市 だいに模型 四日市店 0593-33-4111
四日市市 ギンガ模型店 0593-51-2611
津市 小林模型 059-234-2488

■ 滋賀県
大津市 模型の店 チャンプ 077-525-9405
長浜市 富士模型店 0749-62-1462
彦根市 RCショップ ヒーロー 0749-22-3575
草津市 ホビーランド京都 草津店 077-567-3055
高島市 トイショップ みずの 0740-22-2457

■ 京都府
京都市 洛西モデル 京都店 075-312-2620
京都市 プラネット模型 075-781-7220
京都市 たかたに模型 075-592-1598
京都市 ガレージ24 075-415-0932
京都市 ラジコン天国 京都店 075-645-1079
城陽市 城陽模型 0774-52-2415
京丹後市 ラジコン天国 丹後店 0772-62-7556
舞鶴市 Mレーシング 0773-64-5243

■ 大阪府
松原市 ラジコン天国 本店 072-339-7779
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和泉市 ラジコン天国 和泉店 0725-53-1059
泉佐野市 サカイモデル 0724-63-0036
大阪市 スーパーラジコン 大阪日本橋店 06-6644-3139
大阪市 模型・ホビーの店 ぽけっと 06-6913-1231
大阪市 RCアドバイザーチャンプ 06-6702-8870
大阪市 HOBIX 06-6641-2038
池田市 ラジコン天国 池田店 072-750-3100
八尾市 イチバンラジコン 0729-48-4261
八尾市 ラジコン天国 八尾店 0729-24-4025
茨木市 ラジコン天国 南茨木店 072-652-3011

■ 兵庫県
加西市 姫路ラジコン 0790-45-1697
加西市 ポエム 0790-42-5224
三田市 ラジコン天国 三田店 079-553-9559
神戸市 有限会社ライト 名谷店 078-791-7307
神戸市 有限会社ライト サーキット店 078-994-2194
香寺町 アヒルホビー 0792-32-5897
尼崎市 イチバンラジコン 尼崎店 06-4869-3166
豊岡市 トヨダデパート玩具コーナー 0796-22-0181
明石市 はしもと模型 078-927-1118
龍野市 R/C SHOP AERO 0791-65-0722

■ 奈良県
大宇陀町 RCショップ バンビ大宇陀店 0745-83-0314
大和郡山市 上新電機 キッズランド 0743-59-2221
大和郡山市 太子ホビー 0743-59-2167

■ 和歌山県
田辺市 アサヒヤ模型 0739-24-6598
和歌山市 （株）日本橋模型RCセンター 073-445-9058
和歌山市 うちはら模型 073-446-1561
紀の川市 TMサーキット和歌山 0736-77-1775

■ 鳥取県
鳥取市 スターホビー 0857-31-2878
米子市 ホビーショップ エース 0859-33-4354
米子市 おおはら模型 0859-32-5919
米子市 ラジコン天国 米子店 0859-27-5630

■ 島根県
出雲市 おおとり模型 0853-21-0459
松江市 ベニヤ模型 0852-21-5571

■ 岡山県
岡山市 フジモデル　岡山店 086-264-2269
岡山市 プラトピア　岡山店 086-264-7880
岡山市 模型工場 086-252-3905
岡山市 RC POWER ON 086-297-7522
玉野市 プラトピア 玉野店 0863-31-4100

■ 広島県
呉市 マルタ ホビー 0823-23-0977
広島市 模型のつちや 0828-12-2679
広島市 プラトピア 広島店 082-262-2695
東広島市 ラジコン天国 東広島店 0824-22-8050
東広島市 ホビーショップ Pony 0824-22-4466
府中市 WAKO RC 0847-41-2410
福山市 福山ラジコンセンター 0849-21-7505
福山市 RCショップ エフ・グリッド 0849-53-2355

■ 山口県
宇部市 （有）ムック 0836-32-9221
下関市 ラジコン天国 下関店 0832-54-2320
下松市 RC SHOP JOREN'S 0833-46-1111
周南市 旭模型 0834-25-4970
周南市 ラジコン天国 徳山店 0834-31-9597
防府市 玉屋模型店 0835-22-1908
山口市 フジイホビー 0839-23-1208

■ 徳島県
阿南市 ビックモデル 0884-22-8080
徳島市 クリッパー さこ 088-623-5653
那加川町 ラジコン天国 徳島店 0884-21-2828

■ 香川県
高松市 レミヤン 087-841-6271
高松市 ホビープラザ タカマツ 087-866-2003
善通寺市 ラジコン天国 丸亀店 0877-63-2577
観音寺市 シーサイドリンク アドバンテージ 0875-23-3773
白鳥町 おもちゃのタキ 0879-25-8535
香川町 ホビーセンター SPK店 087-879-8445

■ 愛媛県
今治市 今治模型 0898-31-4015
松山市 ブルーウェイ 089-977-7651
松山市 オーバーシー プラモ 089-971-2323
松山市 ぷらもるうむ KOHAN 089-932-5361
松山市 RCショップ ソニック 089-970-9337
新居浜市 ホビーショップ コモダ 0897-33-1309
西条市 越智RCホビー 0897-57-6901
東予市 ファースト ステージ 0898-76-1567
東予市 ながい模型 0898-65-4791
八幡浜市 ホビーショップ井上 0894-29-1755

■ 高知県
高知市 モデルショップ デイトナ 088-833-4331
高知市 モデルショップ ヨシオカ 088-872-6420

南国市 土居模型店 088-863-2249

■ 福岡県
福岡市 洛西モデル 福岡店 092-472-3411
遠賀町 F-1 ホームサーキット 093-293-2445
久留米市 中村模型 0942-22-3225
行橋市 K2 Factory 0930-25-2117
大牟田市 ＪＣモデルプラザ 0944-52-4822
大野城市 ラジコン天国 福岡南店 092-503-5640
那珂川町 福岡R/Cプラザ 092-953-3283
飯塚市 飯塚モデル 0948-23-7103
飯塚市 いいづかもけい 0948-24-5033
福岡市 ホビーランド 5時ラ 092-864-7508
福岡市 うちゅうせん 092-871-3800
福岡市 スーパーラジコン 博多店 092-434-7878
北九州市 洛西モデル 小倉店 093-511-1885
北九州市 西小倉モデル 093-592-6636
北九州市 マルオ模型 093-603-6348
北九州市 ホビーベース YAMAJYO 093-631-5776
北九州市 フカヤ 093-662-1239

■ 佐賀県
川副町 ファミリーサーキット グランプリ 0952-45-5099
佐賀市 モデラーズ 松永 南部店 0952-23-0228

■ 長崎県
佐世保市 西海模型 0956-23-6294

■ 熊本県
山鹿市 ホビーショップシオザキ 0968-44-7287
熊本市 ラジコン天国 熊本店 096-389-9005

■ 大分県
宇佐市 RCワールド USA店 0978-33-2728
大分市 モデルショップ YOU 097-551-8338
大分市 78 スピードウェイ 097-522-7878
大分市 STEP UP 097-568-3000
宇佐市 RC SHOP STEP ONE 0978-34-4716

■ 宮崎県
西都市 ラジコン天国 宮崎店（MHC） 0983-42-4781
都城市 マルエイ模型 0986-24-4589
日南市 ラジコン天国 日南店 0987-23-3437

■ 鹿児島県
鹿児島市 福地模型 サーキット 099-238-4050
鹿児島市 ホビーサンパティオ 099-223-8136
川内市 K's ホビー 0996-25-7222

■ 沖縄県
宜野湾市 沖縄ラジコンセンター 098-897-2191
那覇市 トップラン 098-867-2100

ドリフトパッケージ取扱 カー用品店
■ 北海道
釧路市 イエローハット 星が浦店 0154-55-5535
札幌市 イエローハット 札幌里塚店 011-883-3221
北見市 イエローハット 北見店 0157-31-0080
美唄市 イエローハット 美唄店 01266-2-4424
旭川市 イエローハット 旭川宮前店 0166-38-8125

■ 岩手県
一関市 イエローハット 一関店 0191-31-3680
盛岡市 スーパーオートバックス 盛岡南店 019-638-8763

■ 宮城県
仙台市 スーパーオートバックス 仙台ルート45 022-232-2345
仙台市 オートバックス 仙台吉成店 022-277-4726
仙台市 カーテック 仙台 022-247-3452

■ 秋田県
秋田市 イエローハット 土崎店 018-857-0202
大仙町 イエローハット 大曲店 0187-86-0122

■ 山形県
酒田市 オートバックス 酒田店 0234-24-8602
米沢市 オートバックス米沢店 0238-26-2242

■ 福島県
会津若松市 スーパーオートバックス 会津若松店 0242-24-0456
郡山市 スーパーオートバックス 郡山南店 024-945-3356

■ 栃木県
小山市 スーパーオートバックス 小山店 0285-28-6688

■ 群馬県
伊勢崎市 オートバックス 伊勢崎店 0270-26-4100

■ 埼玉県
久喜市 スーパーオートバックス 久喜店 0480-26-9327
桶川市 スーパーオートバックス 桶川店 048-778-5720

■ 千葉県
千葉市 スーパーオートバックス 千葉長沼店 043-424-8561
松戸市 スーパーオートバックス 松戸店 047-308-5400　

■ 東京都
杉並区 オートバックス 環八高井戸店 03-3334-0301
板橋区 カレッツァ 板橋店 03-3960-9605
目黒区 イエローハット 目黒青葉台店 03-5773-3700
八王子市 カレッツァ 八王子店 0426-96-7533　

■ 神奈川県
横浜市 イエローハット 横浜港南店 045-840-0222
横浜市 スーパーオートバックス 港南中央店 045-840-0189
横浜市 スーパーオートバックス 横浜みなとみらい店 045-640-6601
厚木市 スーパーオートバックス 厚木店 046-248-0331
川崎市 スーパーオートバックス かわさき店 044-223-4774
平塚市 スーパーオートバックス 湘南平塚店 0463-54-9555　

■ 山梨県
甲府市 スーパーオートバックス 甲府店 055-225-2155
韮崎市 オートバックス 韮崎店 0551-23-2666

■ 長野県
飯田市 オートバックス 飯田店 0265-21-1655

■ 新潟県
新潟市 スーパーオートバックス 新潟竹尾店 025-274-8765
長岡市 スーパーオートバックス 長岡店 0258-25-9180

■ 岐阜県
岐阜市 スーパーオートバックス 岐阜店 058-274-9871

■ 静岡県
三島市 オートバックス 三島店 055-977-2295
富士市 イエローハット 富士青葉通店 0545-63-5522

■ 愛知県
西尾市 スーパーオートバックス 西尾店 0563-53-0033

■ 滋賀県
草津市 スーパーオートバックス 湖南店 077-563-6663
東近江市 オートバックス 八日市店 0748-23-5677

■ 大阪府
高槻市 スーパーオートバックス 高槻店 0726-73-9377

■ 兵庫県
神戸市 オートバックス 兵庫中ノ島 078-685-6877
神戸市 スーパーオートバックス サンシャイン神戸 078-435-6006
尼崎市 スーパーオートバックス 43道意店 06-6413-0500
姫路市 スーパーオートバックス 姫路店 0792-51-0117

■ 広島県
広島市 スーパーオートバックス 広島商工センター 082-270-2111

■ 和歌山県
岩手町 スーパーオートバックス 岩手店 0736-62-7650

■ 福岡県
北九州市 スーパーオートバックス 小倉西港店 093-591-5623
福岡市 スーパーオートバックス 東福岡店 092-621-7021
飯塚市 オートバックス 東飯塚店 0948-28-2622
久留米市 スーパーオートバックス 久留米店 0942-48-3558

■ 熊本県
熊本市 スーパーオートバックス 熊本東バイパス 096-384-6466

通信販売

商品の入手が困難な場合は・・・
お近くの模型店にて商品の入手が困難な場合は通信販売をご利用
下さい。
通信販売のお支払いは、先に代金を送る方法と商品受け取り時に
代金を支払う方法があります。先に代金を送る場合は、ご注文さ
れる商品の合計金額に消費税（5%）と送料¥315（商品の合計
金額が¥5,000以上の場合は無料）を加算して現金書留又は郵
便振替（口座番号00110-6-365564）にてご注文下さい。商
品受け取り時に代金を支払う場合は、インターネット又はファッ
クスにてご注文下さい（着払い手数料が別途かかります）。
お申し込みの際は商品番号、商品名、数量、お客様のご住所、お
名前、電話番号を必ずご記入下さい。

通信販売受付メールアドレス　order@teamyokomo.com
通信販売受付 FAX　03-5613-7552（ヨコモ通販部）

お申し込みはヨコモ・アフターサービス部まで
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