
ヨコモが定期的に開催しているドリフトミーティングには、初めて走
行する方や初心者のクラスもあり、誰でも楽しくドリフトラジコンの
楽しさを感じることができます。もちろんスタッフのサポートも万全！
小学生から年配の方、そして女性の参加者もますます増えています。
参 加 方 法 や イ ベ ン ト の 詳 細 は ヨ コ モ の ホ ー ム ペ ー ジ
www.teamyokomo.com、または全国のヨコモ製品取扱店にておた
ずね下さい。

ドリフトパッケージ　バイヤーズガイド

 JAN . 2008株式会社ヨコモ 〒120-0005　東京都足立区綾瀬5-23-7　TEL 03-5613-7553 FAX 03-5613-7552  http://www.teamyokomo.com

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。



飛距離と角度を飛距離と角度を
意のままにコント

ロール！！
意のままにコント

ロール！！飛距離と角度を飛距離と角度を
意のままにコント

ロール！！
意のままにコント

ロール！！飛距離と角度を
意のままにコント

ロール！！

全長40センチオーバーの
       　ラジコンカーがフルドリフト！！

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み立てキットです。

　四輪ダブルウィッシュボーン 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ィファレンシャルギヤなどを採用した本格競技用来御コントロールカー 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あわせ持つヨコモ「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。

圧倒的な飛距離・角度を両立！！

ヨコモはD1グランプリ出場チームを
応援しています。
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走行の要となるシャシーは、ラジコンカー世界選手権において優勝10回、全日本選手権において優勝45回を誇るラ
ジコンカーのトップブランド・ヨコモが開発したレーシングマシン、MR-4TCSDをベースとしたドリフト専用シャシーで
す。ダブルウィッシュボーン形式のサスペンションが支える足回りは、高い安定感でコントローラブルな旋回性能を発
揮し、駆動効率に優れた信頼のシャフトドライブトレインが、モーターのパワーを余すことなく路面に伝え、実車をもし
のぐ迫力の走行を実現します。

■ ダンパー&スプリング
精密なダンパーとスプリングがひときわ高
いトラクションを確保。高精度アルミダン
パー (オプション)も取り付け可能。

■ 大型バンパー
シャーシのフロント部に大型のウレタンバ
ンパーを備え、万が一のクラッシュからシ
ャーシを保護します。

■ 防塵密閉ギヤボックス
デリケートなデファレンシャル部をカバー
する密閉式ギヤボックスを採用。メンテナ
ンスも簡単です。

■ スプールジョイント
前後ギヤボックスには走行安定性と適度
なスライド特性を引き出すスプールジョイ
ントを装備。

■ 低重心設計
レーシングマシンの血統を受け継いだ驚
異的な低重心設計は、ハイスピード走行
での安定感をもたらします。

■ ダブルウィッシュボーンサスペンション
前後サスペンションは実車と同じダブルウ
ィッシュボーンスタイル。しなやかな動き
で走りを高めます。

■ ターンバックルアッパーアーム
アッパーアームは無段階調整式なので、
付属のレンチ一つで思い通りのキャンバ
ーを設定することが可能です。

■ シャフトドライブ4WD
駆動方式はモーターのパワーを余すとこ
ろなく前後アクスルに伝えるシャフトドラ
イブ4WDを採用。

■ フルボールベアリング
各軸受部には擦動抵抗の低いボールベア
リングを装備。スムーズな駆動でスピード
と走行時間を延ばします。

■ ワンタッチバッテリーホルダー
バッテリーの交換はホルダーを外すだけ
の手軽なワンタッチ式。ボディを付けたま
までも交換可能です。

■ スパーギヤカバー
小石やほこりなどからギヤを守るスパー
ギヤカバーも標準装備。パーキングロット
などでの走行にも最適

■ アルミダイキャストモーターマウント
ヒートシンク形状のアルミダイキャストモ
ーターマウントは、モーターの放熱を効率
的に促します。

ドリフトパッケージ シャーシ解説
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■ 衝撃に強いポリカーボネイトボディ
ボディは防弾ガラスなどにも使われるポリ
カーボネイト素材を使用し、耐久性の高い
構造になっています。

■ 高さ調整可能なボディマウント
一つのシャーシにさまざまなボディが搭載
できるよう、ボディマウントは高さ調整が
可能です。

■ ライトユニット
オプションのライトユニットを装着すれば
雰囲気満点。ナイトランやディスプレイな
ど楽しみも広がります

■ エアロパーツも忠実にスケールダウン
各車のエアロパーツもリアルな形状。同じ
ボディでもエアロの違いでそれぞれライ
ンナップしています

■ ミラー&ワイパー
リアルさを演出するミラーやワイパーは、
それぞれのボディに付属するプラパーツ
で再現しています。　　

■ リアルなデカール
D1バージョンは実車のグラフィックをデ
カールで忠実に再現、お気に入りのマシ
ンが手軽に作製可能です。

■ 流行のミラーデカールも再現
D1GP出場車両などで多用されている、
ミラータイプのグラフィックももちろん再
現しています。

■ ウイング
3D形状のウイングはコンペティティブな
イメージを高める重要なアイテム。ステー
形状もリアルです。

■ マフラー
リアビューを引き締めるメッキタイプのマ
フラーも標準装備。迫力のある極太パイ
プでアピール度抜群です。

■ ホイール
それぞれの車種に合わせたホイールもす
べてラインナップ。お気に入りのホイール
に交換することも可能です。

■ アンダーカウルも再現
車種によってはアンダーカウルも再現し
ています。さりげないディテールアップが
ハイクオリティの証。

■ ブレーキディスク
ホイール内部にはブレーキディスクも再現
しています。レーシーなイメージのベンチ
レーテッド風。

ドリフトのカッコ良さを演出するため、ボディも細部までこだわりぬいています。走行中のクラッシュによるダメージを
軽減するポリカーボネイト素材を採用しつつも、各車のエアロパーツを忠実に再現するリアルなシルエット、ウィングや
ドアミラーなどは別体プラパーツで仕上げ、全体のフォルムを引き締めています。マウントの高さを変えれば様々なボ
ディも搭載可能！! リアルなメッキホイールも足元を引き締めます。

ドリフトパッケージ ボディ解説
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DRIFT X TREME PS13 SILVIA

チームオレンジの末永直登選手が
ドライブした、2005年D1GP参
戦車。

HAYASHI AE86 LEVIN
プライベート参戦でありながら、
ワークス勢を相手に2006年第3
戦、第4戦共に5位に入賞した林
渡選手のAE86レビン。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

TRUST S15 SILVIA
川畑真人選手がドライブした
2006年D1グランプリ仕様。
ど派手なエアロパーツを再現しま
した。

VERTEX RIDGE TE3006 SOARER
洗練されたデザインで人気のエ
アロパーツメーカーT and Eの上
野高広氏がD1GPに自ら参戦。
2006年最終戦仕様のソアラ。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO
空飛ぶ86の異名をとる吉岡稔記
選手がドライブした、2006年前
期型。

RE AMEMIYA RX-7 FD3S
末永正雄選手により、2005年
D1グランプリで準優勝したマシ
ン「RE雨宮RX-7」をモデル化。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

RSR JZA80 SUPRA
2005年スーパー耐久1クラスの
シリーズチャンピオン・織戸学選手
がドライブしたマシン、RSRスー
プラ2006年仕様。

YUKE’S CUSCO IMPREZA
2006年度のD1グランプリでシ
リーズ優勝した、熊久保信重選手
の2005年仕様。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

KUNNY’Z JZX100 CHASER
4ドアセダンのドリフトで大人気、
高橋邦明選手のD1車両2005
年仕様。

ORC Z33 FAIRLADY Z
2004年度D1グランプリのシリ
ーズチャンピオン・三木竜二選手
が2005年にドライブしたORC・
Z33。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

HKS IS220-R ALTEZZA
ドリフトのみならず、GT選手権で
も活躍する、谷口信輝選手の
HKSアルテッツァ 2005年ドリ
フト仕様。

KEI OFFICE S15 SILVIA
2005年D1グランプリシリーズ
チャンピオンカー。魅せるドライビ
ングで人気の風間靖幸選手がドラ
イブ。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

MERCURY/SUNRISE AE86 LEVIN
日比野哲也選手がドライブした
2006年D1GP参戦車。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

TOP SECRET S15
2004年D1グランプリシリーズ
チャンピオンカー。三木竜二選手
の安定した走りで毎ラウンド会場
を沸かせたマシン。

BLITZ ER34 D1 SPEC
2006年度に行われた第1回ワー
ルドオールスター戦において、世
界チャンピオンに輝いた野村謙選
手の 2004年仕様。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

APEX D1 PROJECT FD3S
2003年度D1GPシリーズチャン
ピオン、今村陽一選手のドライブ
により、2004シリーズに投入さ
れたワイドボディ仕様。

HKS HIPER SILVIA S15
鮮烈な赤いボディが印象的、前後
異なるカラーホイールはもちろ
ん、エアロパーツまでも忠実に再
現。谷口信輝選手がドライブした。

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   5,040　

組み立てキット　　 ￥24,990
スペアボディセット  ¥   4,725

TOYOTA JZX90 Mk Ⅱ
セダンドリフトの火付け役と言っ
たらこの車！大きなボディで迫力
あるドリフトを堪能できます。

NISSAN 180SX
ドリパケの第一弾のモデルとなっ
た180SX。リトラクタブルライト
の開き具合は半目やフルオープ
ンなど3段階から選択可能です。

組み立てキット　　 ￥22,980
スペアボディセット  ¥   4,179

組み立てキット　　 ￥22,980
スペアボディセット  ¥   4,179

TOYOTA AE86 TRUENO
マイルドな特性で扱いやすい
AE86トレノ。サーキット走行はも
ちろん、ストリートでもいまだ根強
い人気のボディです。

MAZDA FC3S RX-7
思わずロータリーサウンドが聞こ
えてきそうなFC3S。ニュートラ
ルなステアリング特性は走行ライ
ンのイメージを忠実にトレース。

組み立てキット　　 ￥22,980
スペアボディセット  ¥   4,179

組み立てキット　　 ￥22,980
スペアボディセット  ¥   4,179

NISSAN S15 SILVIA
S15のストリートバージョンもア
グレッシブな走行が可能。高い旋
回性能と迫力のエクステリアでパ
ワフルな走りを演出します。

組み立てキット　　 ￥22,980
スペアボディセット  ¥   4,179 　

組立キットはこだわりのある本格派。
パーツを組み上げていくことで、メカニックの気分も満喫！！
自分で組み立てたシャーシなら走る楽しさも倍増です。

組立キットはこだわりのある本格派。
パーツを組み上げていくことで、メカニックの気分も満喫！！
自分で組み立てたシャーシなら走る楽しさも倍増です。
キットならサスペンションセッティングも自由自在。

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

※ボディ塗装用のポリカーボネイト専用カラースプレー、送信機用単3アルカリ乾電池8本は別途お買求め下さい。

①

②③④

⑤

⑥⑦
[DP-RS]¥14,910ランニングセット

ドリフトパッケージ用

が必要です。ドリフト走行を楽しむには ドリフトパッケージキット　+　ランニングセット（RC装置）

人気車種 続々登場人気車種 続々登場
ご期待下さい！ご期待下さい！

人気車種 続々登場
ご期待下さい！

人気車種 続々登場人気車種 続々登場
ご期待下さい！ご期待下さい！

人気車種 続々登場
ご期待下さい！

ヨコモはD1グランプリ出場チームを
応援しています。
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「本製品は、日産自動車(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、トヨタ自動車(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、富士重工業(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、マツダ(株)からのライセンス契約により製造されています。」

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



（税込み）

組み立てナシ！！
塗装ナシ！！
買ったらすぐにドリフト可能！！

＋ ＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

HKS HIPER SILVIA
¥6,279 ¥1,890

ADVAN SUPER RACING Ver.2
2本セット（イエロー） ¥1,890

ADVAN SUPER RACING Ver.2
2本セット（レッド）

＋＋ ＋

◆ HKS ハイパーシルビアS15  谷口号 が欲しい場合

A'PEX FD3S RX-7
¥6,930 ¥1,890

RAYS グラムライツ
2本セット ×2

＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

＋

◆ A'PEX FD3S RX-7  今村号 が欲しい場合

BLITZ ER34
¥6,930 ¥1,890

BLITZ TECHNO SPEED Z-2
2本セット ×2

＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

＋

◆ BLITZ ER34 スカイライン のむけん号 が欲しい場合

TOP SECRET S15 SILVIA
¥6,930 ¥1,890

RAYS VOLK RACING GTC FACE-1
2本セット ×2

＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

＋

◆ TOP SECRET S15 三木号 が欲しい場合

HKS IS220-R ALTEZZA
¥6,930 ¥1,890

ADVAN レーシング RS
2本セット（ゴールド） ×2

近日発売

＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

◆ HKS IS220-R ALTEZZA  谷口号 が欲しい場合

KUNNY’Z JZX100 CHASER
¥6,930 ¥1,890

WORK EMOTION CR-Kai
2本セット ×2

近日発売

＋＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

◆ KUNNY’Z JZX100 CHASER 高橋号 が欲しい場合

KUNNY’Z JZX100 CHASER
¥6,930 ¥1,890

WORK EMOTION CR-Kai
2本セット ×2

近日発売

＋＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

◆ ORC Z33 三木号 が欲しい場合

TOYOTA JZX90 MARKⅡ
¥5,145

10 本メッシュ

¥1,6802本セット ×2

近日発売

＋＋

DRIFT RACER ( 完成済みシャーシセット）
¥29,925

◆ TOYOTA MARKⅡ JZX90  が欲しい場合●ドリフト専用SD CMS　完成シャーシ　
●AM27MHz 12バンド プロポ セット
●大容量スピードコントローラー
   （12Tモーターまで可）
●ハイトルク型 35Tドリフト専用モーター　
●充電式 1400mAh ニッカドバッテリー
●AC100V 急速充電器（安全タイマー付）
※セットにはカーボディ、ホイール（タイヤ付）単3電池８本（プ ロポ用）は含まれていません。別途お買求め下さい。

完成済みシャーシキット 塗装済み完成
ボディキット

組立済みホイール
（ゼロワンＲタイヤ付）

塗装はもちろん、ステッカーの貼り付けからボディ
固定用の穴まで完成済みなので、塗装や組立に不
安な人にも安心なセットです。
※但し、ウィング・マフラー・ミラー・ナンバープレート
取付と、ごく僅かのデカール貼り等、簡単な作業は
必要です。

手軽にドリフトラジコンを楽しんで頂けるように、
キット組立済み＋プロポ組込済み　　の完成
シャーシキット。

ホイール（タイヤ付）セットは2本1セットで販売し
ておりますので、1車両用としては2セット必要に
なります。
※他の車種（ストリート仕様やD1マシン）用のホ
イールとの組合せで、あなただけのオリジナルドレ
スアップも可能です！！

「完成シャーシセット（ドリフトレーサー）」に「塗装済み完成ボディセット」と
「組み立て済みホイールセット」の組合せで、すぐにドリフト走行が可能！！

1. ドリフトラジコンを手軽に楽しみたい！！
2. 組立てる時間やボディを塗装する時間がない。
3. 組立てや塗装の自信がない・・・。
4. デカールを綺麗に貼る自信がない・・・。
5. D1マシンを自宅に飾りたい！！
6. とにかくすぐにドリフトラジコンを楽しみたい！！

＝ 完　成
プロポに単3電池を組込み、走行用バッテリーを充
電すれば、即走行可能です！！
憧れのＤ１マシンでお友達とワイワイするも良し、
飾って楽しむも良しと楽しみ方は貴方次第で無限
大です！！

■ スケール…1/10
■ 全高…125mm
■ 車幅…194mm
■ ホイールベース…258mm
■ 2次減速比…2.353:1

 

＜組み合わせ購入例＞

※上記の組み合わせは、参考購入例です。他の車種（ストリート仕様やD1マシン）用のホイールとの組合せで、あなただけのオリジナルドレスアップも可能です！！

塗装済み
完成ボディセット
続々登場します！！

ホイール
（ゼロワンRタイヤ付）
は全21種発売中！！

豊富なオプションパーツでバージョンアップも可能です。

＜セット内容＞

上記一つでも該当した貴方は、
ぜひドリフトレーサーをお楽しみ下さい！

こんな人に　 です！！

の組立てナシ!!組立てナシ!!組立てナシ!!組立てナシ!!組立てナシ!!
ドリフトレーサーは、

下記の様な組み合わせを購入すれば、憧れのD1マシンがすぐお手元に！！
さらにDRIFT PACKAGE用のクリアボディや、他車種のホイールラインナップもすべて使えますので、オリジナ
ル塗装を施したり、他社種のホイールを組み合わせるなどして、オリジナルのマシンに仕上げる事も可能です！！
無限に広がるDRIFT WORLDを是非お楽しみ下さい。
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「本製品は、日産自動車(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、トヨタ自動車(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、富士重工業(株)からのライセンス契約により製造されています。」
「本製品は、マツダ(株)からのライセンス契約により製造されています。」

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



ドリフトパッケージ ・ ドリフトレーサーには、
多彩なオプションパーツが盛り沢山！！
走りを極めるサスペンションや駆動系パーツから、
ナイトランで目立ち度満点の電飾パーツを各種取り揃え！！
オプションパーツの装着で、オリジナルマシンを作り上げよう！！

●優れた駆動系は、加速性能はもちろん長いドリフトアングルを持続させる為のトラク
ションコントロールにも影響を与えます。グレードアップコンバージョンキットステージ２
は、抵抗の少ない駆動系と、回頭性を上げるフロントワンウェイがよりアグレッシブなド
リフトを可能にします！！

●車高の調整やバネレートの変更など足回りのセッティングは、様々なドリフトアングル
を可能にします。グレードアップコンバージョンキット ステージ1 タイプBとチタン製
ショックスプリングの組み合わせで、そのセッティングはまさに変幻自在。より早く、より
角度を求めるドリフトに欠かせないオプションパーツです！！

●ステップ２までをこなしたら、さらなる目立ち度を目指し、スロットルに連動するアク
ティブライトユニットや、激しく点滅するフラッシュライトユニットでヘッドライトやテール
ランプを点滅させよう！！　そこにボディ底部を光らせるアンダーネオンセットを組み込め
ば、アピール力で右に出るものナシ！！

●電飾パーツのチューニングの基本は、ヘッドライトとテールランプの追加から。夜間で
も車体の前部・後部がハッキリと視認出来るようになるため、スピードやドリフトアング
ルが掴みやすい！！ もちろん, 実車に則したライトパーツなので、スケール感のアップに
も効果的です！！

●さらに実車ライクにスケール感をアップさせるなら、ホイルライトやLED 内蔵ステン
レスマフラーの装着がオススメ！！ D1ＧＰなどで見かける、真っ赤に焼き付いたブレー
キローターやマフラーからの炎を演出します。

●シャーシの最終チューニングポイントは、軽量化とシャーシ剛性のアップ。カーボング
ラファイトコンバージョンキットは、見た目もレーシーなブラックカーボンを採用した高
剛性軽量シャーシ。足回り・駆動系・軽量化・高剛性を得たシャーシは、まさに異次元
のコントロールを可能にする最強のドリフトＲＣカーとなるでしょう！！

電飾のアクセントとして最適な、LEDドアミラ
ーです。ドアミラー内部にオレンジのLEDが
組み込まれ、受信機やライティングシステムに
接続することで点灯します。二又の延長コード
も付属し、接続も簡単です。

LEDドアミラー
D-019

12 13製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合がございます。表示価格は希望小売価格（税込）につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

5,670円

5,040円 924円  各4ヶ入り　6,090円 各6,090円 各8,190円

5,040円 5,040円 17,640円    （ミディアム・ハード）　各787円 2,079円

3,654円 5,775円 1,344円  1,449円 4,179円

6,090円 1,890円 2,079円 各682円
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