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競技用 ラジコンカーのトップブランド　世界選手権レース 優勝通算10 回！！



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。

【世界選手権レース
 優勝通算10回】

ヨコモは、ドリフトの頂点「D1GP インターナショナル ドリフト チャンピオンシップ」を応援しています。

2009ヨコモ ドリフトミーティング スペシャルラウンド にて
（D1選手、マシンが会場の谷田部アリーナに集結！）
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TOURING CARヨコモ 競技用 1/10 ツーリングカー キット BD5

MRTC-BD5W MR-4TC BD5 ワールドスペック シャーシキット ¥62,800

走行のために必要なもの：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
（SUB-C・6セル）、充電器、モーター、ボディ、ポリカーボネイト用塗料、ホイール、タイヤ

主な仕様
■ ベルトドライブ4WD　■ 4輪独立 ダブルウィッシュボーン サスペンション　■ 新設計 サスアーム　■ 新設計 ナックル ＆ ハ
ブキャリア　■ 新設計 エキセントリック ベルトテンショナー　■ 新設計 大容量 アルミオイルダンパー　■ 2.5mm 厚カーボング
ラファイト メインシャーシ（Li-po 専用設計 )　■ 2.0mm 厚 左右対称形状 カーボングラファイト アッパーデッキ　■ 3.5mm 厚
カーボングラファイト 前後ショックタワー　■ 大容量 フロントワンウェイ　■ 大容量 プロテクトタイプ リアボールデフ　■ 軽量 
アルミデフハウジング　■ 前後スタビライザー　■ チタン ターンバックル　■ ストロング ボディポスト　■ 前後 アルミ削り出し 
バルクヘッド　■ 前後 アルミサスマウント　■ アルミ削り出し ステアリングワイパー &  プレート　■ 新設計 ユニバーサル ドラ
イブシャフト　■ 専用バランスウエイト



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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OPTION PARTS

ダイレクトメインギヤアダプター

BD-630 ¥1,480

チューブラーセンターシャフト

BD-644T ¥700

サスマウントスペーサー (2 枚入 )

BD-301S ¥500

アルミ製 ソリッドアクスル

BD-501S5 ¥3,200

スーパープレシジョンベアリングセット (14 個入 )

BD-5BBP ¥4,800

ソリッドアクスル用 ドライブカップ

BD-501S5C ¥600

アルミ製 リアサスマウント ( 後側 45.7mm)

BD-301RR2 ¥1,300

アジャスタブルボデイマウント(φ6ポスト用 )

BD-ABM6 ¥680

チタンコートショックシャフト (4 本入 )

YS-53S-4T ¥1,580

BD5用 トランスポンダーホルダー

BD-TPH ¥630

トーイン 0度/0.5度 リヤハブキャリア  (アルミ製)

BD-415A00/05 各 ¥3,200

アルミ製 ターンバックルセット (7 本入 )

BD-007A ¥980

ワールドスペック用センター バランス ウェイト (30g)

BD-BW30 ¥1,480

アルミ製 フロントステアリングハブキャリア( 左右 )

BD-413A ¥3,200

アルミ製 フロントステアリングブロック

BD-415SA ¥3,200

ボンバー製 SPローフリクションベルト (フロント・リア )

TB-20022 / 3 ¥1,200 / ¥1,000 

フロント バルクヘッド キャップ　Ｉアーム取付位置3.5mmワイド(左右 )

BD-302FL1 / BD-302FR1 各¥1,700 

リア バルクヘッド キャップ　Ｉアーム取付位置3.5mmワイド(左右 )

BD-302RL1 / BD-302RR1 各¥1,700 

チタン製 スクリューセット (93 本入 )

BD-5TSS ¥3,600

アルミ製 44.0 / 45.5mmボーン

BD-01440A / BD-01455A 各¥900

アルミ製 スタビ用ロッド (2 本入 )

BD-412RA ¥480

アルミ製 スタビホルダー

BD-412H ¥1,300

フロント ボディマウントサポート (グラファイト製 )

BD-016FS ¥1,080

アルミ製 リアサスマウント ( 後側 46.4mm)

BD-301RR1 ¥1,300
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主な仕様
■ 防塵性の高いシャフトドライブ フルタイム4WDシステム　■ バランスの良いセンターモーター　■ ユニバーサル センター
シャフト　■ フルアジャスタブル ダブルウィッシュボーンサスペンション　■ 大容量 樹脂製オイルダンパー　■ ダイヤル式 フル
アジャスタブルスプリングテンショナー　■ 前後ボールデファレンシャルギア　■ 前後ユニバーサルシャフト　■ ダイキャスト製 
クランプ式モーターマウント　■ バリアブルアジャスト スリッパークラッチ　■ フロントアルミサスマウントブレース　■ フル
ボールベアリング　■ バラセル＆セパレートパックバッテリー両対応　■ エアロフォルムボディ&ウィングセット (ポリカーボネ
イト製 )

ファクトリーキット 標準装備アイテム
■ ビッグボア エックスショックセット　■ アルミ製 サーボセイバーマウント　■ アルミ製 センターリンク　■ スペシャルフロ
ントブレース　■ アルミ製 メインギヤカバー　■ スペシャルモーターマウント　■ リヤ エックスショックスプリング （オレンジ
/ソフト）　■ スタビライザーセット　■ アルミ製 リアハブキャリア (0度 )　■ アルミ製 ショックキャップボール　■ アルミ製 
ショックエンドボール　■ カーボンバッテリープレート　■ ごくらくオフロードウィング

B-MAX4 B-MAX4 キット ¥21,800

B-MAX4F B-MAX4 ファクトリー キット（純競技用） ¥41,800

走行のために必要なもの：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
（SUB-C・6セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料

①

②
③ ④

⑤

⑥⑦

B-MAX4 専用ランニングセット

BM-RS ¥16,800

※送信機用単3アルカリ乾電池8本は別途お買い求め下さい。

①送信機（AM2チャンネルタイプ）　②受信機　③S-003 サーボ
④SCR-DS スピードコントローラー
（12ターン以上対応 バック付）
⑤YB-G33BM オフロードプロ バッテリー
（セパレートパック 6セル 7.2V・3300mAh ニッケル水素バッテリー）
⑥AC-12D オートカット 急速充電器
（AC100V入力対応、ニッカド及びニッケル水素バッテリー専用タイプ）
⑦YM-PS221 プロストックⅡ モーター
（21ターン）

OFF-ROAD CARヨコモ 1/10 オフロードカー キット B-MAX4

2008 BRCAイギリス選手権
2008 EFRAヨーロッパ選手権
2008 JMRCA全日本選手権
2009 JMRCA全日本選手権



7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。

OPTION PARTS

スタビ セット

BM-412 ¥980

アルミ製 リアハブキャリア(0 度 )

BM-415R0 ¥3,400

アルミ製 リアハブキャリア(トーイン０.５度 )

BM-415R05 ¥3,400

アルミ製 センターリンク

BM-202R ¥1,480

アルミ製 リアサスマウント (F)

BM-300RF ¥1,200

アルミ製 メインギヤカバー

BM-302GC ¥2,800

アルミ製 リアサスマウント (3 度 )

BM-300RR3 ¥1,200

アルミ製 サーボセイバー マウント

BM-200L ¥1,200

フロント“エックス”ショック スプリング(オレンジ/ソフト)

BM-S1270 ¥480

スペシャルデフジョイント ( 軽量タイプ )

BM-501S ¥1,680

フロント“エックス”ショック スプリング(パープル/ハード )

BM-S1260 ¥480

リヤ“エックス”ショック スプリング(セット標準 /ミディアム )

BM-S1295 ¥550

フロント“エックス”ショック スプリング(セット標準 /ミディアム )

BM-S1265 ¥480

リヤ“エックス”ショック スプリング(グリーン/ＳＳ)

BM-S12105 ¥550

フロント“エックス”ショック スプリング(グリーン/ＳＳ)

BM-S1275 ¥480

リヤ“エックス”ショック スプリング(ピンク/ＳＳＳ)

BM-S12110 ¥550

フロント“エックス”ショック スプリング(ピンク/ＳＳＳ)

BM-S1280 ¥480

DP48 87T スパーギヤ

BM-SG87 ¥500

DP48 84Ｔスパーギヤ

BM-SG84 ¥750

B-MAX4 用チタン製 3mmビスセット

BM-ASST ¥3,980

リヤ“エックス”ショック スプリング(オレンジ/ソフト )

BM-S12100 ¥550

リヤ“エックス”ショック スプリング(パープル /ハード )

BM-S1290 ¥550

DP48 81T スパーギヤ

BM-SG81 ¥750

スペシャルモーターマウントセット

BM-304SS ¥3,500

ＣＧ製 バッテリー ホルダー セット（ニッケル水素 リポ共用）

BM- 118G ¥2,800

スペシャルフロントブレース

BM-300FB ¥980

アルミ製 フロントサスマウント ( 後側 )

BM-300FR ¥1,750

アルミ製 フロント ホイルハブ

BM-011F ¥520

フロント “エックス”ショック セット

BM-1S12 ¥5,200

リヤ“エックス”ショック セット

BM-1L12 ¥5,400

YOKOMO 2010 CATALOG
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NISSAN 180SX

DP-180SX ¥21,800

NISSAN S15 SILVIA

DP-S15 ¥21,800

MAZDA FC3S RX-7

DP-FC3S ¥21,800

TOYOTA AE86 TRUENO

DP-AE86 ¥21,800

TOYOTA JZX90 MkⅡ

DP-JZX90 ¥21,800

①

②

③ ④ ⑤

⑥
⑦

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。

ドリフトパッケージ用 ランニングセット

DP-RS ¥14,200

※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本は別途お買い求め下さい。

主な仕様
■ 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　■ ドリフト走行に適したリジットアクスル採用（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（17ヶ）

①送信機（AM2チャンネルタイプ）　②受信機　③S-003サーボ
④スピードコントローラー SCR-DS（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

「本製品は、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、日産自動車㈱からのライセンスにより製造され
ています。」「本製品は、トヨタ自動車㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、富士重工業㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、マツダ
㈱の承認を得ています。」「本製品は、三菱自動車工業株式会社からのライセンスにより製造されています。」

組立キット／ストリート バージョン

ヨコモ「ドリフトパッケージ」シリーズは、
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、安定性を高める
スプールジョイント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。

DRIFT PACKAGEヨコモ ドリフトパッケージ （1/10スケール 電動R/Cカー 組立キット）

写真はRC装置掲載前の組立キットが完成した状態です。
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460POWER S14 SILVIA

DP-S144 ¥23,800

DUNLOP with KOGUCHI POWER 180SX

DP-DKP ¥23,800

WONDER C35 LAUREL Club-S

DP-C35 ¥23,800

1093 SPEED S14 SILVIA

DP-1093 ¥23,800

SunRISE/Mercury AE86 LEVIN

DP-SR86 ¥23,800

Team BOSS with POTENZA S15

DP-BS15 ¥23,800

D-MAX Diversion ADVANワンビア

DP-DM13 ¥23,800

DRIFT X TREME PS13 SILVIA

DP-PS13 ¥23,800

HAYASHI AE86 LEVIN

DP-AE86L ¥23,800

TRUST S15 SILVIA

DP-TRS15 ¥23,800

VERTEX RIDGE TE3006 SOARER

DP-JZZ30 ¥23,800

DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO

DP-DR86 ¥23,800

RE 雨宮 RX-7 FD3S

DP-REA ¥23,800

RS☆ R JZA80 SUPRA

DP-RSR ¥23,800

YUKE’S CUSCO IMPREZA

DP-GDB ¥23,800

KUNNY’Z JZX100 CHASER

DP-JZX ¥23,800

ORC Z33

DP-ORCZ33 ¥23,800

HKS IS220-R ALTEZZA

DP-IS220 ¥23,800

KEI OFFICE S15 SILVIA

DP-KOS15 ¥23,800

TOP SECRET S15 SILVIA

DP-TSS15 ¥23,800

BLITZ ER34 D1 SPEC

DP-BLR34 ¥23,800

A’PEX D1 PROJECT FD3S

DP-APEX ¥23,800

HKS HYPER SILVIA S15

DP-HKS ¥23,800

組立キット／D1 バージョン

Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA

DP-TYS15 ¥23,800

Team SAMURAI Project FC3S

DP-TSFC ¥23,800

YUKE'S CUSCO LANCER Evolution X

DP-EVX ¥23,800

YUKES SYMS GDB IMPREZA

DP-GDBF ¥23,800

GOODYEAR Racing B324R

DP-B324R ¥23,800

DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430

DP-SC430 ¥23,800

M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7

DP-REA7 ¥23,800

GOODYEAR Racing ZERO CROWN

DP-ZCR ¥23,800

BLITZ DUNLOP ER34 SKYLINE

DP-BL34D ¥23,800

YOKOMO 2010 CATALOG

DRIFT PACKAGEヨコモ ドリフトパッケージ （1/10スケール 電動R/Cカー 組立キット）
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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

ラジドリを楽しみたいが、忙しくて作る時間が無い、
あるいは作る自信が無いという人に最適なプロポ組込済 完全完成シャーシセット！！

「塗装済完成ボディセット」と「組立済ホイール」の組合せで、
購入後すぐにドリフト走行が可能！！

STEP 1　基本のドリフトレーサー
ドリフトレーサーのシャーシは組み立て済み。
お好きなボディとホイール /タイヤを組み合わ
せることで、簡単にドリフトマシンが出来上が
ります。

ドリフトレーサーならすぐに始められる！ ドリフト走行までのクイックステップ

STEP 2　バッテリーの充電
ドリフトレーサーには走行用のバッテリーと充
電器も付属しているので、家庭用コンセントか
らの充電で繰り返し遊べます。

STEP 3　ホイールを装着
まずは好みのホイール (ゼロワンRタイヤ付×
2セット )をシャーシに装着。

STEP 4　ボディの組み立て
塗装済み完成ボディなら、ウィングやミラーの
取り付けと簡単なデカール貼りだけでOK。

STEP 5　ボディの装着
ボディポストの高さを合わせてボディをシャー
シに装着。

STEP 6　走行
バッテリーをつないでスイッチON！あっとい
う間にD1グランプリさながらのドリフト走行
をお楽しみいただけます。

DRIFT PACKAGEドリフトレーサー（1/10スケール 電動RCカー 完成シャーシ セット）



11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。

塗装済完成ボディ セット／ 組立済ホイール　組合せ例

HKS HYPER SILVIA S15

SD-HKSBP ¥5,980

A’PEX D1 PROJECT FD3S

SD-APBP ¥6,600

BLITZ ER34 D1 SPEC

SD-BLBP ¥6,600

TOP SECRET S15 SILVIA

SD-TSBP ¥6,600

KEI OFFICE S15 SILVIA

SD-KOBP ¥6,600

ADVAN スーパーレーシング Ver.2( レッド）

ZR-DR15R （2本セット） ¥1,800

レイズ グラムライツ 57F-PRO

ZR-DR16CG （2本セット） ¥1,800

BLITZ TECHNO SPEED Z-2

ZR-DR17 （2本セット） ¥1,800

RAYS VOLK RACING GT-C

ZR-DR18 （2本セット） ¥1,800

DRIFT MASTER

ZR-DR19 （2本セット） ¥1,800

ADVAN レーシング RS ( ゴールド）

ZR-DR20G （2本セット） ¥1,800

RAYS VOLK RACING GT-C ( ゴールド）

ZR-DR18G （2本セット） ¥1,800

WORK EMOTION CR-Kai

ZR-DR21 （2本セット） ¥1,800

RAYS VOLK RACING GT-V

ZR-DR29 （2本セット） ¥1,800

H10本メッシュ

ZR-DR13 （2本セット） ¥1,600

ADVAN スーパーレーシング Ver.2( イエロー）

ZR-DR15Y （2本セット） ¥1,800

HKS IS220-R ALTEZZA

SD-HKISBP ¥6,600

ORC Z33

SD-Z33BP ¥6,600

KUNNY’Z JZX100 CHASER

SD-KUBP ¥6,600

VERTEX RIDGE TE3006 SOARER

SD-TE30BP ¥6,600

TOYOTA JZX90 MkⅡ

SD-90BP ¥4,900

塗装済み
完成ボディセット
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。

組立済みホイール
（ゼロワンRタイヤ付）
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！！

DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO

SD-DR86BP ¥6,600

DRIFT X TREME PS13 SILVIA

SD-PS13BP ¥6,600

TRUST S15 SILVIA

SD-TRBP ¥6,600

GOOD YEAR Racing B324R

SD-B324BP ¥6,600

RAYS VOLK RACING CE-28N

ZR-DR25 （2本セット） ¥1,800

ENKEI RACING NT03

ZR-DR30 （2本セット） ¥1,800

RAYS VOLK RACING GT-7

ZR-DR26 （2本セット） ¥1,800

Work Emotion XC8

ZR-DR32 （2本セット） ¥1,800

ENKEI RP-03

ZR-DR24 （2本セット） ¥1,800

WedsSport SA-70TT

ZR-DR31 （2本セット） ¥1,800

RE 雨宮 RX-7 FD3S

SD-REABP ¥6,600

460POWER S14 SILVIA

SD-S144BP ¥6,600

YOKOMO 2010 CATALOG
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DRIFT PACKAGE1/10スケール 電動ドリフトカー シャーシ キット

DP-DP7C ドリフトパッケージＰＬＵS　Type- Ｃ （Ａアーム仕様） ¥23,500

走行のために必要なもの：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
（SUB-C 6 セル）、充電器、モーター、ボディ、ポリカーボネイト用塗料

主な仕様
■ 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（Li-
po バッテリー対応）　■ フルアジャスタブルタイプ Ａアーム 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　■ ドリフト走行に適したリジッドアクスル採用（フロント&リア）　■ 前後ユニバーサルシャ
フト　■ ダイヤフラムタイプ 大容量アルミオイルダンパー　■ ブルーアルマイト センターシャフト　■ 樹脂製 防塵ギヤカバー　
■ フルボールベアリング　■ アルミ デフジョイントリング　■ アルミダイキャスト製 クランプ式モーターマウント

ドリフトパッケージ PLUS（シャーシキット）に
新型サスペンション搭載！

TYPE-C



13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。

YOKOMO 2010 CATALOG

DP-DMAX D-MAX 標準シャーシキット ¥35,000

DP-DMAXSP D-MAX スペシャルシャーシキット ¥45,000

走行のために必要なもの：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
（SUB-C 6 セル）、充電器、モーター、ボディ、ポリカーボネイト用塗料

主な仕様
■ 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）　■ ピュアカーボン ダブルデッキシャーシ　■ フ
ルフラット フライス加工済みシャーシ　■ アルミ製 大容量オイルダンパー　■ 振り分けバッテリーによる重心位置の適正化　■ 
アジャスタブル デュアルクラッチ　■ Ni-MH/Li-Po 両対応バッテリートレー　■ 新設計 前後ダンパーステー　■ ドリフト走行に
適したアッカーマン比　■ 切れ角が向上したフロントナックル
スペシャルシャーシキット特別装備　■ アルミ製 サスアームマウント　■ アルミ製 メインギヤカバー　■ アルミ製 スペシャル
モーターマウント　■ チタン製 アッパーアーム&タイロッド

フルカウンタードリフトを可能にする
ドリフト専用設計マシン

ドリフト ハイエンド モデル

1/10 SCALE EP DRIFT CAR CHASSIS KIT
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ボディセット／D1 バージョン

460POWER S14 SILVIA

SD-S144BS ¥4,800

SunRISE/Mercury AE86 LEVIN

SD-SR86BS ¥4,800

DRIFT X TREME PS13 SILVIA

SD-PS13BS ¥4,800

HAYASHI AE86 LEVIN

SD-86LBS ¥4,800

TRUST S15 SILVIA

SD-TRBS ¥4,800

Team SAMURAI Project FC3S

SD‒TSFCBS ¥4,800

Team BOSS with POTENZA S15

SD‒BS15BS ¥4,800

VERTEX RIDGE TE3006 SOARER

SD‒TE30BS ¥4,800

DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430

SD-430BS ¥4,800

DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO

SD-DR86BS ¥4,800

DUNLOP with KOGUCHI POWER 180SX

SD-DKPBS ¥4,800

RE 雨宮 RX-7 FD3S

SD-REABS ¥4,800

RS☆ R JZA80 SUPRA

SD-RSRBS ¥4,800

YUKE'S CUSCO LANCER Evolution X

SD-EVXBS ¥4,800

YUKE’S CUSCO IMPREZA

SD-GDBBS ¥4,800

M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7

SD-RE7BS ¥4,800

KUNNY’Z JZX100 CHASER

SD-KUBS ¥4,800

D-MAX Diversion ADVANワンビア

SD-DM13BS ¥4,800

ORC Z33

SD-Z33BS ¥4,800

WONDER C35 LAUREL Club-S

SD-C35BS ¥4,800

HKS IS220-R ALTEZZA

SD-HKSISBS ¥4,800

YUKES SYMS GDB IMPREZA

SD-GDBFBS ¥4,800

KEI OFFICE S15 SILVIA

SD-KOBS ¥4,800

GOODYEAR Racing ZERO CROWN

SD-ZCRBS ¥4,800

1093 SPEED S14 SILVIA

SD-1093BS ¥4,800

クリアボディセット／D1 バージョン　※写真は完成見本です。「HKS IS 220-R ALTEZZA」のみ半プリント済

「本製品は、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、日産自動車㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、トヨタ自動車㈱からのライセンスによ
り製造されています。」「本製品は、富士重工業㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、マツダ㈱の承認を得ています。」「本製品は、三菱自動車工業株式会社からのライセンスにより製造されています。」

Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA

SD-TY15BS ¥4,800

GOOD YEAR Racing B324R

SD-B324BS ¥4,800

BLITZ DUNLOP ER34 SKYLINE

SD-BLDBS ¥4,800

DRIFT BODY1/10スケール ドリフト用 ボディ
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ボディセット／D1 バージョン

TOP SECRET S15 SILVIA

SD-TSBS ¥4,800

BLITZ ER34 D1 SPEC

SD-BLBS ¥4,800

A’PEX D1 PROJECT FD3S

SD-APBS ¥4,800

HKS HYPER SILVIA S15

SD-HKSBS ¥4,500

ボディセット／ストリート バージョン

NISSAN 180SX

SD-180BS ¥3,980

NISSAN S15 SILVIA

SD-S15BS ¥3,980

MAZDA FC3S RX-7

SD-FC3SBS ¥3,980

TOYOTA AE86 TRUENO

SD-AE86BS ¥3,980

TOYOTA JZX90 MkⅡ

SD-90BS ¥3,980

TOYOTA CHASER JZX

SD-JZXBS ¥3,980

TOYOTA SOARER JZZ30

SD-JZZBS ¥3,980

TOYOTA IS220 アルテッツァ

SD-IS220BS ¥3,980

クリアボディセット／D1 バージョン　※写真は完成見本です。

クリアボディセット／ストリート バージョン　※写真は完成見本です。

YOKOMO 2010 CATALOG

ドリフトラジコンの楽しさがさらに広がるイベントに参加してみませんか！ドリフトミーティングの参加
クラスは、ドリフトパッケージを購入したばかりの方でも参加できるエントリークラスから、ギャラリー
にも見ごたえたっぷりのエキスパートやD1クラスなど、幅広いレベルの方が楽しめるように設定されて
います。実車D1車両の展示やプロドリフトドライバーなどもゲストで訪れ、イベント満載で楽しい1日
をお過ごしいただけます。詳しくはヨコモホームページ（http://www.teamyokomo.com/）からイベ
ントページをご覧いただき、ぜひお気軽にご参加ください！

国内最大級 R/Cドリフト イベント

ヨコモ ドリフト ミーティングに参加しよう！！
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グレードアップ コンバージョン ステージ1
(ドリフトレーサー用 )

D-018 ¥4,500

ドリフトレーサー用に特化した、オイルダン
パーとボールベアリングのパッケージ。

グレードアップ コンバージョン ステージ 2

D-020 ¥4,980

走行特性に大きな影響を与えるフロントワン
ウェイと前後スタビライザーのセット。

アルミ製 サーボマウント

D-001 ¥980

ステアリングサーボの取り付け部をアルミ化す
ることで、剛性を上げてレスポンスを向上。

アルミ製 ウイングステー
(３Ｄ グラファイト ウイング専用 )

D-012 ¥860

3Dグラファイトウィング用のスペアウィング
ステー。軽量なアルミ製。

グレードアップ コンバージョン ステージ1
タイプ B

D-015 ¥4,800

ドリフトパッケージの基本性能を高めるオイル
ダンパーとジョイントスリーブのセット

３Ｄ グラファイト ウイング セット

D-011 ¥4,200

実車に使われているカーボン素材を使用、3D
形状に仕上げたリアルなドリフト用ウィング。

アルミ製 フロント シャーシブレース

D-017 ¥3,800

フロント部のアルミ化でハイスピードドリフト
に負けない剛性感を獲得。

アルミ製 リアシャーシブレース

D-002 ¥2,980

リアのジョイントをアルミ化することで、より
滑らかなテールスライドを引き出す。

アルミ製リアショックタワー

D-026 ¥2,850

ダンパーの細かな動きも確実にサポートする、
高剛性なアルミ製リアショックタワー。

ＬＥＤ ドアミラー

D-019 ¥1,800

内部にオレンジの LEDが組み込まれ、電飾の
アクセントとして最適な LEDドアミラー。

アルミ製フロントショックタワー

D-025 ¥2,480

スタイリッシュなアルミ製フロントダンパース
テー。ダンパー取り付け角も細かく設定。

スペシャル カーボン バッテリープレート

D-028 ¥1,780

YOKOMOロゴが目を引くカーボン製のバッテ
リープレート。

アルミ製 フロント ハブキャリア

D-003 ¥3,200

路面からの入力を確実に捉えるアルミ製のCハ
ブ。耐クラッシュ性も飛躍的に向上。

ステアリング ベルクランク ポスト
( 軽量アルミ製 )

D-029 ¥550

ブルーアルマイトがかけられた軽量ステアリン
グベルクランクポスト。

アルミ製サスマウントセット

D-027 ¥4,800

ドリフトパッケージ用の前後サスマウントセッ
ト。スペーサーも付属。

アルミ製 ベルクランクセット
（ベアリング4 個入）

D-004 ¥3,980

サーボの動きを確実に伝えるベルクランクセット。
ベアリングが入るので、レスポンスもより向上。

OPTION PARTS1/10スケール ドリフト用 オプションパーツ ピックアップ

アルミ製 スパーギヤ アダプター

D-024 ¥1,200

プレシジョンスパーギヤと組み合わせ、ギヤの
精度を高めるアダプター。

HPフロントワンウェイユニット

D-021 ¥3,600

コーナーの進入をスムーズにし、減速時のアン
ダーステアを解消する必須アイテム。

ドリフトオイル

D-013 ¥980

摩耗防止とフリクション低減に最適な、Liqui-
Moli 社との共同開発により誕生したオイル。

スペシャル モーターマウント セット（アルミ製）

D-030 ¥5,500

モーターの放熱効率に優れ、ブルーアルマイトが
ドレスアップに最適なアルミ削り出しマウント。
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アルミ バッテリーマウントセット

D-031 ¥2,850

樹脂シャーシにボルトオン装着可能な、アルミ
製クイックバッテリーマウント。

強化軽量 ソリッドアクスル セット

D-045 ¥3,500

アルミ製のソリッドアクスルにスチールドライ
ブカップを組み合わせた強化型。

ソリッドアクスル用 ドライブカップ
( スチール製２個入 )

D-046 ¥900

強化型軽量ソリッドアクスルセットの交換用ド
ライブカップです。メンテナンス用。

アルミ製 ワイド バンパー ブレース

D-047 ¥1,400

アルミ製のバンパーサポートで、ボディマウン
トを外側に設置した場合にも対応可能。

フルカウンターソリッドアクスルセット
( スタンダード リヤ 1.5 倍 )

D-048 ¥2,400

前後の駆動比を変え、カウンタードリフトの走
行を可能にするギヤセット。

フルカウンターソリッドアクスルセット
( ハイグリップ路面用 リヤ 2.0 倍 )

D-051 ¥2,400

リアが2倍の回転となるハイスピードギヤで、
ハイグリップ路面に対応。

ＦＣＤ スタンダード ソリッドアクスル
(スタンダード専用 )

D-050 ¥600

1.5 倍速の FCDギヤ専用、スペアソリッドア
クスルです。交換用としてお使いください。

アルミ製 バッテリーガイド

D-055 ¥1,280

カーボン製シャーシにお使いいただけるアルミ
製のバッテリーガイド。

アルミ製 ウイング ステイ
(シルバー )

D-056 ¥860

軽量なアルミ製で、ボディ付属のウィングをス
タイリッシュに取り付けることが可能。

アルミ製 ウイング ステイ
(ブラック )

D-057 ¥860

取り付け穴が長穴になっていて、様々なボディ
のウィングステーとしてお使い頂けます。

ＦＣＤ スタンダード ソリッド アクスル
( アルミ製 プロテクトタイプ )

D-058 ¥2,480

1.5 倍のスタンダード FCDギヤ専用、アルミ
製ソリッドアクスル。

ＦＣＤ ハイグリップ ソリッド アクスル
( アルミ製 プロテクトタイプ )

D-059 ¥2,480

ユニバーサルボーンに樹脂製プロテクターを取
り付けるタイプで摩耗に強い。

耐熱 / 耐圧 ハード グリス
(ギヤ/ユニバーサル用 )

D-060 ¥860

高い耐熱性と耐圧性に優れた特性で、ユニバー
サルジョイント部やギヤなどの摩耗を低減。

Ｌ .Ｆ.フロントユニバーサル (φ２ピン仕様 )

D-032 ¥2,100

直径2mmの強化型ジョイントピン仕様、組み
立て完成済みのユニバーサルシャフト。

Ｌ .Ｆ.フロントユニバーサル (φ２ピン仕様 )
ドリフト深リム用

D-035 ¥2,100

深リムサスペンション用のフロントユニバーサ
ルシャフト。2mmピン仕様。

Ｌ .Ｆ.リヤユニバーサル  (φ２ピン仕様 )
ドリフト深リム用

D-036 ¥2,100

深リム用ショートサスアーム専用のユニバーサ
ルシャフト。組み立て済み。

深リムホイル専用 フロントサスペンション セット
(φ２ピン仕様 ユニバーサル )

D-043 ¥3,500

ドリフトパッケージに深リムホイルを組み合わ
せる際に使用するサスアームセット。

深リムホイル専用 リヤサスペンション セット
(φ２ピン仕様 ユニバーサル )

D-044 ¥3,500

ユニバーサルシャフトがセットに含まれ、キッ
ト標準からそのままコンバート可能。

Ｌ .Ｆ.リヤユニバーサル  (φ２ピン仕様 )

D-033 ¥2,100

ジョイントピンをφ2mmに変更し、耐久性を
向上させた新型の完成済ユニバーサルシャフト。

Ｌ .Ｆ.リヤユニバーサル  (φ２ピン仕様 )
ドリフトマスター用

D-034 ¥2,100

ボーンが 1mm短いタイプの、ドリフトマス
ター用ユニバーサルシャフト。

YOKOMO 2010 CATALOG
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OPTION PARTS1/10スケール ドリフト用 オプションパーツ ピックアップ

バンパーウエイト セット
（10ｇ×3 個入）

089,1¥SW100-DS

フロントのグリップ感を微調整し、ドリフトの
飛距離を自在に操る人気アイテム。

モールデッド メインシャーシ
( 軽量グラファイト製・マシンカット済 )

SD-002MCL ¥7,200

軽量・高剛性なグラファイト混入樹脂を使用し、
さらにマシンカットで軽量化を施したシャーシ。

スペシャル バッテリー ポスト
（ブルーアルマイト 2 本入）

084¥M811-DS

ブルーアルマイトのバッテリープレート取り付
け用ポスト。

マルチ ボディ マウント (ブルー 2 本入り)

086¥BM610-DS

標準のボディマウントに装着し、様々な高さに
調整できる便利なアイテム。

チタン製ターンバックル セット
（I アーム、タイロッド用）

008,2¥PD700-DS

重量を軽減しながらも、耐クラッシュ性を大幅
に引き上げるチタン製のターンバックル。

リア スタビ セット（6 種類入）
（深リム仕様を除く）

083,1¥SR214-DS

ドリフト中のリアの引っ掛かりを防ぐスタビラ
イザーのセット。ワイヤー6種入り。

フロント スタビ セット (５種類入 )
（深リム仕様を除く）

082,1¥SF214-DS

前後方向 ( ピッチング ) の動きを抑制すること
なく、シャーシロールを規制するアイテム。

アルミ製 完成済ボールデフ

002,4¥AD105-DS

アルミ削り出しのデフハウジングを使用し、よ
りスムーズな作動のボールデフ。

ジョイントスリーブ(デフ＆Sアクスル用 )

086¥RAS105-DS

樹脂性ジョイントに装着することで、アクスル
部の割れを防止するアイテム。

センターワンウェイ

084,3¥ST446-DS

センターシャフトにワンウェイベアリングが装
着され、フロントへのブレーキをカットする。

アルミ製 ソリッドアクスル セット

SD-501SAA ¥2,800

耐クラッシュ性の高いソリッドアクスル。アル
ミ製とすることで高精度を実現。

ベンチレーテッド ディスク ホイルハブ
（アルミ製 4 枚入）

089,5¥DA110-DS

実車さながらのベンチレーテッド構造まで緻密
に再現した、アルミ削り出しのホイルハブ。

センタードライブ カップ（アルミ製）

008,1¥A446-DS

センターシャフトの回転精度を上げるアルミ削
り出しカップ。

メインドライブシャフト（中空グラファイト製）

002,3¥W446-DS

中空グラファイトシャフトとアルミのハイブ
リッド構造。軽量でレスポンスも向上。

Ｄ－ＭＡＸ用　スリッパークラッチ グリス
(ハード )

085¥H160-D

D-MAXのデュアルクラッチパッドに塗布する
グリス。滑りが鈍くなるハードタイプ。

Ｄ－ＭＡＸ ＳＰ用 ３mm チタン製 ビスセット
(タッピング入 )

009,3¥260-D

アルミサスマウントなどを装備した、D-MAX
スペシャル専用のチタンビスセット。

Ｄ－ＭＡＸ用　スリッパークラッチ グリス
(ソフト )

085¥S160-D

デュアルクラッチをより滑らせたいときに使
う、ソフトタイプのクラッチグリス。

フロント ステアリング ハブキャリア
(キャスター７度 )

085¥360-D

フルカウンター走行などに有効な、キャスター
7度のフロントCハブ。

アルミ製 スプリング カップ
(２mmロングタイプ )

085¥460-D

ブルーアルマイトがかけられたアルミ製で、ス
プリング位置が2mm下がるタイプ。

D-MAX 用 アルミ製 ステアリング ベルクランク
(ボールベアリング付 )

089,3¥070-D

ステアリングの応答性を高める、アルミ製のス
テアリング ベルクランクセット。



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。

YOKOMO 2010 CATALOG

ストロングステアリングブロック
（MR-4TC SD用 トレール 0.5mm）

005,3¥0012-ST

ドリフトパッケージにボルトオン装着できる、
チームスズキ製のアルミフロントナックル。

チームスズキ製
ハイクオリティ アルミシャーシ

008,41¥0112-ST

ドリパケ用のアルミ製メインシャーシ。アルミ
材から削り出した贅沢な仕様。

リアルキャリパー セット（フロント・リア )
（ブルー・ゴールド・レッド）

TS-2111B/G/R/2B/2G/2R 各 ¥4,180

キャリパーをナックルに固定、リアルな外観を
実現したチームスズキ製のダミーブレーキ。

軽量 リアハブキャリア（０度 /0.5 度 /1度）
（MR-4TC SD用）

TS-2101/6/7 各 ¥3,500

トーインの角度は0、0.5、1度の3種類があり、
セッティングによって使い分けが可能。

スペシャル ベルクランク
( アッカーマン変更可能 )

005,3¥9012-ST

ステアリングワイパーを延長し、アッカーマン比
と切れ角を変更。チームスズキ製。

YS-2D2S Swift 製スーパーソフトショックスプリング (ゴールド・2 本入り) ¥650

YS-2DS Swift 製 ソフト ショクスプリング ( ブルー 2 本入 ) ¥650

YS-2DMH Swift 製 ミディアムハード ショックスプリング ( カッパー 2 本入 ) ¥650

YS-2DH Swift 製 ハード ショックスプリング (グリーン 2 本入 ) ¥650

YS-2DS4 Swift 製 ショックスプリング セット (4 種類 8 本入 ) ¥2,350

実車のスプリングメーカーとしておなじみのSwift と共同開発したRCドリフト用のショックスプ
リング。焼き入れ、塗装もすべて実車と同じ技術で行い、雰囲気満点の仕上がりです。

アクティブ ＬＥＤ ライトユニット"２"
（フロント×4灯　リヤ×6 灯）

008,3¥560-D

スロットル操作に連動して点滅パターンを変化
させる、アクティブ LEDライトユニット。

アルミ フロント ハブキャリア
（7度）

002,3¥170-D

カウンタードリフト走行に適した7度ハブのア
ルミ製フロントCハブ。

フラッシュユニット
（ライト組込済プラパーツ専用）

089,1¥SLUF-DS

電源とライトユニットの間の配線に接続し、自
動点滅を行うフラッシュユニットです。

マルチカラーアンダーネオン

008,7¥NUM-DS

3原色 LEDで、マルチカラー16パターンの
発光が楽しめるアンダーネオン。

増灯用 ＬＥＤライトセット　※D-065 専用
( 赤 / 青 / オレンジ/ 白色 ２灯入 )

D-066/7/8/9 各 ¥480

アクティブ LEDライトユニット2に接続する
増灯ライト。赤、青、白、オレンジの4色。

フレキシブルアンダーネオンセット
（ブルー・レッド）

SD-FUNB/R 各 ¥3,200

前後左右に LEDが各４灯づつ配され、フレキ
シブル基盤でどんなボディにもフィット。

S15用
12 灯ライト組み込み済みプラパーツ

008,5¥SL51S-DS

ドリフトパッケージシリーズS15ボディに装
着する LED12灯組み込み済みのプラパーツ。

アルミ製 ショックキャップボール

084¥1-B8-SY

ダンパー取り付けナットを強く締め込んでも
ボールが潰れず、ショックの動きを妨げない。

ホイールライト
( 赤 / 青 / 緑色 ２灯入 )

SD-WLR/B/G 各 ¥5,800

ホイルハブに換えて取り付け、回転時にホイル
内側を照らすホイルライト。

ブラシレスモーター用 クーリングファン付
ヒートシンク(ラージ・スモール サイズ )

YM-HCFL / YM-HCFS ¥1,980 / ¥1,880

ヒートシンク上にファンが取り付けられ、効率
的にモーターを冷却するヒートシンク。

LED 内蔵 ステンレスマフラー

084,2¥LM-DS

赤とオレンジ2色の LEDがステンレスパイプ
内で交互に点滅するダミーマフラーです。

マイクロクーリングファンマウント

089,1¥MFC-DS

モーターの冷却などにマイクロクーリングファ
ンを使う場合のステーセット。

アジャスタブルボディマウント
(MR-4・5φポスト用 )

086¥5MBA-SZ

φ5mmのボディマウントにフィットし、アウ
ターを回転させることで無段階の調整が可能。

アルテッツァ用
10 灯ライト組み込み済みプラパーツ

004,5¥SL022-DS

IS220 アルテッツァ用ボディに装着可能な
LED10灯組み込み済みのプラパーツです。
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完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付） / ホイール（各2ヶ入）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

10本メッシュ
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ZR-DR13（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1313N（ホイールのみ）

¥1,600
¥560

10本メッシュ（ゴールド）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

TW-1313GL（ホイールのみ） ¥780

10本メッシュ（ブルー）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

TW-1313BL（ホイールのみ） ¥780

10本メッシュ（レッド）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

TW-1313R（ホイールのみ） ¥780

10本メッシュ（マットシルバー）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

TW-1313MS（ホイールのみ） ¥780

10本メッシュ（ガンメタ）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

TW-1313GM（ホイールのみ） ¥780

6本スポーク クロームメッキ
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ZR-DR14（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1413N（ホイールのみ）

¥1,600
¥560

ADVAN スーパーレーシング Ver.2( レッド）
■ HKS HYPER SILVIA S15（フロント）

ZR-DR15R（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1513R（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ADVAN スーパーレーシング Ver.2( イエロー）
■ HKS HYPER SILVIA S15（リア）

ZR-DR15Y（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1513Y（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

レイズ グラムライツ 57F-PRO
■ A'PEX D1 PROJECT FD3S

ZR-DR16CG（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1613CG（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

BLITZ TECHNO SPEED Z-2
■ BLITZ ER34 D1 SPEC

ZR-DR17（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1713（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-C
■ TOP SECRET S15 SILVIA

ZR-DR18（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1813（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-C ( ゴールド）
■ ORC Z33

ZR-DR18G（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1813G（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

DRIFT MASTER
■ KEI OFFICE S15 SILVIA

ZR-DR19（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1913（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ADVAN レーシング RS ( ゴールド）
■ HKS IS220-R ALTEZZA

ZR-DR20G（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2013G（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ADVAN レーシング RS ( クローム）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ZR-DR20（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2013N（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

WORK EMOTION CR-Kai
■ KUNNY'S JZX100 CHASER

ZR-DR21（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2113（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

YOKOHAMA AVS MODEL-T6
■ RS ☆ R JZA80 SUPRA

ZR-DR22（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2213（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ENKEI RP-F1
■ YUKE'S CUSCO IMPREZA

ZR-DR23（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2313（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ENKEI RP-03
■ RE 雨宮 FD3S RX-7

ZR-DR24（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2413（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING CE-28N
■ DRoo-P ESPELIR AE86 LEVIN

ZR-DR25（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2513（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-7
■ TRUST S15 SILVIA

ZR-DR26（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2613（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RS WATANABE 8-SPOKE
■ SunRISE/Marcury AE86 LEVIN

ZR-DR27（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2713（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RS WATANABE 8-SPOKE（黒）
■ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ZR-DR27B（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2713B（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

WHEEL & TIRE1/10スケール ホイール & タイヤ
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RAYS VOLK RACING TE-37
■ HAYASHI AE86 LEVIN

ZR-DR28（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2813（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-V
■ VERTEX RIDGE TE3006 SOARER

ZR-DR29（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2913（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ENKEI RACING NT03
■ DRIFT X TREME PS13 SILVIA

ZR-DR30（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3013（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

WedsSport SA-70TT
■ 460POWER S14 SILVIA

ZR-DR31（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3113（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

Work Emotion XC8
■ GOOD YEAR Racing B324R

ZR-DR32（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3213（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付） / ホイール（各2ヶ入）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホイール幅26ｍｍ　オフセット4ｍｍ

レイズ グラムライツ 57 アクセラレート
■ DUNLOP with KOGUCHI POWER 180SX

ZR-DR37（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3713（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GTF
■ VERTICE DESIGN D1 BMW TE382 Racing 
Perfomance（フロント）

ZR-DR41（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4113（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GTF オフセット8mm
■ VERTICE DESIGN D1 BMW TE382 Racing 
Perfomance（リア）

ZR-DR41R（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4113R（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

Work Emotion XD9
■ D-MAX Diversion ADVAN ONE-VIA

ZR-DR38（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3813（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ENKEI Racing GTC 01
■ M7 RE AMEMIYA with TOYO TIRES D1-7
■ YUKE'S CUSCO LANCER Evolution X

ZR-DR42（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4213（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

Weds Sports SA-67R
■ Team BANDOH with NATS アリスト

ZR-DR43（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4313（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

PRO_DRIVE_GC-05K3
■ Team BOSS with POTENZA S15

ZR-DR44（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4413（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

Work Emotion XD9 マットチタン
■ Team SAMURAI Project FC3S

ZR-DR38T（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3813T（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

レイズ グラムライツ57D
■ Droo-P YAMASA YOKOHAMA SC430

ZR-DR39（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3913（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

PRO DRIVE CG-014i
■ Team22 FNATZ JZX100 MarkⅡ

ZR-DR40（ゼロワンR タイヤ付）
TW-4013（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

BLITZ BRW PROFILE 08
■ BLITZ DUNLOP ER34 SKYLINE
■ YUKE'S SYMS GDB IMPREZA

ZR-DR33（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3313（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

GP SPORTS GULLFLAME
■ Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA

ZR-DR34（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3413（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

WORK EMOTION XT7
■ WONDER C35 LAUREL Club-S

ZR-DR35（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3513（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

PRO DRIVE GC-010G
■ 1093SPEED S14 SILVIA

ZR-DR36（ゼロワンR タイヤ付）
TW-3613（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

YOKOMO 2010 CATALOG
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WHEEL & TIRE1/10スケール ホイール & タイヤ

深リム 完成済タイヤ（ゼロワンR タイヤ付） / 深リム ホイール（各2ヶ入） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホイール幅26ｍｍ　オフセット12ｍｍ

※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（D-043）、リア（D-044）が必要です。

注　意

ドリフト タイヤ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅26ｍｍ

10本メッシュ

ZR-DS13（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1313S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

レイズ グラムライツ 57F-PRO

ZR-DS16CG（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1613S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

BLITZ TECHNO SPEED Z-2

ZR-DS17（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1713S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-C ( ゴールド）

ZR-DS18G（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1813GS（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RAYS VOLK RACING GT-C

ZR-DS18（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1813S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

6本スポーク クローム

ZR-DS14N（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1413NS（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

DRIFT MASTER

ZR-DS19（ゼロワンR タイヤ付）
TW-1913S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RS WATANABE 8-SPOKE

ZR-DS27（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2713S（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

RS WATANABE 8-SPOKE（黒）

ZR-DS27B（ゼロワンR タイヤ付）
TW-2713BS（ホイールのみ）

¥1,800
¥780

ゼロワンR用ドリフトリング ( ポリカーボネイト製 )
4ケ入り (1台分 )

083¥RRD-RZ

ゼロ2専用ドリフトリング ( ポリカーボネイト製 )
8ケ入り (1台分 )

083¥3RD-RZ

R03 HGラジアル タイプD
4ケ入り (1台分 )

089¥D30R-RZ

HGラジアル タイプD
4ケ入り (1台分 )

008¥80D0-RZ

スーパードリフトタイヤ ゼロワンＲR2
2ケ入り

008¥40RD-RZ

ソリッドリングを採用し、ラウンドショルダー
が安定感の高い滑らかなドリフトを引き出しま
す。カウンタードリフトにも最適な特性で、ロ
ングライフなのもうれしいところ。

スーパードリフトタイヤ ゼロワンＲ ( リング付）
2ケ入り

008¥20RD-RZ

ドリフトパッケージ純正品で、路面を選ぶこと
なくどこでも簡単にドリフトできます。ヨコモ
ドリフトミーティング認定タイヤ。

スーパードリフトタイヤ ゼロ2（リング付）
2ケ入り

008¥30RD-RZ

ゼロワン Rよりもグリップ力が強く、よりハ
イスピードなどリフトを楽しみたい方におすす
め。

ラバー タイヤ　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅26ｍｍ

HGラジアルタイヤ タイプT
4ケ入り (1台分 )

002,1¥T30R-RZ

ＨＧラジアルタイヤ タイプＴ ソフト
4ケ入り (1台分 )

002,1¥ST30R-RZ

ゼロワンR2 タイヤ構造
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①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

ラジドリカーとして
楽しむための

専用ランニングセット。

イチロクＭ 専用 ランニングセット

DPM-RS ¥14,000

※送信機用単3アルカリ乾電池8本は別途お買い求め下さい。

①送信機（AM2チャンネルタイプ）　②受信機　③S-001小型サーボ
④SCR-56 SSRスピードコントローラー
（スモールＲＣカー専用 ハイパワー75A バック付 タイプ）
⑤YB-M14P　マックスパワー1400
（スモールRCカー用 2/3Aサイズ 6セル 7.2V・1400mAhニッケル水素バッテリー)
⑥AC-12D オートカット 急速充電器
（AC100V～240V入力対応、ニッカド及びニッケル水素バッテリー専用タイプ）
⑦YZ-M2 バッテリー変換コネクター
（スモールRCカー用バッテリー充電時に使用）

主な仕様
■ 高効率、シャフトドライブ フルタイム４WD　■ ４輪ダブルウィッシュボーンサスペンション／フリクションダンパー　■ フロ
ント ３ピニオンデフギヤ／リヤ ソリッドアクスル　■ リアルホイール／ブレーキディスク／０１ＲＭタイヤ　■ フルボールベアリ
ング（１５ケ）　■ アルミ削り出しモーターマウント　■ スパーギヤ ３６Ｔ／ピニオンギヤ １５T　■ ステアリング保護用サーボ
セイバー　■ 樹脂製スケールボディ／ワンタッチ、ボディ脱着　■ 240サイズ モーター標準装備　■ ボックスレンチ、プラスド
ライバー付属

ランニングセット組込例

1/10 DRIFT PACKAGE &
1/16 ICHIROKU M

スーパースケール シリーズ・
イチロクMは飾って良し、

ドリフト走行良し、手軽さも魅力！！

YOKOMO 2010 CATALOG

ICHIROKU M1/16スケール ヨコモ ドリフトパッケージ イチロクM
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GOODYEAR Racing B324R

DPM-B324R ¥12,400

Team22 FNATZ JZX100 MARKⅡ

DPM-JZX100 ¥12,400

DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430

DPM-SC430 ¥12,400

GOODYEAR Racing ZERO CROWN

YUKE'S SYMS GDB IMPREZA

DPM-GDB ¥12,400

M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7

DPM-REA ¥12,400

UP GARAGE DUNLOP 86

Team TOYO with GP SPORTS 180SX

DPM-TY180 ¥12,400

Team SAMURAI PROJECT FC3S

DPM-FC3S ¥12,400

VERTICE DESIGN D1 BMW TE382 Racing Perfomance

Team TOYO with GP SPORTS S15

DPM-TYS15 ¥12,400

BLITZ DUNLOP ER34 2007

DPM-BLR34 ¥12,400

ORC with TOP SECRET Z33 2007

DPM-ORCZ33 ¥12,400

APEX D1 PROJECT FD3S RX-7

DPM-APEX ¥11,500

ICHIROKU M LINE UP

ICHIROKU M LINE UP 予定

ICHIROKU M1/16スケール ヨコモ ドリフトパッケージ イチロクM

「本製品は、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、日産自動車㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、トヨタ自動車㈱からのライセンスによ
り製造されています。」「本製品は、富士重工業㈱からのライセンスにより製造されています。」「本製品は、マツダ㈱の承認を得ています。」「本製品は、三菱自動車工業株式会社からのライセンスにより製造されています。」
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ユニバーサルドライブシャフト

DM-020 ¥1,900

アルミホイール ( ブラック シルバー )1台分

DM-021 ¥3,200

アルミ フロントロアサスマウント

DM-025 ¥1,400

アルミ ステアリングブロック

DM-029 ¥3,480

メタル デフギヤ セット

DM-003M ¥1,980

アルミ フロント ショックタワー

DM-022 ¥1,280

アルミ リアロアサスマウント

DM-026 ¥1,400

アルミ製 ショックセット (１台分 ４本入 )

DM-030 ¥3,800

メタル ソリッドアクスル

DM-003SA ¥1,980

アルミ リア ショックタワー

DM-023 ¥1,500

アルミ アッパーサスアームセット

DM-027 ¥1,680

アルミ アッパーサスマウント

DM-024 ¥2,180

アルミ ロアサスアームセット

DM-028 ¥1,800

ZERO 16 モーター（6Vバッテリー専用）

DM-Z16 ¥1,800

OPTION

15Ｔ アルミ ピニオンギヤ  (モジュール0.6 ハードコート)

DM-0615 ¥650

ブリッツ ER34 ライトセット  (LED8 灯 )

DM-ER34L ¥1,500

ORC Z33 ライトセット  (LED4 灯 )

DM-Z33L ¥1,400

Team TOYO with GP SPORTS S15 ライ
トセット (LED10 灯 )

DM-TYL ¥1,600

YUKE'S GDB インプレッサ ライトセット
(LED8 灯 )

DM-GDBL ¥1,500

組込例

組込例

YOKOMO 2010 CATALOG
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CL-C60 CL Challenger 1.9（レッド） ¥16,800

CL-C60Y CL Challenger 1.9（イエロー） ¥16,800

CL-C60SP CL Challenger 1.9（レッド） サーボ・スピードコントローラー付 ¥19,000

CL-C60YSP CL Challenger 1.9（イエロー） サーボ・スピードコントローラー付 ¥19,000

走行のために必要なもの：CL Challenger 1.9 専用ランニングセット (R/C装置 )、単3アルカリ乾電池 (8本 )　サー
ボ・スピードコントローラー付 は送信機・受信機、走行用ミニバッテリー

主な仕様
■ ツインモーター ギヤダウン式 フルタイム4WDシステム　■ トルクリング付 ツインモーター付属　■ 樹脂製 ロングストローク
ダンパー　■ ビードロック式 3ピースホイール　■ ソフトコンパウンド クローリングタイヤ　■ ベンデッド トレーリングアーム
■ 前後ソリッドアクスル　■ フルボールベアリング　■ 2サーボ式4WS対応　■ 塗装済 ポリカーボネイト製ボディ 

①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦
CL Challenger 1.9 専用ランニングセット

CL-RS ¥14,600

※送信機用単3アルカリ乾電池8本は別途お買い求め下さい。

①送信機（AM2チャンネルタイプ）　②受信機　③S-003 サーボ
④SCR-CL スピードコントローラー
（CL Challenger 1.9 専用 バック付 タイプ）
⑤YB-M14P マックスパワー1400
（スモールＲＣカー用 2/3Aサイズ 6セル 7.2V・1400mAhニッケル水素バッテリー）
⑥AC-12D オートカット 急速充電器
（AC100V～240V入力対応、ニッカド及びニッケル水素バッテリー専用タイプ）
⑦YZ-M2 バッテリー変換コネクター
（スモールRCカー用バッテリー充電時に使用）

CRAWLERヨコモ CL CHALLENGER 1.9

手軽に楽しむロッククローリング、
岩を掴む迫力の新感覚走行。
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OPTION PARTS

アルミ製 サイドプレート

C-002SA ¥5,200

アルミ製 アッパー／ロア サスリンク（1台分）

C-008A ¥4,200

ワイドホイールハブ・アクスル セット

C-001AW ¥4,200

アルミ製 サーボマウント（前後共通）

C-203A ¥1,800

アルミ製 ロアサスリンクマウント（前後共通）

C-300LA ¥3,200

アルミ製 アッパーサスリンクマウント（前後共通）

C-300UA ¥1,980

HD メタル ファイナルギヤ

C-303-FM ¥1,000

アルミ製 ステアリング ブロック（前後左右共通）

C-415C ¥3,200

アルミ製 ビードロック リング（ブルー・レッド・シルバー）

C-BLB/BLR/BLS 各 ¥1,380

ロックファイターⅢ タイヤ（インナースポンジ付）

C-CL03 ¥1,980

ロックファイターⅣ タイヤ（インナースポンジ付）

C-CL04 ¥2,100

アルミ製 ビードロック ホイール（アルミビードロックリング付）

C-CLW02 ¥5,200

'60トラック用ライト グリルセット（LED4 灯付）

C-60LS ¥2,000

ロングアッパー ロアサスリンク（1台分）

C-008AL ¥8,400

アルミ製サイドプレート（ロングサスリンク専用）

C-002SAL ¥6,000

ディグユニット（3チャンネル専用）

C-DU ¥3,200

アルミショックセット

C-SA ¥4,600

280TLモーター (ロングタイプ )

C-M02 ¥1,280

ストロング バンパーセット ( 前後共通 )

C-001S ¥1,980

アルミリアステアリングロック

C-415L ¥1,800

アルミ製 アッパープレート

C-002UA ¥1,980

オプション装着例
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CRAWLERヨコモ miniQLO

MQ-A01A miniQLO ESC/ サーボ付 組立済みシャーシ ¥15,200

MQ-A01 miniQLO ESC/ サーボ付 組み立てキット ¥15,000

走行のために必要なもの：送信機・受信機、走行用バッテリー

手のひらサイズの本格的クローラー
"miniQLO(ミニクロ)" 新登場！

主な仕様
■シャフトドライブ フルタイム4WD　■メタル ウォームギヤ標準装備　■マイクロサーボ付属　■超軽量薄型スピードコントロー
ラー付属　■クローラータイヤ（マイクロ―）付属　■180サイズ ハイトルクモーター　■1インチサイズホイル　■塗装済みボ
ディ付属　■樹脂製サイドプレート、トッププレート、ボトムプレート

　大きなサイズのコンペティション クローラーと同
じ構造のシャーシを持ちながら、ご家庭のテーブルの
上でも遊べる手軽さが魅力的。前後にウォームギアを
装備してスロットルオフでタイヤがロック、コンパク
トなホーシングがロードクリアランスを広げ、驚異の
アクティブ走行を可能にしました。マイクロサーボや
モーター、マイクロスピードコントローラーも付属、
あとは送受信機と走行用バッテリーだけご用意いただ
ければ、インドア・アウトドアにかかわらず、手軽に
クローリング走行が楽しめます

チューバータイプ

近日登場！！
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OPTION PARTS

ブラシレスモーター

MQ-BL25 ¥4,500

スピード コントローラー  ( ブラシレスモーター用 )

MQ-BLESC ¥4,500

アルミ製 ロッドエンドボール

MQ-206S/G/O/R 各 ¥530

MQクリアボディ(デカール付き )

MQ-101 ¥740

アルミ製 ホーシング

MQ-302A ¥3,980

アルミ製 R ハブキャリア

MQ-415R ¥1,800

アルミ製 F ステアリングブロック

MQ-415F ¥2,580

ホイールセット (クローム )

MQ-W1C ¥530

アルミ製 サーボマウントプレート

MQ-203A ¥1,760

7.4V 400mAhリポバッテリー

MQ-L40 ¥1,700

ショックスプリングセット (ソフト／ハード )

MQ-S2SH ¥480

アルミ製1.0mm／2.0mmワッシャーセット

MQ-S12S/G/O/R 各 ¥320

7.4V 600mAhリポバッテリー

MQ-L60 ¥1,900

バランスウェイト (5g×4 個 10g×4 個入 )

MQ-RW5 ¥360

低反発インナースポンジ

MQ-ML01 ¥240

ボールベアリングセット

MQ-BBS ¥3,800

アルミ製 タイプ“A”ホイール

MQ-WA ¥3,500

塗装済ボディ（グリーン・オレンジ・レッド・イエロー）

MQ-101G/O/R/Y 各 ¥980

アルミ製 ステアリングロッドセット

MQ-207TS/G/O/R 各 ¥720

アルミ製 サイドプレート

MQ-002A ¥2,380

アルミ製 ロアサスリンクマウント

MQ-300LA ¥1,800

アルミ製 ロアサスリンク

MQ-008S/G/O/R 各 ¥1,600

シルバー・グリーン・オレンジ・レッド

シルバー・グリーン・オレンジ・レッド

シルバー・グリーン・オレンジ・レッド

シルバー・グリーン・オレンジ・レッド

オプション装着例
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SD12 SERIESヨコモ SD12 TR／ TV

SD-12TR1 1/12スケール 電動 2WDレーシングトラック（組立キット） ¥15,800

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
（2/3A 6 セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。

SD-12TV1 1/12スケール 電動 4WDトライアル ビークル（組立キット） ¥19,800

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
（2/3A 6 セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料。

主な仕様
■ リア駆動方式の2WD　■ フルアジャスタブル タイプ・ダブルウィッシュボーンサスペンション　■ 樹脂製 モールドシャーシ、アッ
パーデッキ、ショックタワー 他　■ 高効率なギア駆動　■ リア ボールデファレンシャルギヤ　■ 大容量 樹脂性オイルダンパー　■ 
ハイトアジャスト ステアリングブロック　■ 樹脂製 2ピースギアボックス　■ ダイキャスト製 クランプ式モーターマウント　■ アル
ミ削りだしモーターカム　■ 樹脂製 バッテリートレイ（各社2/3Aバッテリー対応）　■ 新設計 ワイドホイール　■ 新設計 ハイグリッ
プ ワイドタイヤ　■ フルボールベアリング　■ ユニバーサル ドライブシャフト（リア）　■ レーシングタイプ・トラックボディー (ウ
イング付 )　■ 新設計 ハイパワー mini ZERO 290（27T） モーター付　■ ミニバッテリー用 7.2V変換コネクター付

主な仕様
■ 駆動方式 4WD　■ フルアジャスタブル タイプ・ダブルウィッシュボーン サスペンション　■ 樹脂製 モールドシャーシ、アッパー
デッキ、ショックタワー 他　■ 高効率なギア駆動　■ フロント ボールデファレンシャルギヤ　■ リア ソリッドアクスル　■ 大容
量 樹脂性オイルダンパー　■ ハイトアジャスト ステアリングブロック　■ 樹脂製 2ピースギアボックス　■ ダイキャスト製 クラン
プ式モーターマウント　■ アルミ削りだしモーターカム　■ 樹脂製 バッテリートレイ（各社2/3Aバッテリー対応）　■ 新設計 トラ
イアル ビークル 専用タイヤ　■ F.R ユニバーサル ドライブシャフト　■ トライアル ビークル ボディー　■ 新設計 ハイパワー mini 
ZERO 290T TV専用モーター付　■ ミニバッテリー用 7.2V変換コネクター付

12分の1サイズのリア駆動ミニトラック、
手頃なサイズでドライブする楽しさを再発見。

ハイトルクモーターで楽しむトライアル走行、
防塵性の高い4WDシステムで急坂や悪路走破も思いのまま。

SD12-TR

SD12-TV
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YOKOMO 2010 CATALOG

RADIO SYSTEMヨコモ 2.4GⅢ

　2.4 ギガヘルツ帯を使用した新世代の3チャンネル送受信システムが、ヨコモより
新登場となります。このシステムの大きな特徴は、送信機と受信機を初期状態でペアリ
ングしておけば、混雑するサーキットでも空いている周波数帯を自動で検知、周波数を
気にすることなく、大勢の人たちと楽しめます。視界を妨げないアンテナや軽量化され
た送信機も、RCカーのドライビングをより楽しくすること間違いナシ！受信機アンテ
ナも短く、RCカーをよりスタイリッシュに仕上げられます。
　ステアリングとスロットルのトリム、リバース、更にデュアルレートやエンドポイン
トアジャストも装備する高機能ながら、リーズナブルに設定された価格も大きな魅力。
送信機と受信機のみのPCセットに加え、12ターンモーター対応のハイパワー スピー
ドコントローラーとステアリングサーボを組み合わせたフルセット、さらに走行用バッ
テリーと充電器、モーターを加えたドリフトパッケージ用のランニングセットもご用意
しています。

主な仕様
■ 信頼性の高い FHSS・2.4Ghz 送受信システムを採用
■ 超小型受信機（サイズ：35mm×23mm×11mm）
■ ST/THトリム
■ ST/TH エンドポイントアジャスト
■ ST/TH リバース機能
■ ST デュアルレート
■ 3チャンネル送受信機
※ご使用いただくには、送信機用アルカリ電池 ( 単 3サイズ×4本 ) が
別途必要となります。

YZ-TR24 YOKOMO 2.4GⅢ送受信機セット ¥10,800

YZ-TR24S YOKOMO 2.4GⅢフルセット ¥16,800

DP-RS243 YOKOMO 2.4GⅢランニングセット ¥18,500

フルセット ランニングセット

気軽に気楽に高機能
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008,66¥トッキシーャシ ムーチーリトクァフR5CTR5CT01-CR

走行のために必要なもの：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
(SUB-C 6 セル )、充電器、モーター、ピニオンギヤ (48ピッチ )、ボディ、ポリカーボネイト用塗料

主な仕様
■2ベルトドライブ式 4WDシステム　■カーボングラファイト製 2.0mm厚メインシャーシ＆アッパーデッキ　■カーボングラファ
イト製 3mm厚ショックタワー (F&R)　■アルミ削り出しモーターマウント　■フルボールベアリング　■VCS2ハードアナダイズ
ド スレイデッドショックアブソーバー　■チタンターンバックルアッパーアーム　■前後ユニバーサルシャフト　■前後アンチロール
バー　■アルミ製 クランプ式ホイールハブ　■カーボングラファイト製 バッテリーストラップ　■スプールジョイント付属

ラバータイヤに合わせてモデファイされたスペシャルマシン。
しなやかなシャーシで旋回性を確保。

TC5R

ASSOCIATEDアメリカ／アソシエイテッド社製キット（日本総代理店）

主な仕様
■ リア2輪駆動 ダイレクトドライブシャーシ　■ 新設計 フロントストラットサスペンション　■ 2.5mm ピュアカーボングラファイ
トシャーシ　■ 大径ボールデファレンシャル　■ スルーアウト方式 新設計ダンパー　■ スプリングレート可変　ピッチングダンパー
■ ピボットボールリンク式 リアサスペンション　■ ワイドリアポッド ( ブラシレスモーター対応 )　■ アルミ製 フラット サーボマウ
ント　■ Tバー式 リアサスペンションシステム ( オプション )

ブラシレス&Li-POに完全対応
頂点に君臨する現代の1/12レーサー

RC12R5.1

RC-12R51 アソシエイテッド RC-12R5.1 ファクトリーキット ¥42,000

走行のために必要なもの：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
(SUB-C4セル )、充電器、モーター、タイヤ、ピニオンギヤ (64ピッチ )、ボディ、ポリカーボネイト塗料

アソシエイテッド社製キットは、表示価格の25%オフの75%にて販売されております。
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RC10B44

2007年
IFMAR 世界選手権
チャンピオンマシン

RC10T4

主な仕様（チームキット）
■ ギヤダウン式 2WDシステム　■ 高剛性モールデッドシャーシ　■ ステルストランスミッショ
ン　■ アルミモータープレート　■ フルボールベアリング　■ アジャスタブル デュアルパッド 
スリッパークラッチ　■ ハードアナダイズド ショックアブソーバー　■ ターンバックル アッパー
アーム&タイロッド　■ MIP CVDリアユニバーサルシャフト　■ インターセプターボディ　■ 
プロライン製 エッジリブ M3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

000,94¥トッキ ムーチーリトクァフ 4T01CRF4T01-CR

008,93¥トッキ ムーチ 4T01CR4T01-CR

走行のために必要なもの：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
（SUB-C　6セル）、充電器、モーター、ピニオンギヤ (48ピッチ )、ポリカーボネイト用塗料

RC10B4F

2007年
IFMAR 世界選手権
チャンピオンマシン

008,93¥トッキ ムーチーリトクァフ 4B01CRF4B01-CR

走行のために必要なもの：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
（SUB-C　6セル）、充電器、モーター、ピニオンギヤ (48ピッチ )、ポリカーボネイト用塗料

主な仕様
■ ギヤダウン式 2WDシステム　■ 軽量&高剛性グラファイト モールデッドシャーシ　■ 軽量&高剛性グラファイトパーツ (ショックタワー、サスアーム他 )　■ ステルストランスミッション　■ 
アルミ ミーリング加工モータープレート　■ アルミフロントヒンジピンブレース　■ フルボールベアリング　■ アジャスタブル デュアルパッド スリッパークラッチ　■ ハードアナダイズド スレイ
デッドショックアブソーバー　■ チタンターンバックル アッパーアーム&タイロッド　■ MIP 
CVD リアユニバーサルシャフト　■ アルミサーボマウント　■ アルミ製 ショックピボットボー
ル　■ カーボングラファイト製 バッテリーストラップ　■ インターセプターボディ　■ プロラ
イン製 前後タイヤ付属

主な仕様
■ シャフトドライブ フルタイム4WDシステム　■ カーボングラファイト製 2.5mm厚メイン
シャーシ&アッパーデッキ　■ カーボングラファイト製 3mm厚 ショックタワー (F&R)　■ 前
後ボールデフ ( 軽量タイプ )　■ アルミ削り出しモーターマウント　■ アジャスタブル デュアル
パッド スリッパークラッチ　■ チタンターンバックル　■ 前後ユニバーサルシャフト　■ アルミ
サーボマウント

000,85¥トッキ 44B01CR44B01-CR

走行のために必要なもの：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
（SUB-C　6セル）、充電器、モーター、ピニオンギヤ (48ピッチ )、ポリカーボネイト用塗料

YOKOMO 2010 CATALOG

アソシエイテッド社製キットは、表示価格の25%オフの75%にて販売されております。
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RC-8T RC8Tファクトリーチームキット (組み立て完成済 ) ¥108,000

走行のために必要なもの：2チャンネルプロポセット (送信機、受信機、サーボ×2)、1/8トラギー用エンジン＆マフラー・
マニホールド、受信機バッテリー、エンジンスターター、グロープラグブースター、エアフィルター用オイル、燃料、タイヤ、
ポリカーボネイト塗料

主な仕様
■ハードアナダイズド 7075アルミ製 3mm厚メインシャーシ　■ロープロファイル 4mm厚カーボングラファイト製ショックタワー　
■ハードコート エクストララージスレイデッドショック　■高耐久4mmゴールドコートショックシャフト　■アジャスタブル ウィングマ
ウント　■ロープロファイル 2ステージエアフィルター　■3アルミシュー式 大容量クラッチ　■ブルーチタニウムターンバックル アッ
パーアーム＆タイロッド　■ FFC: フリーフロートキャリパーブレーキシステム

主な仕様
■ハードアナダイズド 7075アルミ製 3mm厚 ロングホイールベースメインシャーシ　■ワイドトレッドサスアーム＆アッパー I アー
ム　■ロープロファイル 4mm厚カーボングラファイト製ショックタワー　■ハードコート エクストララージスレイデッドショック　
■高耐久4mmゴールドコートショックシャフト　■アジャスタブル ウィングマウント　■ロープロファイル 2ステージエアフィル
ター　■3アルミシュー式 大容量クラッチ　■ブルーチタニウムターンバックル アッパーアーム＆タイロッド　■ FFC: フリーフロー
トキャリパーブレーキシステム

オフロードサーフェイスを蹴る洗練された足回りに、
スパルタンな駆動系が魅力のレーシングGPバギー。

ワイド＆ロングシャーシのダイナミズム、
大迫力走行が魅力のトラギーモデル。

RC8T

RC8

RC-8 RC8ファクトリーチームキット (組み立て完成済 ) ¥98,000

走行のために必要なもの：2チャンネルプロポセット (送信機、受信機、サーボ×2)、1/8バギー用エンジン＆マフラー・
マニホールド、受信機バッテリー、エンジンスターター、グロープラグブースター、エアフィルター用オイル、燃料、タイヤ、
ポリカーボネイト塗料

ASSOCIATEDアメリカ／アソシエイテッド社製キット（日本総代理店）
アソシエイテッド社製キットは、表示価格の25%オフの75%にて販売されております。
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主な仕様
■ギヤダウン式2WDシステム　■高性能モールデッドシャーシ　■ステルス トランスミッション　■アルミ モータープレート　■フル
ボールベアリング　■アジャスタブル デュアルパッド スリッパークラッチ　■ハードアナダイズド ショックアブソーバー　■ターンバッ
クル アッパーアーム＆タイロッド　■MIP CVD リアユニバーサルシャフト　■ショートコース トラックボディ　■前後樹脂バンパー

大地を蹴散らす大迫力のラフロード走行
RCの楽しさを再認識するショートコーストラック

SC10

008,13¥トッキ 01-CS01-CS

走行のために必要なもの：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
（SUB-C　6セル）、充電器、モーター、ピニオンギヤ (48ピッチ )、ポリカーボネイト用塗料

YOKOMO 2010 CATALOG

アソシエイテッド社製キットは、表示価格の25%オフの75%にて販売されております。
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ピークマッチドYOKOMO LiPo 5000mAh/40C
YB-L504 ¥7,200

ピークマッチドYOKOMO LiPo 3000mAh/25C
YB-L300BM ¥5,700

ピークマッチドYOKOMO LiPo 5000mAh/50C 
YB-L505 ¥11,800

YOKOMO LiPo 4000mAh バッテリー 
YB-L400 ¥7,600

ピークマッチドYOKOMO LiPo 4500mAh/50C 
YB-L450BM ¥9,800

YOKOMO LiPo 3000mAh バッテリー 
YB-L300 ¥5,400

ヨコモ ハイパー2000R
パックバッテリー
YB-200R ¥2,000

ヨコモ ドリフト3900
ストレートパック バッテリー
YB-D391 ¥3,800

ヨコモ スポーツ1400S
パックバッテリー
YB-14SP ¥1,500

ヨコモ ハイパー3900
セパレートパック バッテリー
YB-S390 ¥3,800

ヨコモ マックスパワー
1400ＨＶ Mini 7.2V
YB-M14P ¥2,400

マルチバッテリーチェッカー
YZ-MBC ¥1,480

リチウムポリマーバッテリー過放電管理に最
適！リチウムポリマーバッテリーでは、各セル
の電圧でき、バッテリー管理に有効。リチウム
ポリマーの他、ニッケル水素、ニッカドバッテ
リーの電圧もチェックできます。

ヨコモ マックスパワー
1400HV Mini  6 Ｖ
YB-145 ¥2,000

ニッカド バッテリー

ニッケル水素 バッテリー

ミニサイズ用 バッテリー

LiPo バッテリー

品　番 品　　名 入数 価　格

YB-BG ゴールドプレーテッドバー 10 ¥920

YB-BG25 ゴールドプレーテッドバー　お徳用25本入 25 ¥2,100

YB-BGL ゴールドプレーテッド Ｌ型バッテリーターミナル 6 ¥550

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

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

YT-BJ ヨコモ バッテリー組立ジグ ¥1,980

YB-BCM バナナ コネクター (オス側 ４個入 ) ¥480

YZ-BCC YZ-111用バナナコネクター付充電コード ¥800

YZ-MBCW YZ-MBC用変換コネクターコード ¥550

バッテリーアクセサリー

BATTERYバッテリー

1/12用写真はプロトタイプです

パワーパック グレード１
DP-PG1 ¥8,900

スピードコントローラー：SCR-DS、モーター：
D1R 27T、バッテリー：ヨコモ スポーツ
1400Sのお買い得セットです。
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急速充電器 アクセサリー

品　番 品　　名 価　格

YZ-F1 10Aヒューズ（YZ-114A/D・YZ-48D用） ¥150
YZ-M2 ミニバッテリー用変換コネクター（日圧♀コネクター付） ¥300
YZ-114-1 ＡＣ１００Ｖ　入力コード（114SP用） ¥730
YZ-114-2 ＤＣ１２Ｖ　入力コード（114SP用） ¥920
YZ-114-3 温度センサー（114SP用） ¥900

品　番 品　　名 価　格

YZ-64175 ワニ口付 出力側コード（YZ-110PRO、114SP用） ¥750
YZ-64176 コネクター付 出力側コード（YZ-110PRO、114SP用） ¥400
YZ-M5L ミノムシクリップ付 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
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

LiPo・LiFe・ニッカド・ニッケル水素 バッテリー対応

■スタイリッシュなエクステリアに操作し易いタッチパネルを採用。 ■ブルー
バックライト付 液晶ディスプレイは、充放電時の重要な5情報を安心の一画面
同時表示　■持ち運び容易：小型／軽量　■便利機能：世界中どこでも使用可（入
力電源2系統 DC12V、AC100V～ 240V対応）　■高機能：4種類のバッテ
リーを安全に満充電可能。また2種類のサイクルモード充放電も選択可能　■充
電電流：ニッカド /ニッケル水素　0.1 ～ 5.0A　リチウムイオン /リチウムポ
リマ　100～ 5000ｍ Ah　1C　■放電：バッテリーのコンディションを整え
る為、目的に適したバッテリーにやさしい可変電流（0.1A ～ 2.0A）を設定　
■安全性能：新開発インテリジェント デルタピーク カットシステムに加えバッ
テリー温度カット機構も採用し、二重の安全を確保
[ 付属品 ]
● AC入力用 電源コード　● DC入力用 電源コード　●バッテリー安全チェッ
ク用 温度センサー　●7.2Vパックバッテリー充電用 コネクター コード　●
マッチドバッテリー他充電用 ミノムシ クリップ コード

YZ-114SP4
急速充・放電器　YZ-114SP
（AC100 / DC12V 用）

¥11,800

温度センサー付

ヨコモ セルマネージメントシステム（放電器）
YZ-CMS ¥39,800

■ ケースサイズ：196× 104× 62mm
■ ウエイト：665g
■ 放電レート：リニア5A／パルス30A
■ カットオフ電圧：0.00～ 1.20V
■ 入力電圧：10.0 ～ 16.0V　■ 対応セル数：1～6セル

リチウムバランサー YZ-114B2（YZ-114SP用）
YZ-114B2 ¥2,800

■出力電圧：DC5.0 ～ 8.4V
■バッテリータイプ Li-po/Li-fe　2セル
■対応充電電流：最大 6A
■ YZ-114急速充電器専用

ヨコモ PRO タイヤウォーマー2
YT-PTW2 ¥29,800

■ ケースサイズ：170× 150× 60mm
■ ウエイト：1260g
■ 電源：7.2V～ 12.0V対応
■ 設定温度：20度～80度
■ 88分タイマー付き

リチウムバッテリーチャージャー YZ-111
YZ-111 充電器 ¥3,980

YZ-111C コンボセット（YZ-111＋安定化電源） ¥6,000

■入力電圧：DC11～ 15V
■バッテリータイプ Li-po/Li-fe 2 セル
■充電電流：5A固定
■ACアダプター入力電圧：100～ 240V

ヨコモ パワーステーション（ブラシモーター慣らし機）
YZ-PS1 ¥4,600

■対応モーター：11T以上 ( モーターの仕様による )
■入力電源：AC100V～ 240V
■出力電圧：2.0V/3.0V/4.0V
■最大出力電流：4A
■自動リカバリー機能内蔵
■入力過電流保護ヒューズ (2A) 内蔵

家庭用急速充電器（AC100V用）AC-12D
AC-12D ¥2,900

■入力電圧：AC100V
■バッテリータイプ：Ni-cd/Ni-MH　5～ 6セル
■充電電流：1.2A固定
■対応充電容量：1400mAh～ 2500mAh

充電 0.1A～5.0A
放電 0.1A～2.0A
可変機能付

放電器／タイヤウォーマー／パワーステーション

CHARGER急速充電器

YOKOMO 2010 CATALOG

写真はコンボセット
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プロストック２　モーター　　　　　　     各￥1,500

幅広いラインナップにより、あらゆるカテゴリーに対応する
定番モーター。リーズナブルな価格ながら信頼性が高く、入
門用としても最適。

YM-PS211 11T ダブル
YM-PS213 13T ダブル
YM-PS215 15T ダブル
YM-PS217 17T ダブル
YM-PS219 19T ダブル
YM-PS221 21T ダブル
YM-PS123 23T シングル
YM-PS127 27T シングル
YM-PS130 30T シングル
YM-PS135 35T シングル

DRIFTモーター

ドリフトミーティング認定の19ターンに加え、高回転の15
ターン、扱いやすい27ターンと35ターンをラインナップ。レ
ベルに応じてお選びいただけます。

YM-D1SP D1SP（19T）モーター ￥3,200
YM-D1M D1M（15T）モーター ￥3,200
YM-D1R D1R（27T）モーター ¥1,500
YM-D1S D1S（35T）モーター ¥1,500

DRIFTモーター（ＭＡＸエンドベル採用）　   各￥3,700

MAXエンドベルを採用し、ハイスピードドリフトにも対応す
るパワフルな特性。ドリフトミーティング公認の19ターンと、
さらに高速域に対応する15ターン。

YM-D1SPN D1SPN（19T）モーター
YM-D1MN D1MN（15T）モーター

スパースケール用 モーター　　　　 　　   各￥1,500

グリップ走行で扱いやすい速度域を実現する、ヨコモグラン
プリ公認モーター。48ターンと58ターンをラインナップ。

YM-SS48 48T
YM-SS58 58T

MAXストックモーター　　　　　　  　　各￥3,200

ツーリングカー用に開発した、MAXエンドベル搭載の進角
調整が可能な23ターン高性能ストックモーター。高トルク
型のSTと高回転型のSRをラインナップ。

YM-ZTSTM MAXストック 23T ST モーター
YM-ZTSRM MAXストック 23T SRモーター

T-MAX バリアブル ストックモーター　   各￥2,700

扱いやすいスタンドアップブラシの進角調整式23ターンス
トックモーター。リーズナブルな価格でレース入門用として
も最適です。

YM-ZTSTV T-MAX バリアブルストック 23T STモーター
YM-ZTSRV T-MAX バリアブルストック 23T SRモーター

CLUB SPORTSモーター　　　　　　　   ￥1,100

ランニングセット標準のクローズドエンドベル5極モー
ター。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です。

YM-CS 27T

ESC/MOTORスピードコントローラー／モーター

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-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
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

YT-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

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

品　番 品　　名 入り数 価　格

YM-BCL ブラシキャップ専用レンチ　MAXシリーズ用 ¥100
YM-BHS M２×３セットスクリュー＆レンチ MAXシリーズ用 ¥230
YM-MB カーボンブラシ /端子　MAXシリーズ用 ¥390
YM-MB5 カーボンブラシ5セット入　MAXシリーズ用 5 ¥1,600
YM-MBA カーボンブラシAssy  MAXシリーズ用 ¥780
YM-MBC ブラシキャップ (赤黒 )　MAXシリーズ用 ¥350
YM-MBS ブラシスプリング (ソフト )　MAXシリーズ用 ¥100
YM-MBSH ブラシスプリング (ハード ) 金　MAXシリーズ用 ¥180
YM-MBSMH ブラシスプリング (Mハード )銅　MAXシリーズ用 ¥180
YM-MBT ブラシ用ラグ端子　10個入　MAXシリーズ用 ¥100
YM-MBTS 端子取付スクリュー　MAXシリーズ用 ¥100
YM-MPT モーターPROツール　MAXシリーズ用 ¥1,980
YM-MSB ヨコモシルバーブラシ　MAXシリーズ用 ¥1,180
YM-DS モーター用ダストシールドシール ¥150
YM-RSD レーシング ショットキーダイオード ¥1,750

ブラシモーター用アイテム

ドリフトスポーツ（バック付）
■対応モーター：12ターン以上
■バッテリー：6～7セル
■サイズ（ケース突起部は除く）
　35×27× 17 mm
■重量（配線含む）：49g

SCR-CL ¥8,000SCR-DS ¥8,900

SCR-CL
（バック付・CL CHALLENGER 1.9 用）
■対応モーター：30T× 2個 (280～ 360
サイズ )2 個のモーターは同仕様のものを使
用してください。
■バッテリー：5～10セル
■サイズ (ヒートシンク含む )
　34.8mm×35mm×30mm
■重量（配線含む）：53g

ミニゼロ モーター　　　　　　　　　 　   各￥1,980

ヨコモSD12シリーズに標準装備される、290サイズのモー
ター。SD12-TR用の27ターンと、SD12-TV用の超ハイト
ルクタイプをラインナップ。

YM-2927 290モーター（27T）
YM-290T SD12-TV用 290モーター
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ZERO ブラシレスモーター　　　　　      各￥6,660

高性能ながらリーズナブルな価格を実現したZEROブラシレ
スモーター。6.5Tから21.5Tまでの12種類をラインナップ
し、オンロードやオフロード、そしてドリフト走行までのあら
ゆるカテゴリーにご使用いただけます。センサータイプでス
ロットルレスポンスも良好な、スーパースタンダードモーター
です。JMRCA公認モーター。

YM-BL65 6.5T( センサータイプ )
YM-BL75 7.5T( センサータイプ )
YM-BL85 8.5T( センサータイプ )
YM-BL95 9.5T( センサータイプ )
YM-BL105 10.5T( センサータイプ )
YM-BL115 11.5T( センサータイプ )
YM-BL125 12.5T( センサータイプ )
YM-BL135 13.5T( センサータイプ )
YM-BL145 14.5T( センサータイプ )
YM-BL155 15.5T( センサータイプ )
YM-BL175 17.5T( センサータイプ )
YM-BL215 21.5T( センサータイプ )

ブラシレスモーター用アイテム
YM-BL7S

ブラシレスモーター用
７０ｍｍ センサー コード

¥380

YM-BL10S
ブラシレスモーター用
１００ｍｍ センサー コード

¥380

YM-BL15S
ブラシレスモーター用
１５０ｍｍ センサー コード

¥380

YM-BL20S
ブラシレスモーター用
２００ｍｍ センサー コード

¥380

YM-BLMS
ZEROブラシレスモーター用
スクリューセット

¥350

YM-BLRS
ZEROブラシレスモーター用
φ１２. ３ 標準ローター

¥2,480

Rシリーズ ZERO ブラシレスモーター     各￥9,500

現代のノウハウを集約したレース用ブラシレスモーターが新
登場！”R”の名を冠した理由は、スロットルトリガーを握っ
た瞬間に指先から伝わるはずです。アルミ削り出しの高精
度ボディや可変進角など、隙の無い完全新設計。4.5Tから
17.5Tの6種類を取り揃え、オンロードからオフロードまで、
すべてのレースカテゴリーに対応した充実のラインナップ。
JMRCA及びIFMAR公認モーター。

YM-ZBR45 4.5T( センサータイプ )
YM-ZBR65 6.5T( センサータイプ )
YM-ZBR75 7.5T( センサータイプ )
YM-ZBR85 8.5T( センサータイプ )
YM-ZBR135 13.5T( センサータイプ )
YM-ZBR175 17.5T( センサータイプ )

BL-SP ブラシレス コンボ セット          各￥15,000
BL-SP105 ZERO ブラシレス モーター 10.5T
BL-SP135 ZERO ブラシレス モーター 13.5T
BL-SP155 ZERO ブラシレス モーター 15.5T
BL-SP175 ZERO ブラシレス モーター 17.5T
BL-SP215 ZERO ブラシレス モーター 21.5T

BL-RS ブラシレス コンボ セット          各￥19,000
BL-RS105 ZERO ブラシレス モーター 10.5T
BL-RS135 ZERO ブラシレス モーター 13.5T
BL-RS155 ZERO ブラシレス モーター 15.5T
BL-RS175 ZERO ブラシレス モーター 17.5T
BL-RS215 ZERO ブラシレス モーター 21.5T

BL-PRO ブラシレス コンボ セット       各￥23,000
BL-PRO105 ZERO ブラシレス モーター 10.5T
BL-PRO135 ZERO ブラシレス モーター 13.5T
BL-PRO155 ZERO ブラシレス モーター 15.5T
BL-PRO175 ZERO ブラシレス モーター 17.5T
BL-PRO215 ZERO ブラシレス モーター 21.5T

BL-PRO（センサー付 ブラシレスESC）
BL-PRO ¥18,000

■対応モーター
　ブラシレス3.5 ターン・ブラシモーター5ターン以上
■バッテリー
　Ni-cd&Ni-MH/4～ 6セル、Li-po&Li-fe/2 セル
■サイズ
　34.0mm×38.0mm×30.5mm
■重量 (配線含まず )
　61g

ブラシレスESCプログラマー（BL-PRO/RS用）
BL-YBP ¥2,700

BL-SP（センサー付 ブラシレスESC）
BL-SP ¥9,900

■対応モーター
　ブラシレス8.5 ターン・ブラシモーター8ターン以上
■バッテリー
　Ni-cd&Ni-MH/6～ 7セル、Li-po&Li-fe/2 セル
■サイズ
　40.0mm×41.0mm×28.7mm
■重量 (配線含まず )
　43g

BL-RS（センサー付 ブラシレスESC）
BL-RS ¥13,800

■対応モーター
　ブラシレス5.5 ターン・ブラシモーター6ターン以上
■バッテリー
　Ni-cd&Ni-MH/4～ 6セル、Li-po&Li-fe/2 セル
■サイズ
　34.0mm×38.0mm×25.5mm
■重量 (配線含まず )
　50g

YOKOMO 2010 CATALOG

●ドリフトには10.5T以上がおすすめです。
●JMRCAツーリング用は、13.5T（エキスパートクラス）　17.5T（スポーツクラス）。
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J Concepts（日本総代理店）
品　番 品　　名 価　格

JC-0033 イリュージョン ボディ J82用 ¥2,750

JC-0040 スクープレス ボディ RC-8 用 ¥3,850

JC-0050
RC-10B4用 イリュージョン・ハイ・フロー ボディ
( ６インチ ウイング付 )

¥2,750

JC-0051
RC-10B44用 イリュージョン・ハイ・フロー ボディ
( ６インチ ウイング付 )

¥2,750

JC-0061 スクープレス ボディ /V- ウイング RC-10B44用 ¥2,750

JC-0062 イリュージョンHi-Flow ボディ RC-10T4用 ¥3,850

JC-0064 ＳＣ１０用  イリュージョン“Ｍ anta” ボディ ¥5,400

JC-0081 Truth ボディ イリュージョン -SC10 ¥5,400

JC-0082 Dare ボディ イリュージョン -SC10 ¥5,400

JC-0107 イリュージョン・ハイ・ダウンフォース ウイング ( ６インチ ) ¥850

JC-0108 イリュージョン・ハイ・ダウンフォース ウイング ( ７インチ ) ¥850

JC-0109 イリュージョン・ハイ・ダウンフォース V- ウイング ( ７インチ ) ¥850

JC-0114 イリュージョン・ハイ・ダウンフォース V- ウイング ( ６インチ ) ¥850

JC-0116 ６．５インチ　ハイダウンフォースウイング ¥850

JC-0117 ６．５インチ　ハイダウンフォースウイング ¥850

JC-0119 ６．５インチ　HDフォース　Vウイング ¥850

JC-2002 ヘッドライトデカル ¥400

JC-2003 デカルシート ¥420

JC-2005 タイヤ接着用 ラバーバンド ( ４本入 ) ¥700

JC-2010 デカルシート (ナンバープレート ) ¥420

JC-2025 ボールエンド キャップ ( ブラック ２０個入 ) ¥1,100

JC-2026 ボールエンド キャップ ( ホワイト ２０個入 ) ¥1,100

JC-2027 ボールエンド キャップ ( イエロー ２０個入 ) ¥1,100

JC-3203 インナースポンジ ( ファーム ) ¥700

JC-3004-2 グルービィー ２ＷＤ Ｆタイヤ グリーン (２.２インチホイル用) ¥1,800

JC-3005-2 ラウンダー ２ＷＤ Ｆタイヤ グリーン ( ２. ２インチホイル用 ) ¥1,800

JC-0005 RC-10T4用 イリュージョン RC-10T4 ボディ ¥3,600

JC-2003 Ｊコンセプト デカルシート ¥420

JC-2010 Ｊコンセプト デカルシート ( ナンバープレート ) ¥420

JC-2031 Ｊコンセプト デカルシート ( レーシングタイヤ ) ¥420

JC-2028 Ｊコンセプト ラージ レーシングバッグ ( 引出し付 ) ¥18,300

JC-2037 Ｊコンセプト スモール レーシングバッグ ( 引出し付 ) ¥9,200

JC-3000-0 グルービィ F タイヤ 黄 J82 F ホイル用 ¥2,500

JC-3002-2 ダブル・ディーズ グリーンタイヤ (2.2 インチ リヤホイル用 ) ¥2,000

JC-3003-2 ダブル・ディーズ グリーンタイヤ (2.2インチ 4WD フロントホイル用) ¥1,920

JC-3004-2 グルービィ 2WD F タイヤ 緑 2.2in ホイル用 ¥1,800

JC-3005-2 ラウンダー 2WD F タイヤ 緑 2.2in ホイル用 ¥1,800

JC-3006-2 Wディーズグリーンタイヤ　２．２　トラック用 ¥2,800

JC-3007-1 Wディーズブルータイヤ 1/8バギーホイル用 ¥3,300

JC-3008-1 グース・バンプ ブルータイヤ 1/8バギーホイル用 ¥3,300

JC-3009-1 ヒットメン ブルー タイヤ 1/8バギーホイル用 ¥3,300

JC-3010-1 クロス ヘアーズ ブルータイヤ 1/8バギーホイル用 ¥3,300

JC-3016-1 バーコード ブルータイヤ　２．２　リアホイル用 ¥2,000

JC-3016-3 バーコード ホワイトタイヤ　２．２　リアホイル用 ¥2,000

JC-3016-4 バーコード オレンジタイヤ　２．２　リアホイル用 ¥2,000

JC-3016-5 バーコード ゴールドタイヤ　２．２　リアホイル用 ¥2,000

JC-3017-1 バーコード ブルータイヤ　2.2インチ バギーＦホイル用 ¥1,500

JC-3017-4 バーコード オレンジタイヤ 2.2in F ホイル用 ¥1,950

JC-3017-3 バーコード ホワイトタイヤ　２．２　フロントホイル用 ¥1,950

JC-3017-5 バーコード ゴールドタイヤ　２．２　フロントホイル用 ¥1,950

JC-3018-2 グース・バンプ グリーンタイヤ (2.2 インチ リヤホイル用 ) ¥2,000

JC-3019-2 グース・バンプ グリーンタイヤ (2.2 インチ 4WD フロントホイル用 ) ¥1,920

JC-3020-1 バーコード  ブルータイヤ 2.2インチ4WDＦホイル用 ¥1,550

JC-3020-3 ４WDバーコード　ホワイトタイヤ　２．２　フロント用 ¥1,950

JC-3020-4 バーコード オレンジタイヤ 2.2in 4WDF用 ¥1,950

JC-3020-5 ４WDバーコード　ゴールドタイヤ　２．２　フロント用 ¥1,950

JC-3021-1 バーコード ブルータイヤ　２．２　トラック用 ¥2,800

JC-3021-3 バーコード ホワイトタイヤ　２．２　トラック用 ¥2,800

JC-3021-4 バーコード オレンジタイヤ 2.2in トラック用 ¥2,800

JC-3021-5 バーコード ゴールドタイヤ 2.2in トラック用 ¥2,800

JC-3041-2 グースバンプ オレンジタイヤ SC10/ スラッシュ用 ¥2,800

JC-3201 インナースポンジ　ファーム　トラック用 ¥820

JC-3203 インナースポンジ　ファーム ¥700

JC-3300 Fホイル 白 (Mono) J82用 ¥960

JC-3300Y Fホイル 黄 (Mono) J82用 ¥960

JC-3301 Rホイル 白 (Mono) J82用 ¥1,100

JC-3301Y Rホイル 黄 (Mono) J82用 ¥1,100

JC-3305 Rulux RC-10B4 フロントホイル ( ホワイト ４個入 ) ¥1,500

JC-3305Y Rulux RC-10B4 フロントホイル ( イエロー ４個入 ) ¥1,500

JC-3306 Rulux RC-10B4 リヤホイル ( ホワイト ４個入 ) ¥1,780

JC-3306Y Rulux RC-10B4 リヤホイル ( イエロー ４個入 ) ¥1,780

JC-3307 Rulux RC-10B44 フロントホイル ( ホワイト ４個入 ) ¥1,780

JC-3307Y Rulux RC-10B44 フロントホイル ( イエロー ４個入 ) ¥1,780

JC-3317 Rulux Ｆホイル 白 2個入 SC10用 ¥1,250

JC-3317B Rulux ＳＣ１０ フロントホイル  ( ブラック２個入 ) ¥1,250

JC-3318 Rulux Ｒホイル 白 2個入 SC10用 ¥1,250

JC-3318B Rulux ＳＣ１０ リヤ ホイル  ( ブラック２個入 ) ¥1,250

JC-4002 コンバージョン キット J82用 ¥13,800
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J Consepts：オフロードカー用アイテムを中心に、ボディ、タイヤ、アパレル関連の商品ライ
ンナップを展開する最新ブランド。アソシエイテッド製マシン用のオリジナルボディなども手掛け、
走行特性の良さからレースでの使用率も高い。

INPORT ITEMアメリカ／Jコンセプト・パンサー・プロライン 各社製
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Panther（日本総代理店）

品　番 品　　名 価　格

T-700C
1/10オフロード用 リンクス ２ＷＤ フロントタイヤ
 ( クレイ )

¥1,600

T-700MS
1/10オフロード用 リンクス ２ＷＤ フロントタイヤ
(ミディアムソフト )

¥1,600

T-700S
1/10オフロード用 リンクス ２ＷＤ フロントタイヤ
(ソフト )

¥1,600

T-700SS
1/10オフロード用 リンクス ２ＷＤ フロントタイヤ
(スーパーソフト )

¥1,600

T-720C
1/10オフロード用 ボブキャット ２ＷＤ フロントタイヤ
(クレイ )

¥1,600

T-720MS
1/10オフロード用 ボブキャット ２ＷＤ フロントタイヤ
(ミディアムソフト ) 

¥1,600

T-720S
1/10オフロード用 ボブキャット ２ＷＤ フロントタイヤ
(ソフト )

¥1,600

T-720SS
 1/10オフロード用 ボブキャット ２ＷＤ フロントタイヤ
(スーパーソフト )

¥1,600

T-725C
1/10オフロード用 ボブキャット ４ＷＤ フロントタイヤ
(クレイ )

¥1,600

T-725MS
1/10オフロード用 ボブキャット ４ＷＤ フロントタイヤ
(ミディアムソフト )

¥1,600

T-725SS
1/10オフロード用 ボブキャット ４ＷＤ フロントタイヤ
(スーパーソフト )

¥1,600

T-725S
1/10オフロード用 ボブキャット ４ＷＤ フロントタイヤ
(ソフト )

¥1,600

T-755Ｃ
1/10オフロード用 スイッチ ２. ０ 2WD/4WD リヤタイヤ
(クレイ )

¥1,600

T-755MS
1/10オフロード用 スイッチ ２. ０ 2WD/4WD リヤタイヤ
(ミディアムソフト )

¥1,600

T-755SS
1/10オフロード用 スイッチ ２. ０ 2WD/4WD リヤタイヤ
(スーパーソフト )

¥1,600

T-755S
1/10オフロード用 スイッチ ２. ０ 2WD/4WD リヤタイヤ
(ソフト )

¥1,600

T-325C １/１０ トラック用 スイッチ ２. ０ タイヤ ( クレイ ) ¥1,900

T-550C １/１０ トラック用 マイクロ リブ フロントタイヤ ( クレイ ) ¥1,900

T-726C ラプター　４WD　Fタイヤ　クレイ ¥1,600

T-726MS ラプター　４WD　Fタイヤ　ミディアムソフト ¥1,600

T-726S ラプター　４WD　Fタイヤ　ソフト ¥1,600

T-726SS ラプター　４WD　Fタイヤ　スーパーソフト ¥1,600

T-756C ラプター　２/４WD　Rタイヤ　クレイ ¥1,600

T-756MS ラプター　２/４WD　Rタイヤ　ミディアムソフト ¥1,600

T-756S ラプター　２/４WD　Rタイヤ　ソフト ¥1,600

T-756SS ラプター　２/４WD　Rタイヤ　スーパーソフト ¥1,600

Proline（輸入販売元）
品　番 品　　名 価　格

SP-1070 ダート ホーグストラック タイヤ ¥1,980

SP-1080 スピードホーグストラック タイヤ ¥1,980

SP-1153M2 ボウタイSC2.2"/3.0" M2 ミディアム ¥2,480

SP-1153M3 ボウタイSC2.2"/3.0" M3 ソフト ¥2,480

SP-1153M4 ボウタイSC2.2"/3.0" M4 スーパーソフト ¥2,580

SP-1156M2 キャリバーSC2.2"/3.0" M2 ミディアム ¥2,580

SP-1156M3 キャリバーSC2.2"/3.0" M3 ソフト ¥2,580

SP-1156M4 キャリバー SC2.2"/3.0" M4 スーパーソフト ¥2,580

SP-2716-4
スピリット シックス 2.2"/3.0" ビードロックＦホイール
(SC-10用 赤 / 黒 )

¥2,480

SP-2717-4
スピリット シックス 2.2"/3.0" ビードロックRホイール
(SC-10用 赤 / 黒 )

¥2,480

SP-3307 シェビー シルバレイド１５００ ボディ (SC10用 ) ¥3,400

SP-3319 １４ＲＳ スラッシュ ボディ (SC10用 ) ¥3,200

SP-6184 2ステージ インナースポンジ ¥650

SP-8095M3 エッジリブ　トラック用フロントタイヤ ¥2,800

SP-8099M3 スクエアファジー　トラック用リヤタイヤ ¥2,800

SP-8175M3 4リブ 2WD フロントタイヤ ¥1,200

SP-8176M3 ワイド4リブ2WD フロントタイヤ ¥1,200

SP-8184M3 Pro-184M3ホールショットRタイヤ ¥1,400

SP-8185M3 Pro-185M3ホールショット Fタイヤ ¥1,300

SP-8186M3 ボウタイ M3 リヤタイヤ ¥1,400

SP-8192M3 ホールショット トラック用 リヤタイヤ ¥2,800

SP-8196M3 Bow Tie トラック用Rタイヤ ¥2,800

SP-8204M3 サバーブス ２. ２" 　M3 ¥1,450

SP-8204MC サバーブス ２. ２"　MC ¥1,550

SP-8204MX サバーブス ２. ２"　MX ¥1,550

SP-8205M3 サバーブス ２. ２"T2.2"　M3 ¥2,600

SP-8205MC サバーブス ２. ２"T2.2"　MC ¥2,700

SP-8205MX サバーブス ２. ２"T2.2"　MX ¥2,700

SP-8206M3 ホールショット2.0 2.2" M3ソフト ¥1,480

SP-8207M3 ホールショット2.0 2.2"4WD用M3ソフト ¥1,450

SP-8208M3 サバーブス ２. ２" ４ＷＤ フロントタイヤ  ( Ｍ３ソフト ) ¥1,400

SP-8208MX サバーブス ２. ２" ４ＷＤ フロントタイヤ  ( ＭＸ ) ¥1,500

SP-8208MC サバーブス ２. ２" ４ＷＤ フロントタイヤ  ( ＭＣクレイ ) ¥1,500

SP-8209M3 キャリバー ２. ２" トラックタイヤ  ( Ｍ３ソフト ) ¥2,000

SP-8210M3 キャリバー ２. ２" バギーリヤタイヤ  ( Ｍ３ソフト ) ¥1,550

SP-8211M3 キャリバー ２. ２" ４ＷＤ フロントタイヤ  ( Ｍ３ソフト ) ¥1,500

SP-9915 プロライン チームデカール B&W ¥530

SP-9917 ジャコ チームデカール ¥530

Panther：2007年に石川県一里野で行われたオフロード世界選手権でコントロールタイヤとし
て認定され、日本でもトップブランドとなったパンサータイヤ。オフローダーの聖地・谷田部アリー
ナでもコントロールタイヤとして使用され、その性能が高く評価されている。

PRO LINE：アメリカンブランドでも長い歴史を持つプロライン社。主力商品の一つとなってい
るオフロード用タイヤはもはやサーキットのスタンダードともいえる存在で、アソシエイテッド社
のキット標準タイヤとしても指定されている。
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パールエボリューション ISTCスピードコントローラー
NO-90950 ¥32,900

■ブラシレスモーター2.5 ターン以上対応
■アルミ筺体による効率的なクーリング
■10段階パワープロファイル
■10段階オートブレーキセッティング
■ケースサイズ30.5 × 34.0 × 16.0mm
■ Li-Po + 4 ～ 6セルバッテリー対応
■3方式安全回路搭載
■6.0V　3.0A　BEC電源
■クーリングファン搭載

パールエボリューション スペックレーシング
NO-90910 ¥32,900

■ブラシレスモーター4.0 ターン以上対応
■アルミ筺体による効率的なクーリング
■10段階パワーフィーリング
■10段階ブースト (進角 ) 調整
■10段階オートブレーキセッティング
■ケースサイズ30.5 × 33.0 × 21.0mm
■3.7̃7.4Vバッテリー対応
■3方式安全回路
■6.0V 3.0A　BEC電源

パールエボリューション スピードコントローラー
NO-90900 ¥27,900

■ブラシレスモーター4.0 ターン以上対応
■アルミ筺体による効率的なクーリング
■10段階パワープロファイル
■10段階オートブレーキセッティング
■ケースサイズ30.5 × 34.0 × 16.0mm
■ Li-Po + 4 ～ 6セルバッテリー対応
■3方式安全回路搭載
■6.0V　3.0A　BEC電源

ピュア エボリューション ブラシレスモーター
NO-90722 Pure Evolution 3.0T ¥11,900

NO-90712 Pure Evolution 3.5T ¥11,900

NO-90702 Pure Evolution 4.0T ¥11,900

NO-90692 Pure Evolution 4.5T ¥11,900

NO-90687 Pure Evolution 5.0T ¥11,900

NO-90682 Pure Evolution 5.5T ¥11,900

NO-90672 Pure Evolution 6.5T ¥11,900

NO-90662 Pure Evolution 7.5T ¥11,900

NO-90652 Pure Evolution 8.5T ¥11,900

NO-90647 Pure Evolution 9.5T ¥11,900

ピュア エボリューション用 パーツ
NO-90640 12.0mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,380

NO-90641 12.5mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,380

NO-90642 13.0mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,380

NO-90634 アルミ製 フロントハウジング ¥3,600

NO-90632 スモールパーツ セット ¥1,080

NO-90633 センサー アッセンブリー ¥1,480

NO-90636 軽量アルミ エンドカバー ¥2,600

NO-90635 軽量アルミ フロントハウジング ¥3,450

ストーム エボリューション用 パーツ
NO-90611 12.5mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,200

NO-90612 13.0mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,200

NO-90610 14.0mm ﾛｰﾀｰ only ¥3,200

NO-90616 クーリング フロントカバー ¥1,190

NO-90619 スモールパーツ セット ¥1,400

NO-90608 セラミック ボールベアリング ¥1,900

ストーム エボリューション ブラシレスモーター
NO-90721 STORM Evolution 3.0T ¥9,900

NO-90711 STORM Evolution 3.5T ¥9,900

NO-90701 STORM Evolution 4.0T ¥9,900

NO-90671 STORM Evolution 6.5T ¥9,900

ピュア エボリューション ブラシレスモーター OCTA WIND
NO-90703 Pure Evo Mod. 4.0T ¥11,900

NO-90693 Pure Evo Mod. 4.5T ¥11,900

NO-90683 Pure Evo Mod. 5.5T ¥11,900

NO-90673 Pure Evo Mod. 6.5T ¥11,900

NO-90653 Pure Evo Mod. 8.5T ¥11,900

JMRCA公認モーター。IFMAR公認モーター。

ピュア エボリューション ブラシレスモーター SPEC Racing
NO-91831 Pure Evo SpecR.10.5T ¥11,900

NO-91841 Pure Evo SpecR.13.5T ¥11,900

NO-91851 Pure Evo SpecR.17.5T ¥11,900

注）NO-91851モーターは2010年 JMRCA スポーツクラ
スでは使用出来ません。ただし6月中に JMRCA スポーツク
ラス対応の17.5Tモーターを発売予定です。
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アイテム
NO-92410 ノスラムデカル ¥290

NO-92505
パワーワイヤー セット
5色 × 各 2

¥1,400

NO-925307
ブラシレス センサーワイヤー
(70mm)

¥490

NO-925310
ブラシレス センサーワイヤー
(100mm)

¥490

NO-925320
ブラシレス センサーワイヤー
(200mm)

¥490

NOSRAM：主にブラシレスモーターとスピードコントローラーをリリースするドイツのトップブランド。2008年にはチームヨコモの松倉選手
がNOSRAM社のブラシレスシステムを使い、IFMAR電動12分の1レーシングカテゴリーで最年少世界チャンピオンを獲得。

NOSRAMノスラム（日本総代理店）　純競技用 ブラシレス スピードコントローラー & モーター

1/10 ツーリングカー
1/10 4WD オフロードカー に最適

1/10 ツーリングカー ストック
1/12 ストック 1セル に最適

1/12 レーシング
1/10 2WDオフロード に最適

ストックモーターに最適
自動可変進角機能付
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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-22PB ヨコモ ピットバック ¥8,900
YT-23PB ヨコモ ピットバッグ Ⅱ型 ¥8,900
YT-EBL ドリフトレーサー用 エコ バッグ ¥200
YT-EBM ドリフトパッケージ用 エコ バッグ ¥200
YT-EBS イチロクＭ用 エコ バッグ ¥170

品　番 品　　名 価　格

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-TS2WM ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（Mサイズ） ¥1,800
ZC-TS2WL ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（Lサイズ） ¥1,800
ZC-TS2WXL ヨコモ ロゴ Tシャツ ホワイト（XLサイズ） ¥1,800
ZC-TS2BM ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（Mサイズ） ¥1,800
ZC-TS2BL ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（Lサイズ） ¥1,800
ZC-TS2BXL ヨコモ ロゴ Tシャツ ブラック（XLサイズ） ¥1,800
ZC-TS2YM ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（Mサイズ） ¥1,800
ZC-TS2YL ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（Lサイズ） ¥1,800
ZC-TS2YXL ヨコモ ロゴ Tシャツ イエロー（XLサイズ） ¥1,800
ZC-SS2BS ヨコモ トレーナー ブラック（Sサイズ） ¥2,800
ZC-SS2BM ヨコモ トレーナー ブラック（Mサイズ） ¥2,800
ZC-SS2BL ヨコモ トレーナー ブラック（Lサイズ） ¥2,800
ZC-SS2BXL ヨコモ トレーナー ブラック（XLサイズ） ¥2,800

Tシャツ・トレーナー

品　番 品　　名 価　格

YT-DP1P PROツール ＃１ プラスドライバー ¥1,650

YT-DP2P PROツール ＃２ プラスドライバー ¥1,650

YT-N50P PROツール ５. ０ｍｍ ナットドライバー ¥1,750

YT-N55P PROツール ５. ５ｍｍ ナットドライバー ¥1,750

YT-N70P PROツール ７. ０ｍｍ ナットドライバー ¥1,750

YT-CS2 曲線バサミ ¥1,200

YT-CS1 フッ素加工160mmハサミ ¥1,200

YT-BMR PROツール シリーズ ボディ リーマー ¥2,800

AS-6429 ショックアッセンブリーツール ¥250

YT-WDP1 ワークスドライバー プラス #1 ¥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-WH127 ワークスレンチ 1.27mm( ０. ０５０インチ ) ¥1,280

YT-WH15 ワークスレンチ 1.5mm ¥1,280

YT-WH158 ワークスレンチ 1.58mm( １/ １６インチ ) ¥1,280

YT-WH20 ワークスレンチ 2.0mm ¥1,280

YT-WH238 ワークスレンチ 2.38mm( ３/ ３２インチ ) ¥1,280

YT-WH25 ワークスレンチ 2.5mm ¥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

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

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-CGP キャンバーゲージ プロ（黒） ¥1,280
YT-CGPB キャンバーゲージ プロ（青） ¥1,280
YT-TUM 熱収縮 チューブ Ｍサイズ (100mm×５本入 ) ¥250
YT-TUS 熱収縮 チューブ Ｓサイズ (100mm×５本入 ) ¥250
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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-5430 アソシ 100%ピュア シリコン ショックオイル（45番） ¥580

AS-5431 アソシ 100%ピュア シリコン ショックオイル（55番） ¥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-BG ブラック グリス ( スラストボール用 ５ｇ入 ) ¥480

CS-DG デフ グリス ( デフボール用 ５ｇ入 ) ¥480

CS-MC モータークリーナー ¥1,100

CS-PR タイヤ接着用 前処理剤 (瞬間接着剤専用 ) ¥1,200

CS-SGEX おまかせ ＧＬＵＥ ＥＸ ¥800

D-060 耐熱 /耐圧 ハード グリス ( ギヤ /ユニバーサル用 ) ¥860

D-061H Ｄ－ＭＡＸ用 スリッパークラッチ グリス ( ハード ) ¥580

D-061S Ｄ－ＭＡＸ用 スリッパークラッチ グリス ( ソフト ) ¥580

D-013 ドリフトオイル ¥980

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

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

ショックオイルケミカル

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 ¥680

PR-251 パクトラスプレー塗料　スプリントホワイト ¥680

PR-252 パクトラスプレー塗料　ストリークブルー ¥680

PR-254 パクトラスプレー塗料　レーシングレッド ¥680

PR-257 パクトラスプレー塗料　デイトナイエロー (半透明 ) ¥680

PR-258 パクトラスプレー塗料　ラリーグリーン ¥680

PR-261 パクトラスプレー塗料　パールパープル ¥680

PR-262 パクトラスプレー塗料　インディーシルバー ¥680

PR-267 パクトラスプレー塗料　メタリックバーガンディ ¥680

PR-271 パクトラスプレー塗料　キャンディーレッド (透明 ) ¥680

PR-272 パクトラスプレー塗料　キャンディーブルー (透明 ) ¥680

PR-273 パクトラスプレー塗料　キャンディーパープル (透明 ) ¥680

PR-276 パクトラスプレー塗料　パールホワイト (半透明 ) ¥680

PR-277 パクトラスプレー塗料　蛍光レッド ¥680

PR-278 パクトラスプレー塗料　蛍光オレンジ (半透明 ) ¥680

PR-279 パクトラスプレー塗料　蛍光イエロー (半透明 ) ¥680

PR-281 パクトラスプレー塗料　蛍光グリーン (半透明 ) ¥680

PR-282 パクトラスプレー塗料　蛍光ブルー (半透明 ) ¥680

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 ) ¥680

PR-284 パクトラスプレー塗料　蛍光レーシングイエロー (半透明 ) ¥680

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 ) ¥680

PR-291 パクトラスプレー塗料　ティール ¥680

PR-292 パクトラスプレー塗料　パールグレープ ¥680

※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ください。※ポリカーボネイトボディは、ボディ
の裏面を塗装します。※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。

CHEMICALケミカル・ショックオイル・ポリカーボネイト用塗料・ピニオンギヤ・スパーギヤ
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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

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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スクリュー（mm）

品　番 品　　名 入数 価格

ZC-SS325L セットスクリュー M3× 2.5mm ( ネジロック加工済 ) 5 ¥180

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-F38TT M3× 8mm フラットヘッド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 5 ¥350

ZC-F310TT M3× 10mm フラットヘッド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 5 ¥350

ZC-F312TT M3× 12mm フラットヘッド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4 ¥350

ZC-F315TT M3× 15mm フラットヘッド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4 ¥350

ZC-F318TT M3× 18mm フラットヘッド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4 ¥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

ZC-B36TT Ｍ３×６ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 5 ヶ ¥350

ZC-B38TT Ｍ３×８ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 5ヶ ¥350

ZC-B310TT Ｍ３×１０ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 5ヶ ¥350

ZC-B312TT Ｍ３×１２ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4ヶ ¥350

ZC-B315TT Ｍ３×１５ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4ヶ ¥350

ZC-B320TT Ｍ３×２０ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 4ヶ ¥380

ZC-B325TT Ｍ３×２５ｍｍ バインド タッピングスクリュー ( チタン製 ) 3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-A3605 アルミ シム φ３×φ６×０. ５mm 8 ¥420

ZC-A3610 アルミ シム φ３×φ６×１. ０mm 8 ¥420

ZC-A3615 アルミ シム φ３×φ６×１. ５mm 8 ¥420

ZC-A3620 アルミ シム φ３×φ６×２. ０mm 8 ¥420

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-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-S80 スペーサーシム 内径8.0 ｍｍ (0.13mm 0.25mm 0.5mm厚 ) 各 10 ¥380

ZC-S80B ドライブギヤ用 シム 2 ¥100

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

ZC-S120S
ステンレス製
１２. ０ｍｍ スペーサーシム (0.1 0.2mm厚 )

¥420

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

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-9675 フラットヘッド ソケットスクリュー 4-40×7/16inch 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-4334 ボタンヘッド ソケットスクリュー 2-56× 5/16inch 6 ¥360

AS-9645 ボタンヘッド ソケットスクリュー 2-56× 1/8inch 6 ¥480

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

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-2221 ボタンヘッド ソケットスクリュー 4-40× 7/16inch 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-7738 キャップスクリュー 4-40× 7/8inch 2 ¥260

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
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品　番 品　　名 入数 価格 用　　途

BB-63-2 ボールベアリング φ 6×φ3×2.5mm 2 ¥420

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）
ドリフトマスター（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）

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）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-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）

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-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-4BX（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-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）
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-1050H Ｈ . Ｄ . ５φ×１０φ ベアリング 2 ¥650 ラージボールB-MAX/BX用

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

BB-1040P ピュア Evo. モーター用 スーパープレシジョン ベアリング (４φ×１０φ×４mm) 2 ¥750

BB-1140P ピュア Evo. スペックレーシングモーター用 ベアリング (４φx１１φx４mm) 2 ¥750

BB-135-2 φ５xφ１３ ボールベアリング 2 ¥450 BM-415R05/R10用

BB-1812 １２φ×１８φ ベアリング 2 ¥600

BB-R2ZZ φ３. １７xφ９. ５２ ベアリング 2 ¥450 ZEROブラシレスモーター用

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、D-013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

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（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（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（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RC10B4・T4・B44

AS-6909 ボールベアリング φ 3/16×φ5/16× 0.1094inch 2 ¥900 アソシRC10B44（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RC10B4・T4・B44（デフ受け）

AS-7935 .187× .5 × .196 ベアリング ラバーシールド 2 ¥880 アソシRC10B44

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

AS-9746 ステアリング ベアリング セット 4 ¥1,620

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 シリーズ他
ZD-505T タングステン（高耐久） 12 ¥980

ZD-505G チタンコート（高耐久） 12 ¥520

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RC10B4・T4・B44

AS-6626

デフボール 1/8inch

標準 16 ¥180

12R5・L4・L4YAS-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

AS-6574 スラストボール 5/64inch 標準 6 ¥420 アソシRC10B4・T4・B44

デフボール / スラストボール
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品　番 品　　名 入数 価格

SD-TB20 20mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB25 25mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB27 27mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB30 30mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB33 33mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB36 36mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB39 39mm ターンバックル 対辺4mm 2 ¥300

SD-TB52 52ｍｍ ターンバックル対辺4ｍｍ 2 ¥300

ZM-TB27 ターンバックル 27mm 2 ¥300

ZM-TB48 ターンバックル 48mm 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

ターンバックル（mm） デカール

ヨコモ 汎用パーツ

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

YT-RW510 レーシングウェイト（5g× 4ヶ・10g× 4ヶ） ¥350

ZR-016S ボディーマウント用スペーサー ¥180

ZR-BMP5 ボディ マウント パッチ５ｍｍ ( ﾎﾞﾃﾞｨ取付穴補強用 ) ¥360

ZR-BMP6 ボディ マウント パッチ６ｍｍ ( ﾎﾞﾃﾞｨ取付穴補強用 ) ¥360

ZR-BMS ボディマウント スペーサー (0.6mm/1.2mm) ¥380

ZR-BP バッテリーパッド ¥120

YT-GMT ボディ 補強用 メッシュテープ (５０mm×２０００mm) ¥380

YM-AM アルミ プロテクティブ テープ ( ボディ補強用 ) ¥300

YT-NS80 ８０mm ナイロン ストラップ (１００本入 ) ¥380

SP-420L アソシエイテッド ピット グローブ (ラージ サイズ ) ¥3,800

SP-420M アソシエイテッド ピット グローブ (ミディアム サイズ ) ¥3,800

SP-420XL アソシエイテッド ピット グローブ (ＸＬ サイズ ) ¥3,800

その他

カーボン調 デカール 
ZC-CD ¥550

ZC-CDW 水貼タイプ ¥780

YOKOMO メタルデカール 
ZC-D12 シルバー ¥480

ZC-D12B ブルー ¥480

ZC-D12R レッド ¥480

ZC-D12P ピンク ¥480

※シルバーはドリフトパッケージのストリート
バージョンに付属。

RC10B44 デカール
AS-9778 ¥1,180

TC5 デカール
AS-31295 ¥1,120

RC10B4 デカール
AS-9658 ¥400

RC12R5デカール
AS-4680 ¥840

ヨコモ B-MAX4用 デカール 
BM-D1 ¥630

ヨコモ MR-4TC BD5デカール
ZC-BD5-1 ¥480
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PARTS LIST

MR-4TC BD5
品　番 品　　名 入数 価格

 

B
D
5

W
O
R
LD
 S
P
EC

キット
MRTC-BD5 BD5 シャーシキット ¥58,000 ●
MRTC-BD5W BD5 ワールドスペック シャーシキット ¥62,800 ●

BD-001 フロント プラスティックバンパー ¥380 ● ●
BD-001FS フロント ウレタンバンパー ¥450 ● ●
BD-002 メインシャーシ ¥7,800 ● －
BD-002-5 5セル用 メインシャーシ ¥8,800 ★ －
BD-002P グラファイトメインシャーシ（パックバッテリー用） ¥7,800 ★ －
BD-002W ワールドスペック用 グラファイトメインシャーシ ¥7,800 － ●
BD-003 アッパーデッキ ¥1,800 ● －
BD-003C グラファイトアッパーデッキ（角型バッテリー用） ¥1,680 ★ －
BD-003CS アッパーデッキセット（角型バッテリー用） ¥4,200 ★ ★
BD-003W ワールドスペック用 アッパーデッキ ¥1,800 － ●
BD-007A アルミ製 ターンバックル セット ( ７本入 ) ¥980 ★ ★
BD-008F フロントサスアーム ¥580 ● ★
BD-008FG 軽量グラファイト フロントサスアーム ¥980 ★ ●
BD-008R リアサスアーム（ダンパー取り付け位置40.5mm） ¥580 ● ★

BD-008RG 軽量グラファイト リアサスアーム
（ダンパー取り付け位置40.5mm） ¥980 ★ ★

BD-008RG1 軽量グラファイト リアサスアーム
（ダンパー取り付け位置39.5mm） ¥980 ★ ●

BD-008RG2 軽量グラファイト リアサスアーム
（ダンパー取り付け位置41.5mm） ¥980 ★ ★

BD-009A アウターサスアームピン（Φ2×23mm） ¥300 ● ●
BD-009BF フロント インナーサスアームピン（Φ3×42mm） ¥300 ● ●
BD-009BR リア インナーサスアームピン（Φ3×45mm） ¥300 ● ●
BD-010F フロント ユニバーサルシャフト（45.5mmボーン） ¥2,180 ● ●
BD-010R リア ユニバーサルシャフト（44.0mmボーン） ¥2,180 ● ●
BD-010A アクスル（F／ R共通） ¥480 ● ●
BD-010TP ジョイント／ピン（Φ2ピン） ¥250 ● ●
BD-010440 44.0mmボーン ¥520 ● ●
BD-010455 45.5mmボーン ¥520 ● ●
BD-011C クランプ式ホイールハブ（5.0mmタイプ） ¥1,000 ● ●
BD-01440A アルミ製 44.0mm ボーン ¥900 ★ ★
BD-01455A アルミ製 45.5mm ボーン ¥900 ★ ★
BD-016 ボディマウントセット ¥460 ● ●
BD-016FS フロント ボディマウント サポート ( グラファイト製 ) ¥1,080 ★ ★
BD-017 フロントショックタワー ¥1,380 ● ●
BD-018 リアショックタワー ¥1,750 ● ●
BD-189L リアドライブベルト（ローフリクション） ¥450 ● ●
BD-200P ワールドスペック用 アンテナマウントポスト ¥300 － ●
BD-201B ベルクランクブリッジ（アッパーデッキマウント付） ¥1,200 ● ●
BD-201P ベルクランクポスト ¥380 ● －
BD-201R センターリンク ¥1,280 ● ●
BD-201R8 センターリンク（8mmタイプ） ¥1,280 ★ ★
BD-203 アルミ製 サーボマウント ¥1,200 － ●
BD-203S サーボマウント ¥1,280 ● －
BD-301B サスアームピンボール（Φ3・4個入） ¥250 ● ●
BD-301FF アルミ製 フロントサスマウント（前側 43.5mm） ¥1,300 ● ●
BD-301FF2 アルミ製 フロントサスマウント（前側 42mm） ¥1,300 ★ ★
BD-301FR アルミ製 フロントサスマウント（後側 43.5mm） ¥1,300 ● ●
BD-301FR2 アルミ製 フロントサスマウント（後側 42mm） ¥1,300 ★ ★
BD-301RF アルミ製 リアサスマウント（前側 42mm） ¥1,300 ● ●
BD-301RF1 アルミ製 リアサスマウント（前側 41.3mm） ¥1,300 ★ ★
BD-301RR アルミ製 リアサスマウント（後側） ¥1,300 ● ●
BD-301RR1 アルミ製 リヤ サスマウント ( 後側 ４６. ４mm) ¥1,300 ★ ★
BD-301RR2 アルミ製 リヤ サスマウント ( 後側 ４５. ７mm) ¥1,300 ★ ★
BD-301S サスマウント スペーサー ( ２枚入 ) ¥500 ★ ★

BD-302A F／ R バルクヘッド
（フロント左側 または リア右側用） ¥1,980 ● ●

BD-302B F／ R バルクヘッド
（フロント右側 または リア左側用） ¥1,980 ● ●

BD-302BH センターシャフト ベアリングホルダー ¥680 ● ●
BD-302CFR フロント バルクヘッドキャップ（右側用） ¥1,780 ● ●

BD-302FR1 フロント バルクヘッドキャップ（右側用）
（I アーム取り付け位置3.5mmワイド） ¥1,780 ★ ★

BD-302CFL フロント バルクヘッドキャップ（左側用） ¥1,780 ● ●

BD-302FL1 フロント バルクヘッドキャップ（左側用）
（I アーム取り付け位置3.5mmワイド） ¥1,780 ★ ★

BD-302CRR リア バルクヘッドキャップ（右側用） ¥1,780 ● ●

BD-302RR1 リア バルクヘッドキャップ（右側用）
（I アーム取り付け位置3.5mmワイド） ¥1,780 ★ ★

BD-302CRL リア バルクヘッドキャップ（左側用） ¥1,780 ● ●

BD-302RL1 リア バルクヘッドキャップ（左側用）
（I アーム取り付け位置3.5mmワイド） ¥1,780 ★ ★

BD-302L センターバルクヘッド（左側）（モーターマウント） ¥1,980 ● －
BD-302LW ワールドスペック用 センターバルクヘッド（左側） ¥1,980 － ●
BD-302R センターバルクヘッド（右側） ¥1,100 ● ●
BD-302S センターバルクヘッドサポート ¥1,200 ● －
BD-302SW ワールドスペック用 センターバルクヘッドサポート ¥1,200 － ●
BD-412W スタビライザーセット（Φ1.0 ～φ1.6 ／ 7種） ¥1,080 ● ●
BD-412R スタビ用ロッド（2本入） ¥280 ● ●
BD-412RA アルミ製 スタビ用 ロッド ( ２本入 ) ¥480 ★ ★
BD-412H アルミ製 スタビホルダー ¥1,300 ★ ★
BD-413 フロント ステアリングハブキャリア ¥580 ● ★

BD-413G フロント ステアリングハブキャリア
（軽量グラファイト製） ¥900 ★ ●

BD-413A アルミ製 Ｆ ステアリング ハブキャリア ( 左右 ) ¥3,200 ★ ★
BD-414B キングピンボールセット（カラー付） ¥320 ● ●
BD-415S フロント ステアリングブロック ¥580 ● ★
BD-415SA アルミ製 Ｆ ステアリング ブロック ¥3,200 ★ ★

BD-415SG フロント ステアリングブロック
（軽量グラファイト製） ¥900 ★ ●

BD-415R リアハブキャリア ¥580 ● ★
BD-415RG リアハブキャリア（軽量グラファイト製） ¥900 ★ ●
BD-415A00 トーイン ０度 リヤハブキャリア ( アルミ製 ) ¥3,200 ★ ★
BD-415A05 トーイン ０. ５度 リヤハブキャリア ( アルミ製 ) ¥3,200 ★ ★
BD-500P アルミ製 プロテクト デフジョイントセット ¥4,200 ★ ●
BD-500DP デフジョイント プロテクター ¥300 ★ ●
BD-501S5 アルミ製 ソリッドアクスル ¥3,200 ★ ★
BD-501S5C ソリッドアクスル用 ドライブカップ ¥600 ★ ★
D-046 ソリッドアクスル用ドライブカップ（強化型） ¥900 ★ ★
BD-503D 40T デフ用 プーリー ¥350 ● ●
BD-506 ドライブリング ¥280 ● ●
BD-508 デフ アジャストキット ¥350 ● ●
BD-516L フロントドライブベルト（ローフリクション） ¥550 ● ●
BD-5BBP スーパープレシジョン ベアリングセット（14個入） ¥4,800 ★ ★
BD-5TSS チタン製 スクリューセット（93本入） ¥3,600 ★ ★
BD-630 ダイレクトメインギヤアダプター ¥1,480 ★ ●
BD-640 フロントワンウェイAssy ¥3,800 ● －

BD-640W ワールドスペック用 フロントワンウェイAssy
（Fベルト右側用） ¥3,800 － ●

BD-641 フロントワンウェイハウジング ¥3,000 ● －

BD-641W ワールドスペック用 フロントワンウェイハウジング
（Fベルト右側用） ¥3,000 － ●

BD-643F 40T ワンウェイプーリー ¥350 ● ●
BD-644 センターシャフト ¥300 ● ●
BD-644T チューブラーセンターシャフト ¥700 ★ ★
BD-6495 95T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ★ ★
BD-6496 96T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ● ●
BD-6497 97T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ★ ★
BD-64101 101T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ★ ★
BD-64102 102T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ★ ★
BD-64103 103T プレシジョンスパーギヤ（64ピッチ） ¥680 ★ ★
BD-671 メインギヤアダプター（ワンウェイ） ¥2,500 ● －
BD-674 フロントドライブプーリー ¥900 ● ●
BD-ABM6 アジャスタブル ボディ マウント ( φ６ポスト用 ) ¥680 ★ ★
BD-BTC ベルトテンションカム（１個入） ¥680 ● ●
BD-BTCS ベルトテンションカム用 スプリング（ボール4個付） ¥200 ● ●
BD-FBTS フロント ベルトテンショナーセット ¥1,780 ● －

BD-FBTSW ワールドスペック用 フロントベルトテンショナー
セット ¥1,980 － ●

BD-S103 Φ 1.0 × 3個穴ピストン ¥450 ● ●
BD-S2B P3 Oリングカラー（厚） ¥450 ★ ●
BD-S2W P3 Oリングカラー（薄） ¥450 ● ★
BD-S3 スプリングカップ ¥650 ● ●
BD-S4 ショックシリンダー（大径） ¥1,080 ● ●
BD-S4C Oリングキャップ／アジャストナット ¥1,080 ● ●
BD-S5 ショックエンドボールキャップ ¥250 ● ●
BD-S8 ショックキャップボール ¥480 ● ●
BD-TPH BD5用 トランスポンダーホルダー ¥630 ★ ★

BD-BWF ワールドスペック用 フロントバランスウェイト
（15g・左右各1個） ¥2,500 － ●

BD-BW20 ワールドスペック用 センターバランスウェイト
（20g） ¥1,200 － ●

BD-BW30 ワールドスペック用 センターバランスウェイト
（30g） ¥1,480 － ★

BM-206 ロッドエンドプラスティックパーツ ¥580 ● ●
ZC-207A ロッドエンドプラスティックパーツ ¥100 ★ ●
CS-BG ヨコモ ブラックグリス（スラストボール用） ¥480 ● ●
CS-DG ヨコモ デフグリス（デフボール用） ¥480 ● ●
KDL-W ターンバックルレンチ（チタン用） ¥300 ● ●
PG-6436 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 36T ¥650 ● ★
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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。

PG-6442 超硬プレシジョン ピニオンギヤ 64ピッチ 42T ¥650 ★ ●
RC-313M フードピン（ミディアム） ¥120 ● ●

SD-202L ステアリングベルクランク ¥1,180 ● ●

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 ● ●

SD-204 サーボホーンセット ¥300 ● ●
SD-414S RTR用 ショートタイプキングピン ¥200 ● ●

TB20022 ボンバー製 SPローフリクションベルト（フロント） ¥1,200 ★ ★
TB20023 ボンバー製 SPローフリクションベルト（リア） ¥1,000 ★ ★
TW-1012-2 スーパープレシジョンホイール（ミディアムナロー） ¥480 ● ●

TW-1012H2 スーパープレシジョンホイール（ミディアムナロー）
ハードタイプ ¥480 ★ ★

YS-1455L プロショックスプリング（ロングタイプ・イエロー） ¥420 ★ ★
YS-14575L プロショックスプリング（ロングタイプ・ブルー） ¥420 ● ●
YS-1460L プロショックスプリング（ロングタイプ・ブラック） ¥420 ★ ★
YS-1560L プロショックスプリング（ロングタイプ・オレンジ） ¥420 ★ ★
YS-15625L プロショックスプリング（ロングタイプ・グリーン） ¥420 ★ ★
YS-1565L プロショックスプリング（ロングタイプ・ピンク） ¥420 ● ●
YS-450 ショックオイル（#450） ¥350 ● ●
YS-5SSS-1 ショックシャフト（SSS） ¥200 ● ●
YS-53S-1T チタンコート ショックシャフト（SSS・1本入） ¥420 ★ ★
YS-53S-4T チタンコート ショックシャフト（SSS・4本入） ¥1,580 ★ ★
YS-6BH アルミ製 ショックエンドボール（ハードコート） ¥580 ★ ★
YS-7B ダウンストップOリング ¥120 ● ●
YS-7HG ハイグレードOリング（耐油タイプ ブルー） ¥380 ★ ★
YS-7S Oリング（ソフト） ¥120 ● ●
YS-8BH アルミ製 ショックキャップボール（ハードコート） ¥580 ★ ★
YS-8D ダイヤフラムショックキャップセット ¥680 ● ●
YS-8HD フッ素ゴム ハイパーダイヤフラム ¥380 ★ ★
YS-8DMH シリコンダイヤフラム（ハードタイプ） ¥350 ● ●

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 ● ●

ZC-206A スタビライザー用 アルミボール ¥320 ● ●

ZC-206SHS ネジ長／首短タイプ 六角穴付 ロッドエンドボール
（Sサイズ／全長11.3mm） ¥480 ● ●

ZC-206SH ネジ短／首長タイプ 六角穴付 ロッドエンドボール
（Sサイズ／全長11.3mm） ¥480 ● ●

ZC-206MH 六角穴付 ロッドエンドボール
（Mサイズ／全長12.7mm） ¥480 ● ●

ZC-206LH 六角穴付 ロッドエンドボール
（Lサイズ／全長14.7mm） ¥480 ★ ★

ZC-207 ロッドエンドプラパーツ ¥180 ● ●
ZC-207S スタビ用 ロッドエンドプラパーツ（ショートタイプ） ¥250 ● ●
ZC-507T タングステンスラストボール1/16 ¥680 ★ ★
ZC-A3605 Φ 3×Φ6×0.5mm アルミシム（8個入） ¥420 ● ●
ZC-A3610 Φ 3×Φ6×1.0mm アルミシム（8個入） ¥420 ● ●
ZC-A3615 Φ 3×Φ6×1.5mm アルミシム（8個入） ¥420 ★ ★
ZC-A3620 Φ 3×Φ6×2.0mm アルミシム（8個入） ¥420 ● ●
ZC-BD5-1 MR-4TC BD5 デカール ¥480 ● ●
ZC-C25 M2× 5mm キャップスクリュー（10本入） ¥150 ● ●
ZC-N4AFB アルミ製（ブルー）フランジ付ロックナット（4mm） ¥280 ● ●
ZC-N4FBL セレート付 アルミ製フランジナット（ブルー・4個入） ¥380 ★ ★
ZC-N4FR セレート付 アルミ製フランジナット（レッド・4個入） ¥380 ★ ★
ZC-N4FP セレート付 アルミ製フランジナット（パープル・4個入） ¥380 ★ ★
ZC-N4FBK セレート付 アルミ製フランジナット（ブラック・4個入） ¥380 ★ ★

ZC-S40 ステンレス製 スペーサーシム 内径Φ4.0mm
（厚さ0.05・0.10・0.20mm） ¥450 ● ●

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） ¥450 ● ●

ZC-TB16 チタン製 ターンバックル 16mm ¥700 ●
ZC-TB25 チタン製 ターンバックル 25mm ¥700 ● ●
ZC-TB27 チタン製 ターンバックル 27mm ¥700 ● ●
ZC-TB33 チタン製 ターンバックル 33mm ¥700 ● －
ZC-BH35 ボタンヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm ¥150 ● ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZC-F35 フラットヘッド ソケットスクリュー M3× 5mm ¥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 ¥350 ★ ★

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

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

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

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

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

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

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

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

ZC-SS33 セットスクリュー M3× 3mm ¥120 ● ●
ZC-SS48 セットスクリュー M4× 8mm ¥250 ● ●

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 ★ ★

ZR-011SM らくらくホイールハブ用 メンテナンスキット ¥150 ★ ★
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 ● ●

ZS-011 ホイル取付パーツセット ¥230 ● ●
ZS-011C クランプ式ホイールハブ ¥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-011EL らくらくホイールハブ（軽量） ¥780 ★ ★
ZS-011N クランプ式ホイールハブ（ナローサイズ） ¥980 ★ ★
ZS-011NM ナロークランプハブ専用 メンテナンスキット ¥240 ★ ★
ZS-412S スタビストッパー（Φ2.5 ×Φ6.0 × 4t） ¥280 ● ●
ZS-507 デフ スラストベアリングセット ¥200 ● ●
ZS-642T HDフロントワンウェイ用 ドライブカップ ¥680 ● ●

BB-105-2 ベアリング（Φ10×Φ5・2個入） ¥450 ● ●
BB-1050P スーパープレシジョンベアリング（Φ10×Φ5） ¥980 ★ ★
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-63F-2 フランジベアリング（Φ6×Φ3・2個入） ¥520 ● ●
BB-84-2 ベアリング（Φ8×Φ4・2個入） ¥400 ● ●
BB-84-4 ベアリング（Φ8×Φ4・4個入） ¥800 ● ●
BB-840P スーパープレシジョンベアリング（Φ8×Φ4） ¥980 ★ ★
BB-85-4 ベアリング（Φ8×Φ5・4個入） ¥980 ● ●
BB-850P スーパープレシジョンベアリング（Φ8×Φ5） ¥980 ★ ★

SD-GW31 ごくらくウィング3.1（190mm幅） 2 ¥650 ★ ★
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PARTS LIST

B-MAX4
品　番 品　　名 価格

F

キット
B-MAX4 B-MAX4キット ¥21,800
B-MAX4F B-MAX4 ファクトリーキット ¥41,800

BM-001 ウイングマウント /バンパー ¥680 ● ●
BM-002 メインシャーシ ¥2,800 ● ●
BM-003 アッパーデッキ ¥780 ● ●
BM-008F フロント ロアサスアーム ¥500 ● ●
BM-008R リヤ ロアサスアーム ¥500 ● ●
BM-009A アウターサスアームピン (外側Ｆ用×２ Ｒ用×２) ¥300 ● ●
BM-009B インナーサスアームピン (内側 ４本入 ) ¥470 ● ●
BM-010BC フロント /リヤ ベアリングカラー ¥500 ● ●
BM-010CF フロント メインドライブシャフト Assy ¥1,330 ● ●
BM-010CFB フロント センターボーン ¥680 ● ●
BM-010CR リヤ メインドライブシャフト Assy ¥1,330 ● ●
BM-010CRB リヤ センターボーン ¥680 ● ●
BM-010F フロント ユニバーサルドライブシャフト ¥2,600 ● ●
BM-010FA フロント アクスル ¥400 ● ●
BM-010FB フロント ドックボーン ¥630 ● ●
BM-010R リヤ ユニバーサルドライブシャフト ¥2,600 ● ●
BM-010RA リヤ アクスル ¥400 ● ●
BM-010RB リヤ ドックボーン ¥630 ● ●
BM-010TP ジョイントピン セット ¥220 ● ●
BM-011 ホイル ハブピン ¥120 ● ●
BM-011F アルミ製 フロント ホイル ハブ (BX/B44Fホイル用 ) ¥520 ★ ★
BM-011S ホイル スペーサー ¥300 ● ●
BM-017 フロント /リヤ ショックタワー ¥720 ● ●
BM-017M ショックマウンティング キット ¥220 ● ●
BM-101 ボディ /ウイング ¥2,200 ● ●
BM-107 ワイド / スタンダード ウイング ¥880 ★ ★
BM-118 バッテリーホルダー /トレイ セット ¥800 ● ★
BM-118G CG製 バッテリー ホルダー セット ( ニッケル水素 /リポ両用 ) ¥2,800 ★ ●
BM-1L リヤショック セット ( アルミ製 ) ¥4,000 ★ ★
BM-1S フロントショック セット ( アルミ製 ) ¥3,800 ★ ★
BM-200 サーボセイバープラスティックパーツ ¥680 ● ●
BM-200H サーボセイバーハードウェア ¥780 ● ●
BM-200L アルミ製 サーボセイバーマウント ¥1,200 ★ ●
BM-202R アルミ製 センターリンク ¥1,480 ★ ●
BM-203 サーボ /スタビ /アンテナマウント /バッテリーポスト /ボディポスト セット ¥980 ● ●
BM-206 ロッドエンド プラスティックパーツ ¥580 ● ●
BM-300 フロント /リヤ サスマウント ¥800 ● ●
BM-300B サスアームピン ボール ¥350 ● ●
BM-300F フロント サスペンションブレース ¥380 ● ★
BM-300FB スペシャル フロントブレース ¥980 ★ ●
BM-300FR アルミ製 F サスマウント (後側 ) ¥1,750 ★ ★
BM-300RF アルミ製 リヤサスマウント (Ｆ ) ¥1,200 ★ ★
BM-300RR3 アルミ製 リヤサスマウント (Ｒ３度 ) ¥1,200 ★ ★
BM-302C センターミッションケース ¥1,400 ● ●
BM-302F フロント ミッションケース ¥900 ● ●
BM-302GC アルミ製 メインギヤ カバー ¥2,800 ★ ●
BM-302R リヤ ミッションケース ¥900 ● ●
BM-303 インプット シャフト ¥400 ● ●
BM-304 モーターマウント セット ¥1,800 ● ★
BM-304SS スペシャル モーターマウントセット ¥3,500 ★ ●
BM-412 スタビ セット ( 前後共通 ) ¥980 ★ ●
BM-413 フロント ステアリング ハブキャリア ¥420 ● ●
BM-414 キングピン セット ¥200 ● ●
BM-414A アルミ製 キングピン セット ¥850 ★ ★
BM-415C Ｆ /Ｒ ハブキャリア スペーサー ¥150 ● ●
BM-415R リヤ ハブキャリア ¥420 ● ★
BM-415R0 アルミ製 リヤハブキャリア (０度 ) ¥3,400 ★ ●
BM-415R05 アルミ製 リヤ ハブキャリア (トーイン０. ５度 ) ¥3,400 ★ ★
BM-415R10 アルミ製 リヤ ハブキャリア (トーイン１. ０度 ) ¥3,400 ★ ★
BM-415S フロント ステアリング ブロック ¥420 ● ●
BM-4818 ＤＰ４８ １８Ｔ ピニオンギヤ ¥420 ● ●
BM-501 デフ ジョイント ¥1,180 ● ●
BM-501DS 組立完成済 ボールデフ ¥2,300 ● ●
BM-501S スペシャル デフ ジョイント ¥1,680 ★ ★
BM-503 デフ用 リングギヤ ¥560 ● ●
BM-504 ドライブ ギヤ ¥500 ● ●
BM-508 デフ アジャスタブルキット ¥280 ● ●
BM-508T デフ用 Ｔナット ¥240 ● ●
BM-670C スリッパーパッド ¥580 ● ●
BM-670D スリッパードライブカップ ¥1,180 ● ●
BM-670P スリッパープレート ¥1,100 ● ●
BM-670S Ｍ３×８ ＢＨスクリュー ¥150 ● ●
BM-670SP スリッパーアジャスタブル キット ¥450 ● ●
BM-821 フロント ホイル ¥400 ● ●

BM-827 リヤ ホイル ¥400 ● ●
BM-BP バッテリーパッド (パックバッテリー用 ) ¥240 ● ●
BM-D1 Ｂ－ＭＡＸ用 デカル ¥630 ● ●
BM-N4F Ｍ４フランジ付 ロックナット ¥150 ● ●
BM-S4AJ ショック用 スプリング アジャストナット ¥600 ● ★
BM-S4C ショック用 Ｏリングキャップ ¥600 ● ★
BM-S4FR フロント /リヤ ショックボディ ¥800 ● ★
BM-S5F フロント ショックシャフト ¥400 ● ★
BM-S5R リヤ ショックシャフト ¥400 ● ★
BM-S7 ショック用 メンテナンスキット ¥750 ● ★
BM-S8 ショック キャップ ¥700 ● ★
BM-SG81 ＤＰ４８ ８１Ｔスパーギヤ (スリッパークラッチ用 ) ¥750 ★ ★
BM-SG84 ＤＰ４８ ８４Ｔスパーギヤ (スリッパークラッチ用 ) ¥750 ★ ★
BM-SG87 ＤＰ４８ ８７Ｔスパーギヤ ¥500 ● ●
BM-T16 インナースポンジ ¥650 ● ●
BM-TBL ターンバックル レンチ ( 対辺４㎜ ) ¥170 ● ★
BM-ASS B-MAX4用 ビスセット ● ●
BM-ASST B-MAX4用 チタンビスセット ¥3,980 ★ ★
BM-S106 ブラック“エックス”ショック ピストン (２個入 ) ¥400 ★ ●
BM-S116 ホワイト“エックス”ショック ピストン (２個入 ) ¥400 ★ ●
BM-S12100 リヤ“エックス”ショック スプリング (オレンジ /ソフト ) ¥550 ★ ●
BM-S12105 リヤ“エックス”ショック スプリング (グリーン /ＳＳ ) ¥550 ★ ●
BM-S12110 リヤ“エックス”ショック スプリング (ピンク /ＳＳＳ )) ¥550 ★ ●
BM-S1260 フロント“エックス”ショック スプリング (パープル /ハード ) ¥480 ★ ★
BM-S1265 フロント“エックス”ショック スプリング (セット標準 /ミディアム ) ¥480 ★ ●
BM-S1270 フロント“エックス”ショック スプリング (オレンジ /ソフト ) ¥480 ★ ★
BM-S1275 フロント“エックス”ショック スプリング (グリーン /ＳＳ ) ¥480 ★ ★
BM-S1280 フロント“エックス”ショック スプリング (ピンク /ＳＳＳ ) ¥480 ★ ★
BM-S1290 リヤ“エックス”ショック スプリング (パープル /ハード ) ¥550 ★ ★
BM-S1295 リヤ“エックス”ショック スプリング (セット標準/ミディアム ) ¥550 ★ ★
BM-S312 “エックス”ショック スプリング カップ ¥600 ★ ●
BM-S4AJ12 “エックス”ショック スプリング アジャストナット(Oリング付) ¥450 ★ ●
BM-S4F12 フロント " エックス " ショック シリンダー (Oリング付 ) ¥1,050 ★ ●
BM-S4R12 リヤ " エックス " ショック シリンダー (Oリング付 ) ¥1,050 ★ ●
BB-105-2 ５φ×１０φ ベアリング (インプットシャフト用 ２ヶ入 ) ¥450 ● ●
BB-1050H H.D. ５φ×１０φ ベアリング ¥650 ★ ★
BB-1480-2 ８φ×１４φ ベアリング (トランスミッション用 ) ¥480 ● ●
BB-1510 １０φ×１５φ ベアリング ２個入 ( バルクヘッド用 ) ¥600 ● ●
BB-1510P プレシジョン ベアリング（１０φ×１５φ） ¥980 ★ ★
BB-1812 １２φ×１８φ ベアリング ２個入 ¥600 ● ●
BB-730-4 ３φ×７φ ベアリング ４個入 ¥800 ● ●
BB-85-4 ５φ×８φ デフインナー用ベアリング (４個入 ) ¥980 ● ●
BB-850P プレシジョン ベアリング（５φ×８φ） ¥980 ★ ★
BB-135-2 φ５xφ１３ ボールベアリング(BM-415R05/R10用 ) ¥450 ★ ★
CS-SBG ブラック グリス ( スラスト用 ) ¥430 ★ ★
CS-SDL ステルス デフルーブ (デフボール用 ) ¥430 ★ ★
SD-303S インプットシャフト用 Ｍ２. ６×６皿ビス ¥200 ● ●
SD-TB39 ３９ｍｍ ターンバックル (２本入 ) ¥300 ● ★
ZC-TB39 ３９ｍｍ チタン製 ターンバックル（２本入） ¥700 ★ ●
SP-011H ホイルハブ ピン ( ハードタイプ ４本入 ) ¥420 ★ ★
TF-610 Ｔｙｐｅ Ｙ フロントタイヤ ¥680 ● ●
TR-61 Ｔｙｐｅ Ｙ リヤタイヤ ¥750 ● ●
ZC-T16M オフロード用 インナースポンジ（ミディアム） ¥380 ★ ★
YS-1125 リヤ ショック スプリング (ブラック ) ¥420 ● ★
YS-1185 フロント ショック スプリング (ブラック ) ¥420 ● ★
YS-7S ショック用 ソフト " Ｏ " リング ( クリア ８個入 ) ¥120 ● ●
YS-7-2 ハイ キャパシティ用 メインテナンスキット ¥250 ★ ●
YS-5S-2T チタン コート ショックシャフト (Ｓサイズ ２本入 ) ¥980 ★ ●
YS-5L-2T チタン コート ショックシャフト (Ｌサイズ ２本入 ) ¥980 ★ ●
YS-6BH アルミ製 ショックエンド ボール ( ハードコート ４個入 ) ¥580 ★ ●
YS-8BH アルミ製 ショックキャップ ボール ( ハードコート ４個入 ) ¥580 ★ ●
ZC-105 防塵用マジックテープ ¥180 ● ●
ZC-203B 耐熱両面テープ (25mm×150mm ３枚入 ) ¥250 ● ★
ZC-206LH 6角穴付 ロッドエンド ボール ( Ｌサイズ 6個入 ) ¥480 ● ★
ZC-206MH 6角穴付 ロッドエンド ボール ( Ｍサイズ 6個入 ) ¥480 ● ★
ZC-S120S １２. ０ｍｍ スペーサーシム (0.1 0.2mm厚 ) ¥420 ● ●
ZC-S50S ５. ０ｍｍ スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm厚 ) ¥450 ● ●
ZC-S80S ８. ０ｍｍ スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm厚 ) ¥450 ● ●
ZD-505 3/32 プレシジョンボール (デフ用 24個入） ¥150 ● ●
ZD-505T 3/32 タングステンボール (デフ用 12個入） ¥980 ★ ★
ZD-505C12 3/32 セラミックボール (デフ用 12個入） ¥1,980 ★ ★
ZD-507T 1/16 T カーバイトボール (16個入） ¥680 ★ ★
ZR-200A ブラック アンテナ セット ( キャップ付 , ２本入 ) ¥180 ● ●
ZR-BP バッテリーパッド（バッテリーホルダー用） ¥120 ● ●
ZS-506 デフ用 ドライブリング (２枚入 ) ¥250 ● ●
ZS-507 デフ用 スラストベアリング セット ¥200 ● ●
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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。

PARTS LIST

CL CHALLENGER 1.9
品　番 品　　名 入数 価格

キット
CL-C60 CL チャレンジャー 1.9（組立済完成／レッド） ¥16,800
CL-C60Y CL チャレンジャー 1.9（組立済完成／イエロー） ¥16,800

C-001 バンパー（前後共通２本入） ¥190
C-001M パンパー マウント（前後共通２個入） ¥220
C-001S ストロング バンパー セット ¥1,980 ★
C-002S サイド プレート（２枚入） ¥580
C-002B ボトム プレート ¥330
C-002U アッパー プレート ¥440
C-002UA アルミ製 アッパープレート ¥1,980 ★
C-002SA アルミ製 サイドプレート ¥5,200 ★
C-002SAL アルミ製 サイドプレート（ロング） ¥6,000 ★
C-008L ロア サス リンク（２本入） ¥360
C-008U アッパー サス リンク（２本入） ¥360
C-008A アルミ製 アッパー／ロア サスリンク ¥4,200 ★
C-008AL アルミ製 アッパー／ロア サスリンク（ロング） ¥8,400 ★
C-010A Ｆ／Ｒ アクスル（前後共通４本入） ¥1,250
C-010DL ドライブシャフト（ロング・２本入） ¥780
C-010DS ドライブシャフト（ショート・２本入） ¥630
C-010E ４Φ Ｅクリップ（８個入） ¥190
C-011 ホイル 取付用 六角ハブ（４個入） ¥290
C-011AW ワイド ホイールハブ／アクスル セット ¥4,200 ★
C-011P ホイルハブ 取付用 ピン（４本入） ¥160
C-016 ボディポスト ¥360
C-016M ボディポスト マウント ¥190
C-118 バッテリー ホルダー ¥280
C-200 サーボセイバー セット ¥330
C-016H ボディマウント フードピン（８個入） ¥160
C-203 サーボマウント（１個入） ¥190
C-203A アルミ製 サーボマウント（１個入） ¥1,800 ★
C-206 ロッドエンド スチールボール（ネジ切無・４個入） ¥320
C-206T ロッドエンド スチールボール（ネジ切有・４個入） ¥320
C-206S Φ３×Φ８×５ スペーサー ¥100
C-207S ステアリング リンケージ ロッド（63mm・１本入） ¥240
C-207SL ＳＴブロック 固定用ロッド（58mm・１本入） ¥240
C-207T ステアリング タイロッド（１本入） ¥330
C-207 ボールエンド プラスティックパーツ（８個入） ¥440
C-302L ロア ギヤボックス ¥510
C-302US アッパー ギヤボックス（ショート） ¥330
C-302UL アッパー ギヤボックス（ロング） ¥330
C-302C ギヤボックス カバー（１枚入） ¥100
C-302CA アルミ製 ギヤボックス カバー（2枚入） ¥1,800 ★
C-303-1  １ｓｔ．ギヤ ¥280
C-303-2 ２ｎｄ．ギヤ ¥280
C-303-F ファイナル ギヤ ¥280
C-303-FM HDメタル ファイナル ギヤ ★
C-303 １ｓｔ／２ｎｄギヤ用 シャフト（４本入） ¥260
C-300L ロアサス リンク マウント（２個入） ¥280
C-300LA アルミ製 ロアサス リンク マウント（２個入） ¥3,200 ★
C-300U アッパーサス リンク マウント（１個入） ¥220
C-300UA アルミ製 アッパーサス リンク マウント（１個入） ¥1,980 ★
C-414C キングピンカラー（４個入） ¥400
C-415 ステアリングブロック（２個入） ¥360
C-415A アルミ製 ステアリングブロック（２個入） ¥3,200 ★
C-415L アルミ製 ステアリングロック（２個入） ¥1,800 ★
C-P13 １３Ｔ ピニオンギヤ（M3×3セットスクリュー付） ¥200
PG4813 DP48 アルミ ピニオンギヤ 13T ¥650 ★
C-S1 ショックシャフト（２本入） ¥400
C-S2 ショックスプリング（２本入） ¥240
C-S2MH Mハード ショックスプリング（２本入） ¥240 ★
C-S3 ショック プラスティック パーツ（２本分） ¥440
C-S4 ショックキャップ ナット（２個入） ¥240
C-S5 ショックシャフト用 Ｏリング（８個入） ¥160
C-S6 ショックキャップ用 Ｏリング（４個入） ¥160
C-SA アルミ製 ショック セット（4本入） ¥4,600 ★
C-CLW01 ビードロック ３ｐｃｓホイル（２本入） ¥580
C-CLW02 アルミ製 ビードロック ３ｐｃｓホイル（２本入） ¥5,200 ★
C-BLB アルミ ビードロック リング（青）（２枚入） ¥1,380 ★
C-BLR アルミ ビードロック リング（赤）（２枚入） ¥1,380 ★
C-BLS アルミ ビードロック リング（銀）（２枚入） ¥1,380 ★
C-CL01 ロックファイターⅡ タイヤ（２本入） ¥870
C-CL03 ロックファイターⅢ タイヤ（２本入） ¥1,980 ★
C-CL04 ロックファイターⅣ タイヤ（２本入） ¥2,100 ★
C-CLTI インナースポンジ ¥380 ★
C-CLS ＣＬチャレンジャー用 ビスセット ¥900
C-60BS ' ６０トラック ボディセット（クリアー／デカール付） ¥2,000
C-60D ' ６０トラック用 デカール ¥520

C-60LS ' ６０トラック用 ライト／グリル セット ¥2,100 ★
C-MF01 フロント用 モーター ¥820
C-MR01 リア用 モーター ¥820
C-M02 280TL モーター（ロングタイプ） ¥1,280 ★
C-DU ディグユニット（後輪ブレーキ）　※3ch用 ¥3,200 ★

C-BBS ボールベアリング セット
（１台分・６３×８個、１２８×４個、１０５×１６個） ¥2,800

ランニング セット
CL-RS CL チャレンジャー1.9 専用 ランニング セット ¥14,600
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展開図 ■ B-MAX4 Factory

B-MAX4 FACTORY 
Exploded View
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品　番 品　　名 入数 価格 適合

パ
ッ
ケ
ー
ジ

レ
ー
サ
ー

Type C

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-001WS バンパーウェイト セット ¥1,980 ★ ★ ★
SD-BW バンパーウェイト (１０ｇ×５個入 ) ¥780 ★ ★ ★
SD-001FW バンパーウェイト 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-002MC モールデッド メインシャーシ (リポ／リフェ対応 ) ¥3,500 ● ● ●

SD-002MCG ＣＧ製モールデッド メインシャーシ
(リポ／リフェ対応 ) ¥5,400 ★ ★ ★

SD-002MCL ＣＧ製モールデッド メインシャーシ
（マシンカット済 リポ／リフェ対応 ) ¥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-118C バッテリープレート／マウントセット
(リポ／リフェ対応 ) ¥820 ★ ★ ★

SD-118M アルミ製 スペシャルバッテリーポスト ¥480 ★ ★ ★
SD-118R RTR用 バッテリーマウント ¥400 ● ● ★
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-017C フロント /リヤ ショックタワー ¥680 － － ●
SD-304GC スパーギヤ カバー（樹脂シャーシ用） ¥480 ● ● －
SD-304C メインギヤ カバー ¥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-202R ベルクランクポスト 2 ¥300 ● ● ●
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-206MH ６角穴付 ロッドエンドボール
(サイズ /12.8mm/6個入 ) ¥480 ★ ★ ●

ZC-206HS アルミ製 ロッドエンドボール 4 ¥800 ★ ★ ★
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 ● ● ●

SD-TB25 ターンバックル 25mm 2 ¥300 ● ★ ●
SD-TB27 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-206MH ６角穴付 ロッドエンドボール
(サイズ /12.8mm/6個入 ) ¥480 ★ ★ ●

ZC-206LH ６角穴付 ロッドエンドボール
(Ｌサイズ /全長14.7mm) ¥480 ★ ★ ●

ZC-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ★ ●
SD-207 RTR用 タイロッド ＆ リンケージ セット ¥550 ● ● －
SD-TB20 ２０ｍｍ ターンバックル ¥300 － － ●
ZC-TB20 チタン製 ターンバックル　２０ｍｍ ¥700 － － ★
SD-TB25 ２５ｍｍ ターンバックル ¥300 － － ●
ZC-TB25 チタン製 ターンバックル　２５ｍｍ ¥700 － － ★
SD-TB33 ３３ｍｍ ターンバックル ¥300 － － ●
ZC-TB33 チタン製 ターンバックル　３３ｍｍ ¥700 － － ★
SD-TB39 ターンバックル 39mm ¥300 ● ★ －
ZC-TB39 チタン製 ターンバックル 39mm 2 ¥700 ★ ★ －
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-008UC アッパー“Ａ”アーム ¥500 － － ●
SD-008C ロア“Ａ”アーム  ( リンクマウント付 ) ¥550 － － ●
SD-008RC  “Ａ”アーム ロッドエンド ¥500 － － ●
SD-008S キャスター アングル スペーサー ¥120 － － ●
SD-009U アッパー“Ａ”アーム ピン ¥350 － － ●
ZC-S37 リンク マウント スペーサー ¥100 － － ●
SD-009 ハード サスアームピン セット ¥720 ● ● －
SD-009A アウター サスアームピン ¥300 ● ● －
SD-009B インナー サスアームピン ¥350 ● ● ●

ZC-BH265 サスアームピン固定用
タッピングスクリュー（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-300D フロント ＆ リヤ サスマウント セット ¥780 ● ● ●
SD-300M サスマウントセット（FR ＆ RF セパレートタイプ） ¥580 ● ● ●
SD-300C アッパーアームマウント /リヤサスマウント ¥550 － － ●

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-SS48 セットスクリュー M4× 8mm 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-414S RTR用 ショートタイプ キングピン 2 ¥200 ● ● －
SD-414KBC ６角穴付 キング ピン ボール ¥350 － － ●
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 ★ ★ －
SD-412FS フロント スタビ セット ( ５種類入 ) ¥1,280 ★ ★ ★
SD-412RS リヤ スタビ セット ( ６種類入 ) ¥1,380 ★ ★ －
ZC-206A アルミ製 アンチロールバーボール 2 ¥320 ★ ★ ★
ZC-207A アンチロールバー用 ロッドエンド 4 ¥100 ★ ★ ★
ZS-412S アンチロールバー用 ストッパー ¥280 ★ ★ ★
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 ★ ★ ★

ドライブシャフト
SD-010FC フロント L.F. ユニバーサルドライブシャフト（完成） 2 ¥2,100 ● ● －
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 ★ ★ －
SD-010RC リア L.F. ユニバーサル セット（完成） 2 ¥2,100 ★ ★ －
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 ● ● －
D-032 Ｌ . Ｆ . フロントユニバーサル (φ２ピン仕様 ) ¥2,100 ★ ★ ●
D-037 Ｌ . Ｆ . フロントアクスル (φ２ピン仕様 ) ¥480 ★ ★ ●
D-041 Ｌ . Ｆ . フロント /リヤ ボーン ( φ２ピン仕様 ) ¥520 ★ ★ ●
D-042 Ｌ . Ｆ . ジョイント /ピン セット ( φ２ピン仕様 ) ¥250 ★ ★ ●

ZC-SS325L Ｍ３×２. ５mm セットスクリュー
(ネジロック加工済 ５本入 ) ¥180 ● ● ●

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 ● ● ●
SD-011AD アルミ製 ベンチレーテッド ディスク ホイールハブ ¥5,980 ★ ★ ★
SD-011 ホイールハブピン／ナット ¥200 ● ● ●
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 ★ ★ ★

PARTS LIST

DRIFT PACKAGE （シャシー編）
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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 ナロー クランプ式 ホイールハブ ¥980 ★ ★ ★

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-644 アルミ製 メイン ドライブ シャフト（ブルー） ¥680 ★ ★ ●
SD-644S メイン ドライブ シャフト（シルバー） ¥580 ● ● ★
SD-644C センタードライブカップ ¥120 ● ● ●
SD-644CR RTR用 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 ● ● ●
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-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 ★ ★ ★

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-S80B ドライブギア用 シム 2 ¥100 ● ● ●
SD-S70 RTR用 48ピッチ 70T スパーギヤ ¥400 ● ● ●

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
D-021 H.D. フロント ワンウェイ ユニット ¥3,600 ★ ★ ★
D-022 H.D. フロント ワンウェイ用 ハウジング ¥2,800 ★ ★ ★
D-023 H.D. フロント ワンウェイ用 ドライブカップ 2 ¥680 ★ ★ ★
D-021M H.D. フロント ワンウェイ用 メンテナンス キット ¥120 ★ ★ ★

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 ★ ★ ★

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 & ソリッドアクスル
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-501DA アルミ製 完成ボールデフ ¥4,200 ★ ★ ★
SD-501SAS ソリッドアクスルセット（デフロック） ¥880 ● ● ●
SD-501SA ソリッドアクスル 2 ¥780 ● ● ●
SD-501SS ソリッドアクスル用 スプリング 2 ¥250 ★ ★ ★
SD-501SAA アルミ製 ソリッドアクスル セット ¥2,800 ★ ★ ★
SD-501SAR ジョイントスリーブ（デフ／ソリッドアクスル用） ¥680 ★ ★ ★
SD-501RS スチール製 デフジョイントリング ¥200 ● ● ●
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 ★ ★ ★
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-505G ３/３２ チタンコート デフボール 12 ¥520 ★ ★ ★
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 ★ ★ ★
CS-DG デフ グリス ( デフボール用 ５ｇ入 ) ¥480 ● ● ●
CS-BG ブラック グリス（スラストボール用 ５ｇ入） ¥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 ★ ★ ★

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-6B アルミ製 ショックエンドボール (４個入 ) ¥480 ★ ★ ★
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-8C ショック キャップ ストッパー (YS-8BC用 ) ¥450 ★ ★ ●
YS-8BC ショック キャップ ボール (YS-8C用 ) ¥400 ★ ★ ●
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-7HG ハイグレード Ｏリング (耐油 ブルー８個入 ) ¥380 ★ ★ ★
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 ★ ★ ●
YS-8HD フッ素ゴム ハイパー ダイヤフラム ¥380 ★ ★ ★
YS-1RTR RTR用 ショックセット ¥800 ★ ● ★
YS-8R RTR用 ショック マウンティング セット ¥520 ★ ● ★

ショックスプリング
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-2D2S Swift 製 スーパーソフト ショックスプリング 2 ¥650 ★ ★ ★
YS-2DS Swift 製 ソフト ショックスプリング 2 ¥650 ★ ★ ★
YS-2DMH Swift 製 Mハード ショックスプリング 2 ¥650 ★ ★ ★
YS-2DH Swift 製 ハード ショックスプリング 2 ¥650 ★ ★ ★
YS-2DS4 Swift 製 ショックスプリング（4種各2） ¥2,350 ★ ★ ★

その他
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-TBS4 ターンバックル セット（対辺4mm 7本入り） ¥1,100 ● ★ ●
SD-007DP チタン ターンバックルセット（レンチ付） ¥2,800 ★ ★ ★
YT-HDG ２ＷＡＹ ゲージ ( ハイト＆ドループ ) ¥1,280 ★ ★ ★
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-DPTS ドリフトパッケージ用 3mmスクリューセット
（タッピング入） ¥700 ● ● ●

YT-300 十字レンチ ¥200 ● ● ●
SD-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 ★ ★ ★
ZC-203 両面テープ ¥90 ● ● ●
ZC-203B 耐熱両面テープ (25mm×150mm ３枚入 ) ¥250 ★ ★ ★
FTP-1596 アソシ ネジロック ¥480 ★ ★ ★
YT-DCG アルミ キャンバーゲージ ¥1,980 ★ ★ ★
YT-CGP キャンバーゲージ PRO（黒） ¥1,280 ★ ★ ★
YT-CGPB キャンバーゲージ PRO（ブルー） ¥1,280 ★ ★ ★
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 ★ ★ ★
TS-2107 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 1° ¥3,500 ★ ★ ★
TS-2108 軽量 ＳＰ アルミ サーボマウント ¥1,280 ★ ★ ★
TS-2109 スペシャル ベルクランク (アッカーマン変更可能 ) ¥3,500 ★ ★ ★
TS-2110 ドリパケ /プラス用  ハイクオリティ アルミシャーシ ¥14,800 ★ ★ ★
TS-2111B リアルキャリパー セット フロント用 ( ブルー ) ¥4,180 ★ ★ ★
TS-2111G リアルキャリパー セット フロント用 ( ゴールド ) ¥4,180 ★ ★ ★
TS-2111G リアルキャリパー セット フロント用 ( レッド ) ¥4,180 ★ ★ ★
TS- 2112B リアルキャリパー セット リヤ用 ( ブルー ) ¥4,180 ★ ★ ★
TS- 2112G リアルキャリパー セット リヤ用 ( ゴールド ) ¥4,180 ★ ★ ★
TS- 2112R リアルキャリパー セット リヤ用 ( レッド ) ¥4,180 ★ ★ ★

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　　－ ＝適合しません
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

塗装済ボディセット
SD-HKSBP HKS HIPER SILVIA ボディセット ¥5,980
SD-BLBP BLITZ ER34 D1 SPEC ボディセット ¥6,600
SD-APBP A'PEX FD3S RX-7 ボディセット ¥6,600
SD-TSBP TOP SECRET S15 SILVIA ボディセット ¥6,600
SD-KOBP KEI OFFICE S15 SILVIA ボディセット ¥6,600
SD-Z33BP ORC Z33 ボディセット ¥6,600
SD-KUBP クニーズ チェイサー JZX100 ボディセット ¥6,600
SD-90BP トヨタ JZX90 Mk Ⅱ ボディセット ¥4,900
SD-TE30BP VERTEX RIDGE TE3006 SOARER ボディセット ¥6,600
SD-HKISBP HKS IS220 アルテッツァ ボディセット ¥6,600
SD-PS13BP DRIFT X TREME PS13 ボディセット ¥6,600
SD-DR86BP DRoo-P AE86 ボディセット ¥6,600
SD-TRBP TRUST S15 SILVIA ボディセット ¥6,600
SD-REABP RE雨宮 RX-7 ボディセット ¥6,600
SD-S144BP 460パワー S14シルビア ボディセット ¥6,600
SD-GDBBP YUKE'S インプレッサ ボディセット ¥6,600

ボディセット
SD-TSFCBS チーム侍 プロジェクト ＦＣ３Ｓ ボディセット ¥4,800
SD-430BS DRoo-P 86ヤマサ ヨコハマＳＣ４３０ ボディセット ¥4,800

SD-DKPBS DUNLOP W/KOGUCHI POWER 180SX
ボディセット ¥4,800

SD-EVXBS YUKE'S CUSCO LANCER EV. Ⅹ ボディセット ¥4,800
SD-BS15BS Team BOSS W/ POTENZA S15 ボディセット ¥4,800
SD-RE7BS Ｍ７ ＲＥ雨宮ＴＯＹＯ Ｄ１- ７ ボディセット ¥4,800
SD-C35BS ワンダー Ｃ３５ローレル ボディセット ¥4,800
SD-DM13BS D-MAX Diversion ADVAN ワンビア ボディセット ¥4,800
SD-GDBFBS YUKE'S SYMS GDB インプレッサ ボディセット ¥4,800
SD-ZCRBS グッドイヤーレーシング ゼロクラウン ボディセット ¥4,800
SD-1093BS 1093 SPEED S14 シルビア ボディセット ¥4,800
SD-BLDBS BLITZ DUNLOP ER34 ボディセット ¥4,800

SD-B324BS GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン
ボディセット ¥4,800

SD-TY15BS Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
ボディセット ¥4,800

SD-S144BS 460パワー S14シルビア ボディセット ¥4,800
SD-SR86BS SunRISE/Mercury AE86 LEVIN ボディセット ¥4,800
SD-PS13BS DRIFT X TREME PS13 ボディセット ¥4,800
SD-86LBS 林 AE86 LEVIN ボディセット ¥4,800
SD-TE30BS VERTEX RIDGE TE3006 SOARER ボディセット ¥4,800
SD-TRBS TRUST S15 SILVIA ボディセット ¥4,800
SD-DR86BS DRoo-P AE86 ボディセット ¥4,800
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'z 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-JZZBS TOYOTA SOARER JZZ30 ストリートバージョン
ボディセット ¥3,980

SD-90BS TOYOTA MARKⅡ JZX90 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 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-SC430W DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430

アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-TSFCW Team SAMURAI Project FC3S
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-DKPW DUNLOP W/KOGUCHI POWER 180SX
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-EVXW YUKE'S CUSCO LANCER EV. Ⅹ
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-BS15W Team BOSS W/ POTENZA S15
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-REA7W M7 RE雨宮 TOYO D1-7 アクセサリーパーツ セット ¥550
SD-C35W WONDER C35 LAUREL アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-DM13W D-MAX Diversion ADVAN ワンビア
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-GDBFW YUKE'S SYMS GDB インプレッサ
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-ZCRW グッドイヤーレーシング ゼロクラウン
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-1093W 1093 SPEED S14 シルビア
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-BLDW BLITZ DUNLOP ER34 アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-B324W GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-TYS15W Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-S144W 460POWER S14 SILVIA アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-SR86W SunRISE/Mercury AE86 LEVIN
アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-PS13W DRIFT X TREME PS13 アクセサリーパーツ セット ¥550
SD-TRS15W トラスト S15 アクセサリーパーツ セット ¥680
SD-JZZW Ｔ＆Ｅ ソアラ アクセサリーパーツ セット ¥550
SD-DR86W DRoo-P トレノ アクセサリーパーツ セット ¥380
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-Z33W ORC Z33 アクセサリーパーツ セット ¥550

SD-JZW Kunny'z CHASER JZX100
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-ACMD デュアル マフラー (２個付 ) ¥420
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
D-011 3D グラファイト ウィング セット ¥4,200

ライトユニット
SD-S15LS S15用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-ER34LS ブリッツ用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-220LS アルテッツァ用 10灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,400
SD-Z33LS Z33用 10灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,400
SD-JZXLS チェイサー用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-GDBLS インプレッサ用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-JZALS RSRスープラ用 10灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,400
SD-REALS RE雨宮用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-90LS JZX90 Mk Ⅱ用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-30LS JZZ30用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-86LLS 林レビン用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-PS13LS PS13用 12灯 ライト組込済 プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-S144LS 460 S14用 １２灯 ライト組込済プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-SR86LS 日比野SR86用 １２灯 ライト組込済プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-DR86LS DRoo-P 86用 １２灯 ライト組込済プラパーツ（点灯） ¥5,800
SD-B324LS B324R用 １２灯 ライト組込済プラパーツ（点灯） ¥5,800
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-LW333 10/12灯用 LEDライト用 2又コード (3P→ 3P/3P) ¥550
SD-LW222 BEC用 LEDライト用 2又コード (2P→ 2P/2P) ¥550
SD-LW332 LEDライト用 2又コード (3P→ 3P/2P) ¥550

SD-LW223 BEC用 LEDライト用 2又コード 
(3P→ 2P/3Pハウジング ) ¥550

SD-LW22 BEC用 LEDライト用 延長コード (2P→ 2P) ¥300
SD-LW22L LEDマフラー用 延長コード (2P→ 2P)150mm ¥320

D-065 アクティブ ＬＥＤ ライトユニット " ２"
フロント×4灯 リヤ×6灯 ( 増灯コネクター 6個付 ) ¥3,800

D-066 D-065用 増灯用 LEDライトセット (赤色 ２灯入 ) ¥480
D-067 D-065用 増灯用 LEDライトセット (青色 ２灯入 ) ¥480
D-068 D-065用 増灯用 LEDライトセット (オレンジ色 ２灯入 ) ¥480
D-069 D-065用 増灯用 LEDライトセット (白色 ２灯入 ) ¥480

SD-BLDL ダンロップER34スカイライン用
ライトユニット プラパーツ ¥650

SD-1093L 1093 SPEED S14 シルビア用
ライトユニット プラパーツ ¥650

SD-ZCRL G/Y ゼロクラウン用 ライトユニット プラパーツ ¥650

SD-GDBFL YUKE'S SYMS GDB インプレッサ用
ライトユニット プラパーツ ¥650

SD-C35L WONDER C35 LAUREL ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-REA7L M7 RE雨宮 TOYO D1-7 ライトユニット プラパーツ ¥650
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SD-EVXL YUKE'S CUSCO LANCER EV. Ⅹ
ライトユニット プラパーツ ¥650

SD-S144L 460 S14用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-B324L B324R用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-PS13L PS13 SILVIA 用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-86LL 林渡 AE86 LEVIN ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-JZZ30L ソアラ用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-JZX90L マークⅡ用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-REAL RE雨宮用 ライトユニット プラパーツ ¥650
SD-JZAL RSRスープラ ライトユニット プラパーツ ¥650
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-L7C オートチェンジ“７”カラーＬＥＤセット (２灯入 ) ¥2,480
SD-FUNB スーパーフレキシブル アンダーネオン (ブルー ) ¥3,200
SD-FUNR スーパーフレキシブル アンダーネオン (レッド ) ¥3,200
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-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
SD-WD ホイルライト用 ボタン電池 (４個入 ) ¥300
D-019 ドリフトカー用 LEDドアミラー ¥1,800

デカール
SD-HKSD HKS HIPER SILVIA デカールセット ¥2,200
SD-APEXD APEX FD3S RX-7 デカールセット ¥2,700
SD-BLRD BLITZ ER34 D1 SPEC デカールセット ¥2,700
SD-TSS15D TOP SECRET S15 SILVIA デカールセット ¥2,700
SD-KOS15D KEI OFFICE S15 SILVIA デカールセット ¥2,700
SD-HKISD HKS IS220 デカールセット ¥2,200
SD-Z33D ORC Z33 デカールセット ¥2,700
SD-KUD クニーズ チェイサー JZX100 デカールセット ¥2,700
SD-GDBD YUKE'S インプレッサ デカールセット ¥2,700
SD-RSRD RSR スープラ デカールセット ¥2,700
SD-READ RE雨宮 RE-7 デカールセット ¥2,700
SD-DR86D DRoo-P AE86 デカールセット ¥2,700
SD-TE30D T&E ソアラ JZZ30 デカールセット ¥2,700
SD-TRS15D トラスト S15 シルビア デカールセット ¥2,700
SD-86LD 林渡 AE86 レビン D1スペック デカールセット ¥2,700
SD-PS13D エクストリーム PS13 シルビア デカールセット ¥2,700
SD-SR86D サンライズ マーキュリー AE86 レビン デカールセット ¥2,700
SD-S144D 460パワー S14 シルビア デカールセット ¥2,700

SD-TYS15D Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
デカール セット ¥2,700

SD-B324D GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン
デカール セット ¥2,700

SD-BL34DD BLITZ DUNLOP ER34 デカール セット ¥2,700
SD-1093D 1093 SPEED S14 シルビア デカール セット ¥2,700
SD-ZCRD グッドイヤーレーシング ゼロクラウン デカール セット ¥2,700
SD-GDBFD YUKE'S SYMS GDB インプレッサ デカール セット ¥2,700
SD-DM13D D-MAX Diversion ADVAN ワンビア デカール セット ¥2,700
SD-C35D WONDER C35 LAUREL デカール セット ¥2,700
SD-REA7D M7 RE雨宮 TOYO D1-7 デカール セット ¥2,700
SD-BS15D Team BOSS W/ POTENZA S15 デカール セット ¥2,700
SD-EVXD YUKE'S CUSCO LANCER EV. Ⅹデカール セット ¥2,700

SD-DKPD DUNLOP W/KOGUCHI POWER 180SX
デカール セット ¥2,700

SD-SC430D DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430
デカール セット ¥2,700

SD-TSFCD Team SAMURAI Project FC3S デカール セット ¥2,700
SD-180D NISSAN 180SX デカール セット ¥980
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-90D TOYOTA MARKⅡ JZX90 デカール セット ¥980
SD-IS220D IS220 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
ZR-D12P YOKOMOメタルデカール（ピンク） ¥480

ドリフトシリーズ オプションパーツ
D-001 ドリパケ /プラス用 アルミ製 サーボマウント ¥980
D-002 ドリパケ /プラス用 アルミ製 リヤ シャーシブレース ¥2,980
D-003 アルミ製 フロント ステアリング ハブキャリア ¥3,200
D-004 ドリパケ/プラス用 アルミ製 ベルクランク セット(ベアリング４個入) ¥3,980
D-011 ３Ｄ グラファイト ウイング セット ¥4,200
D-012 アルミ製 ウイングステー (3D グラファイト ウイング専用 ) ¥860
D-013 ドリフト オイル ¥980

D-014 ドリフト タイプＢ用　チタン製 ３mmスクリューセット
(タッピング入 ) ¥3,900

D-015 ドリフト タイプＢ用
グレードアップコンバージョン ＳＴ - １ タイプＢ ¥4,800

D-016 ドリフトマスター用 チタン製 ３mmスクリューセット
(８３本入 ) ¥3,200

D-017 ドリパケ /プラス用 アルミ製 フロント シャーシブレース ¥3,800

D-018 ドリフトレーサー用
グレードアップ コンバージョンキット ステージ１ ¥4,500

D-019 ＬＥＤ ドアミラー ¥1,800
D-020 グレードアップ コンバージョン ＳＴ - ２ ¥4,980
D-021 Ｈ . Ｐ . フロント ワンウェイ ユニット ¥3,600
D-021M フロント ワンウェイ用 メンテナンス パーツ ¥120
D-022 Ｈ . Ｐ . フロントワンウェイ ハウジング (D-021用 ) ¥2,800
D-023 Ｈ . Ｐ . フロントワンウェイ ドライブカップ (D-021用 ) ¥680

D-024 軽量 スパーギヤ アダプター
(SG-4870シリーズ スパーギア用 ) ¥1,200

D-025 ドリフトパッケージ用 アルミ製 フロントショックタワー ¥2,480
D-026 ドリフトパッケージ用 アルミ製 リヤショックタワー ¥2,850
D-027 ドリパケ /プラス用 アルミ製 サスマウント セット ¥4,800
D-028 ドリパケ /プラス用 スペシャル カーボンバッテリープレート ¥1,780
D-029 ドリパケ/プラス用 ステアリング ベルクランク ポスト(軽量アルミ製) ¥550
D-030 ドリパケ /プラス用 スペシャル モーターマウント セット ( アルミ製 ) ¥5,500

D-031 ドリパケ /プラス用 アルミ製 バッテリーマウント セット
( パックバッテリー専用 ) ¥2,850

D-032 Ｌ . Ｆ . フロントユニバーサル (φ２ピン仕様 ) ¥2,100
D-033 Ｌ . Ｆ . リヤユニバーサル (φ２ピン仕様 ) ¥2,100
D-034 ドリフトマスター用 Ｌ . Ｆ . リヤユニバーサル (φ２ピン仕様 ) ¥2,100
D-035 ドリフト深リム用 Ｌ.Ｆ.フロントユニバーサル(φ２ピン仕様) ¥2,100
D-036 ドリフト深リム用 Ｌ . Ｆ . リヤユニバーサル (φ２ピン仕様 ) ¥2,100
D-037 Ｌ . Ｆ . フロントアクスル (φ２ピン仕様 ) ¥480
D-038 Ｌ . Ｆ . リヤアクスル (φ２ピン仕様 ) ¥480
D-039 ドリフト深リム用 Ｌ.Ｆ.フロント/リヤ ボーン(φ２ピン仕様) ¥520
D-040 ドリフトマスター用 Ｌ . Ｆ . リヤボーン (φ２ピン仕様 ) ¥520
D-041 Ｌ . Ｆ . フロント /リヤ ボーン ( φ２ピン仕様 ) ¥520
D-042 Ｌ . Ｆ . ジョイント /ピン セット ( φ２ピン仕様 ) ¥250

D-043 深リムホイル専用 フロントサスペンション セット
( φ２ピン仕様ユニバーサル ) ¥3,500

D-044 深リムホイル専用 リヤサスペンション セット
( φ２ピン仕様ユニバーサル ) ¥3,200

D-045 強化軽量 ソリッドアクスル セット ¥3,500
D-046 D-045用 ソリッドアクスル ドライブカップ (スチール製２個入 ) ¥900
D-047 アルミ製 ワイド バンパー ブレース ¥1,400

D-048 フルカウンターソリッドアクスルセット
(スタンダード リヤ1.5 倍 ) ¥2,400

D-049 ＦＣＤ スタンダード ギヤ セット ( １７Ｔ /２７Ｔ ) ¥1,800
D-050 ＦＣＤ スタンダード ソリッドアクスル (スタンダード専用 ) ¥600

D-051 フルカウンターソリッドアクスルセット
(ハイグリップ路面用 リヤ2.0 倍 ) ¥2,400

D-052 ＦＣＤ ハイグリップ路面用 ギヤセット(１７Ｔ/２０Ｔ) ¥1,800
D-053 ＦＣＤ ハイグリップ ソリッドアクスル (ハイグリップ専用 ) ¥600
D-054 ＦＣＤ用 ナット /スクリュー (１セット入 ) ¥150

D-055 D. マスター /D-005用
アルミ製 バッテリーガイド (１個入 ) ¥1,280

D-056 アルミ製 ウイング ステイ ( シルバー ) ¥860
D-057 アルミ製 ウイング ステイ ( ブラック ) ¥860
D-058 ＦＣＤ スタンダード ソリッド アクスル (アルミ製プロテクトタイプ ) ¥2,480
D-059 ＦＣＤ ハイグリップ ソリッド アクスル (アルミ製プロテクトタイプ ) ¥2,480
D-060 耐熱 /耐圧 ハード グリス ( ギヤ /ユニバーサル用 ) ¥860
D-061S Ｄ－ＭＡＸ用　スリッパークラッチ グリス ( ソフト ) ¥580
D-061H Ｄ－ＭＡＸ用　スリッパークラッチ グリス ( ハード ) ¥580
D-062 D-MAX SP用 ３mm チタン製 ビスセット (含タッピング ) ¥3,900
D-063 フロント ステアリング ハブキャリア (キャスター７度 ) ¥580
D-064 アルミ製 スプリング カップ ( ２mmロングタイプ ) ¥580

D-065 アクティブ ＬＥＤ ライトユニット " ２"
フロント×4灯 リヤ×6灯 ( 増灯コネクター 6個付 ) ¥3,800

D-066 D-065用 増灯用 LEDライトセット (赤色 ２灯入 ) ¥480
D-067 D-065用 増灯用 LEDライトセット (青色 ２灯入 ) ¥480
D-068 D-065用 増灯用 LEDライトセット (オレンジ色 ２灯入 ) ¥480
D-069 D-065用 増灯用 LEDライトセット (白色 ２灯入 ) ¥480

D-070 Ｄ－ＭＡＸ用　アルミ製 ステアリング ベルクランク
(ボールベアリング付 ) ¥3,980

D-071 フロント ステアリング ハブキャリア(アルミ製キャスター7度) ¥3,200
D-072 プラス タイプＣ用  リヤ スタビ セット ¥1,300
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展開図 ■ DRIFT PACKAGE
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展開図 ■ PLUS TYPE-C
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品　番 品　　名 入数 価格 適合

S
pecial

キット
DP-DMAX D-MAX シャーシキット ¥35,000
DP-DMAXSP D-MAX Special シャーシキット ¥45,000

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-001WS ドリフト用 バンパーウェイト セット（10g × 3 個入） ¥1,980 ★ ★
SD-BW ドリフト用 バンパーウェイト（10g × 5 個入） ¥780 ★ ★
SD-001FW フロント ウレタン バンパー（SD-001WS用） ¥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-002D D-MAX用 グラファイト メインシャーシ ¥7,100 ● ●
SD-003DF D-MAX用 グラファイト フロント アッパーデッキ ¥1,100 ● ●
SD-003DR D-MAX用 グラファイト リア アッパーデッキ ¥830 ● ●
SD-002DM D-MAX用 アッパーデッキマウント ¥300 ● ●
SD-118DM D-MAX用 バッテリーマウント ¥1,200 ● ●
SD-118DG D-MAX用 バッテリーガイド ¥600 ● ●
SD-118DP D-MAX用 グラファイト バッテリープレート ¥1,450 ● ●
SD-017D D-MAX用 グラファイト フロント ショックタワー ¥1,300 ● ●
SD-018D D-MAX用 グラファイト リア ショックタワー ¥1,450 ● ●
ZS-016 ボディマウントセット ¥460 ● ●
SD-016MB アルミ製 マルチ ボディマウント 2 ¥680 ★ ★
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-202D D-MAX用 ステアリング ベルクランク ¥550 ● ●
SD-202DP D-MAX用 ステアリング ベルクランクポスト／カラー 2 ¥780 ● ●
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 ★ ★
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 ★ ★
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 ● ●

BD-203 サーボマウント 2 ¥1,280 ● ●
SD-TB30 ターンバックル 30mm 2 ¥300 ● ★
ZC-TB29 チタン製 ターンバックル 29mm 2 ¥700 ★ ●
SD-TB52 ターンバックル 52mm 2 ¥300 ● ★
ZC-TB50 チタン製 ターンバックル 50mm 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 ¥180 ● ●
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-TB39 ターンバックル39mm 2 ¥300 ● ★
ZC-TB39 チタン製 ターンバックル39mm 2 ¥700 ★ ●
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 ● ●
SD-009A アウター サスアームピン ¥300 ● ●
SD-009B インナー サスアームピン ¥350 ● ●

ZC-BH265 サスアームピン固定用 タッピングスクリュー
（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-300D サスマウントセット
（フロントスキッド1度 & リアトーイン1度･2度･3度） ¥650 ● ★

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-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 ★ ●
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-300S アルミ製 サスマウント用 スペーサー（1mm厚） 8 ¥420 ★ ●
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 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-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-414 キングピンセット 4 ¥200 ● ●
SD-414S RTR用 ショートタイプ キングピン 2 ¥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-415DS D-MAX用 ステアリングブロック ¥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-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 ★ ★
SD-412FS フロント スタビ セット（5種類入） ¥1,280 ★ ★
SD-412RS リア スタビ セット（6種類入） ¥1,380 ★ ★
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 ★ ★
BB-106-2 ボールベアリング（Φ10×Φ6） 2 ¥450 ● ●
BB-106-4 ボールベアリング（Φ10×Φ6） 4 ¥880 ● ●
BB-1060P スーパープレシジョン ボールベアリング（Φ10×Φ6） 2 ¥980 ★ ★

ドライブシャフト
D-032 L.F. フロント ユニバーサルシャフト（Φ2ピン仕様） 2 ¥2,100 ● ●
D-033 L.F. リア ユニバーサルシャフト（Φ2ピン仕様） 2 ¥2,100 ● ●
D-037 L.F. フロント アクスル（Φ2ピン仕様） 2 ¥480 ● ●
D-038 L.F. リア アクスル（Φ2ピン仕様） 2 ¥480 ● ●
D-041 L.F. フロント／リア ボーン（Φ2ピン仕様） 2 ¥520 ● ●
D-042 L.F. ジョイント／ピンセット（Φ2ピン仕様） ¥250 ● ●

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 ● ●
SD-011AD アルミ製 ベンチレーテッド ディスクホイールハブ 4 ¥5,980 ★ ★
SD-011 ホイールハブピン／ナット ¥200 ● ●
ZS-011EL らくらくホイールハブ（軽量） ¥780 ★ ★
ZS-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 ナロー クランプ式 ホイールハブ ¥980 ★ ★

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-302C D-MAX用 センター ミッションケース セット ¥1,400 ● ●
SD-302DU D-MAX用 アッパー センター ミッションケース ¥350 ● ●
SD-302DS D-MAX用 センター ミッションケース スペーサー ¥360 ● ●
SD-302DGC D-MAX用 アルミ製 メインギヤカバー ¥2,800 ★ ●
SD-304D D-MAX用 モーターマウントセット ¥1,800 ● ★
SD-304DS D-MAX用 スペシャル モーターマウントセット ¥3,500 ★ ●
SD-010DCF D-MAX用 フロント メイン ドライブシャフト ¥1,330 ● ●
SD-010DCR D-MAX用 リア メイン ドライブシャフト ¥1,330 ● ●
SD-010DFB フロント メイン ドライブ シャフト用 ボーン ¥700 ● ●
SD-010DRB リア メイン ドライブ シャフト用 ボーン ¥700 ● ●
SD-010DTP メイン ドライブ シャフト用 ジョイントピン ¥220 ● ●
SD-303D インプット シャフト（前後共通） ¥420 ● ●
SD-303S インプットシャフト用 ビス（M2.6 × 6mm） 6 ¥200 ● ●
SD-670D D-MAX用 スリッパー ドライブカップ ¥1,180 ● ●
SD-670SP D-MAX用 スリッパー アジャスタブルキット ¥450 ● ●
SD-670C D-MAX用 スリッパー パッド 2 ¥580 ● ●
SD-670P D-MAX用 スリッパー プレートセット ¥1,100 ● ●

SD-670S D-MAX用 スリッパー スペーサー
／2.6mm SHCスクリュー ¥200 ● ●

D-061S D-MAX用 スリッパークラッチ グリス ( ソフト ) ¥580 ★ ★
D-061H D-MAX用 スリッパークラッチ グリス ( ハード ) ¥580 ★ ★
BB-63-2 ボールベアリング（Φ6×Φ3） 2 ¥420 ● ●
BB-85-4 ボールベアリング（Φ8×Φ5） 4 ¥980 ● ●
BB-850P スーパープレシジョン ボールベアリング（Φ8×Φ5） 2 ¥980 ★ ★
BB-105-2 ボールベアリング（Φ10×Φ5） 2 ¥450 ● ●
BB-1050P スーパープレシジョン ボールベアリング（Φ10×Φ5） 2 ¥980 ★ ★
BB-1480-2 ボールベアリング（Φ14×Φ8） 2 ¥480 ● ●
BB-1480P スーパープレシジョン ボールベアリング（Φ14×Φ8） 2 ¥980 ★ ★
BB-1510 ボールベアリング（Φ15×Φ10） 2 ¥600 ● ●

BB-1510P スーパープレシジョン ボールベアリング
（Φ15×Φ10） 2 ¥980 ★ ★

PARTS LIST

DRIFT PACKAGE D-MAX
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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-S80B ドライブギヤ用 シム 2 ¥100 ● ●

スパーギヤ
SG-4872S スリッパー用 スパーギヤ（72T） ¥550 ★ ★
SG-4874S スリッパー用 スパーギヤ（74T） ¥550 ● ●
SG-4876S スリッパー用 スパーギヤ（76T） ¥550 ★ ★
SG-4878S スリッパー用 スパーギヤ（78T） ¥550 ★ ★
SG-4881S スリッパー用 スパーギヤ（81Ｔ） ¥550 ★ ★
SG-4884S スリッパー用 スパーギヤ（84T） ¥550 ★ ★

ピニオンギヤ
PC-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
D-021 H.D. フロント ワンウェイ ユニット ¥3,600 ★ ★
D-021M H.D. フロント ワンウェイ メンテナンスキット ¥120 ★ ★
D-022 H.D. フロント ワンウェイ ハウジング ¥2,800 ★ ★
D-023 H.D. フロント ワンウェイ ドライブカップ 2 ¥680 ★ ★

SD-643 フロントワンウェイ用 リングギヤ &
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 リングギヤ &
ドライブギヤ セット ¥480 ★ ★

BB-1510 ボールベアリング（Φ15×Φ10） 2 ¥600 ● ●

BB-1510P スーパープレシジョン ボールベアリング
（Φ15×Φ10） 2 ¥980 ★ ★

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-501DA アルミ製 完成ボールデフ ¥4,200 ★ ★
SD-501SAS ソリッドアクスルセット（デフロック） ¥880 ● ●
SD-501SA ソリッドアクスル 2 ¥780 ● ●
SD-501SAA アルミ製 ソリッドアクスルセット 2 ¥2,800 ★ ★
SD-501SAR ジョイントスリーブ（デフ／ソリッドアクスル用） ¥680 ★ ★
SD-501RS スチール製 デフジョイントリング ¥200 ● ●
SD-501R アルミ製 デフジョイントリング 2 ¥200 ★ ★
SD-503 デフ用 リングギヤ & ドライブギヤ セット ¥380 ● ●

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

BB-85-4 ボールベアリング（Φ8×Φ5） 4 ¥980 ● ●
BB-850P スーパープレシジョン ボールベアリング（Φ8×Φ5） 2 ¥980 ★ ★
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-505G チタンコート デフボール 3/32 12 ¥520 ★ ★
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 ● ●
CS-DG デフグリス（デフボール用） ¥480 ● ●
CS-BG ブラックグリス（スラストボール用） ¥480 ● ●
BB-1510 ボールベアリング（Φ15×Φ10） 2 ¥600 ● ●

BB-1510P スーパープレシジョン ボールベアリング
（Φ15×Φ10） 2 ¥980 ★ ★

BB-1510C2 セラミック ボールベアリング（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-4SSS-6 L.F. プロショック ボディ（SSS）& キャップ ¥880 ● ●
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-6B アルミ製 ショックエンドボール ¥480 ★ ●
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-7A L.F. プロショック用 ナットOリング ¥150 ● ●
YS-7B ダウンストップ Oリング 8 ¥120 ★ ★
YS-7S Oリング（ソフト） 8 ¥120 ● ●
YS-7HG ハイグレード Ｏリング (耐油 ブルー８個入 ) ¥380 ★ ★
YS-8B-1 ショックキャップ用 アルミボール 4 ¥280 ★ ●
YS-8D ダイヤフラム ショックキャップ セット ¥680 ● ●
YS8DMH シリコン ダイヤフラム（ハードタイプ） 4 ¥350 ● ●
YS-8HD フッ素ゴム ハイパーダイヤフラム ¥380 ★ ★

YS-8Y ショックエンドキャップ ¥480 ★ ★
RS-15 アルミ製 スプリングカップ 2 ¥580 ★ ★

ショックスプリング
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-2HT SPEC.D チタン製 ショックスプリング（ハード） 2 ¥750 ★ ★
YS-2D2S Swift 製 スーパーソフト ショックスプリング ¥650 ★ ★
YS-2DS Swift 製 ソフト ショックスプリング ¥650 ★ ★
YS-2DMH Swift 製 ミディアムハード ショックスプリング ¥650 ★ ★
YS-2DH Swift 製 ハード ショックスプリング ¥650 ★ ★
YS-2DS4 Swift 製 ショックスプリング セット（4種各2） ¥2,350 ★ ★

その他
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 ★ ★
D-013 ドリフトオイル ¥980 ★ ★
SD-HDG ハイト & ドループゲージ ¥580 ★ ★
YT-DCG アルミ キャンバーゲージ ¥1,980 ★ ★
YT-CGP キャンバーゲージ PRO（黒） ¥1,280 ★ ★
YT-CGPB キャンバーゲージ PRO（ブルー） ¥1,280 ★ ★
SD-CFM マイクロ クーリングファン マウント ¥1,980 ★ ★
YT-300 十字レンチ ¥200 ● ●
SD-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 ★ ●
ZC-203 両面テープ ¥90 ● ●
FTP-1596 アソシ ネジロック ¥480 ★ ★
TS-2101 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 0度 ¥3,500 ★ ★
TS-2106 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 0.5 度 ¥3,500 ★ ★
TS-2107 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア1.0 度 ¥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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展開図 ■ D-MAX Special
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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。

PARTS LIST

miniQLO
品　番 品　　名 入数 価格

キット
MQ-A01 ミニクローラー 組立キット (ESC/ サーボ付 ) ¥15,000
MQ-A01A ミニクローラー 組立完成済 (ESC/ サーボ付 ) ¥15,200

MQ-002 フレーム セット ¥200
MQ-002A アルミ製 サイドプレート ¥2,380 ★
MQ-008 ロア サスリンク ¥480
MQ-008G アルミ製 ロア サス リンク ( グリーン ) ¥1,600 ★
MQ-008O アルミ製 ロア サス リンク ( オレンジ ) ¥1,600 ★
MQ-008R アルミ製 ロア サス リンク ( レッド ) ¥1,600 ★
MQ-008S アルミ製 ロア サス リンク ( シルバー ) ¥1,600 ★
MQ-010A Ｆ /Ｒ アクスル ¥1,080
MQ-010D Ｆ /Ｒ ドライブ シャフト セット ¥1,380
MQ-011P アクスル ピン ¥150
MQ-016 ボディ マウント セット ¥280
MQ-101 “ＭＱ”クリア ボディ ( デカル付 ) ¥740 ★
MQ-101G グラフィック ボディ ( グリーン ) ¥980 ★
MQ-101O グラフィック ボディ ( オレンジ ) ¥980 ★
MQ-101R グラフィック ボディ ( レッド ) ¥980 ★
MQ-101Y グラフィック ボディ ( イエロー ) ¥980
MQ-118 単４ バッテリーボックス (コネクター付 ) ¥360
MQ-203 サーボマウント /ロア マウント セット ¥440
MQ-203A アルミ製 サーボ マウント プレート ¥1,760 ★
MQ-206 ロッド エンド ボール ¥420
MQ-206G アルミ製 ロッドエンド ボール ( グリーン ) ¥530 ★
MQ-206O アルミ製 ロッドエンド ボール ( オレンジ ) ¥530 ★
MQ-206R アルミ製 ロッドエンド ボール ( レッド ) ¥530 ★
MQ-206S アルミ製 ロッドエンド ボール ( シルバー ) ¥530 ★
MQ-207 ボール エンド ¥400
MQ-207TG アルミ製 ステアリング ロッド セット ( グリーン ) ¥720 ★
MQ-207TO アルミ製 ステアリング ロッド セット ( オレンジ ) ¥720 ★
MQ-207TR アルミ製 ステアリング ロッド セット ( レッド ) ¥720 ★
MQ-207TS アルミ製 ステアリング ロッド セット ( シルバー ) ¥720 ★
MQ-300LA アルミ製 ロア サス リンク マウント ¥1,800 ★
MQ-302 ホーシング ¥280
MQ-302A アルミ製 ホーシング ¥3,980 ★
MQ-303 ピニオンギヤ /スパーギヤ ¥220
MQ-303M ウォーム ギヤ セット ¥920
MQ-304 モーターマウント セット ¥880
MQ-313 ボディマウント フードピン ¥140
MQ-415 Ｆステアリングブロック /Ｒハブキャリア ¥680
MQ-415F アルミ製 Ｆステアリングブロック ¥2,580 ★
MQ-415R アルミ製 Ｒハブキャリア ¥1,800 ★
MQ-644 プロペラ シャフト セット ¥1,580
MQ-BBS ボール ベアリング セット ¥3,800 ★
MQ-BL25 ブラシレスモーター ¥4,500 ★
MQ-BLESC スピード コントローラー (ブラシレスモーター用 ) ¥4,500 ★
MQ-ESC スピード コントローラー (ブラシ モーター用 ) ¥2,680
MQ-L40 ７. ４Ｖ４００ｍＡｈ リポバッテリー ¥1,700 ★
MQ-L60 ７. ４Ｖ６００ｍＡｈ リポバッテリー ¥1,900 ★
MQ-M02 ミニクロ ブラシ モーター (キット標準 ) ¥520
MQ-MBS オイルレスメタル セット ¥340
MQ-MC0 マイクロ タイヤ ( ２個入 ) ¥980
MQ-ML01 低反発 インナー スポンジ (４個入 ) ¥240 ★
MQ-Q1 ホイール セット ¥460
MQ-RW5 バランス ウェイト (５ｇ×１２個入 ) ¥360 ★
MQ-S12G アルミ製 1.0mm/2.0mmワッシャー セット(グリーン) ¥320 ★
MQ-S12O アルミ製 1.0mm/2.0mmワッシャー セット(オレンジ) ¥320 ★
MQ-S12R アルミ製 1.0mm/2.0mmワッシャー セット ( レッド ) ¥320 ★
MQ-S12S アルミ製 1.0mm/2.0mmワッシャー セット(シルバー) ¥320 ★
MQ-S2SH ショック スプリング セット ( ソフト /ハード ) ¥480 ★
MQ-SA ショック　セット ¥1,280
MQ-SS スクリュー セット ¥280
MQ-SV01 ステアリング サーボ ¥1,500
MQ-W1C ホイール セット ( クローム ) ¥530 ★
MQ-WA アルミ製 タイプ“Ａ”ホイール ¥3,500 ★

¥580
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PARTS LIST

ICHIROKU M
品　番 品　　名 入数 価格

キット
DPM-APEX A'PEX D1 PROJECT FD3S RX-7 ¥11,500
DPM-BLR34 BLITZ ER34 D1 SPEC ¥12,400
DPM-ORCZ33 ORC with TOP SECRET Z33 2007 ¥12,400
DPM-TYS15 Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA ¥12,400
DPM-GDB YUKE'S シムス GDB インプレッサ ¥12,400
DPM-TY180 Team TOYO with GP SPORTS 180SX ¥12,400
DPM-B324R GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン ¥12,400
DPM-JZX100 Team 22 FNATZ JZX100 MARKⅡ ¥12,400
DPM-REA M7 RE雨宮 with TOYOTIRES D1-7 ¥12,400
DPM-SC430 DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430 ¥12,400
DPM-FC3S TEAM SAMURAI PROJECT FC3S ¥12,400

スペアパーツ
DM-001 樹脂パーツ袋Ａ（サスマウント 他） ¥580
DM-002 樹脂パーツ袋B（メインシャーシ 他） ¥1,200
DM-003 ギヤ セット（1台分） ¥480
DM-004 ハブキャリア（1台分・前後共通） ¥300
DM-005 駆動系金属パーツ セット（1台分） ¥1,650
DM-006 アンテナパイプ ¥180
DM-007 ショック用金属パーツ セット（1台分） ¥350
DM-008 サスアーム セット（1台分） ¥480
DM-009 サスアームピン セット（1台分・8本入） ¥300
DM-010 ボールベアリング セット（1台分・15個入） ¥1,500
DM-011 ブレーキディスク（1台分） ¥220
DM-012 ホイールハブセット（1台分） ¥480
DM-013 ロッドエンドボール セット（1台分・８個入） ¥420
DM-014 モーター /マウント Assy ¥2,180
DM-014SM モーターマウント ¥1,180
DM-014M モーター（コネクター・ピニオンギア付） ¥1,000
DM-015 ネジ、ナット、ワッシャーセット（1台分） ¥680
DM-016 ドリフトリング（1台分） ¥280

DM-017AP タイヤ /ホイール（前後完成 1台分）
[A'PEX D1 PROJECT FD3S RX-7] ¥980

DM-017BL BRW Profi le 08
完成済タイヤ /ホイル (前後各２本入 ) ¥980

DM-017Z33 ORC Z33 D1 SPEC
完成済タイヤ /ホイル (前後各２本入 ) ¥980

DM-017TY GP SPORTS Gullfl ame
完成済タイヤ /ホイル (前後各２本入 ) ¥980

DM-017324 WORK EMOTION XC8
完成済タイヤ /ホイル (前後各2本入 ) ¥980

DM-017JZX100 Prodrive GC-014i
完成済タイヤ /ホイル (前後各2本入 ) ¥980

DM-017REA ENKEI Racing GTC 01
完成済タイヤ /ホイル (前後各2本入 ) ¥980

DM-017SC430 レイズ グラムライツ ５７Ｄ
完成済タイヤ /ホイル (前後各2本入 ) ¥980

DM-017FC3S ワーク エモーション XD9
完成済タイヤ /ホイル (前後各2本入 ) ¥980

DM-018 タイヤ /ドリフトリング セット （1台分） ¥480

DM-019AP レイズ グラムライツ 57S-PRO ホイール
（１台分 /前後各２本入） ¥400

DM-019BL BRW Profi le 08 ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019Z33 レイズ ボルクレーシング RE30 ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019TY GP SPORTS Gullfl ame ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019324 WORK EMOTION XC8 ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019JZX100 Prodrive GC-014i ホイール
( １台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019REA ENKEI Racing GTC 01 ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019SC430 レイズ グラムライツ ５７Ｄ ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-019FC3S ワーク エモーション XD9 ホイール
(１台分 /前後各２本入 ) ¥400

DM-APBP A'PEX D1 PROJECT FD3S RX-7
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-BLBP BLITZ ER34 D1 SPEC
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-Z33BP ORC Z33 D1 SPEC
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-TYBP  Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-GDBBP YUKE'S GDB インプレッサ
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-TY18BP Team TOYO with GP SPORTS 180SX
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-324BP GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-JZX100BP Team 22 FNATZ JZX100 MARKⅡ
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-REABP M7 RE雨宮 with TOYOTIRES D1-7
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-SC430BP DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-FC3SBP TEAM SAMURAI PROJECT FC3S
塗装済完成ボディ セット ¥4,800

DM-APBM A'PEX D1 PROJECT FD3S RX-7 用
バンパー セット ¥350

DM-BLBM BLITZ ER34 D1 SPEC
バンパーセット (１台分 /前後 ) ¥350

DM-Z33BM ORC Z33 D1 SPEC
バンパーセット (１台分 /前後 ) ¥350

DM-TYBM Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
( バンパーセット ) ¥350

DM-GDBBM YUKE'S GDB インプレッサ
(バンパーセット ) ¥350

DM-TY18BM Team TOYO with GP SPORTS 180SX
( バンパーセット ) ¥350

DM-324BM GOODYEAR Racing Bee-R B324R スカイライン
( バンパーセット ) ¥350

DM-JZX100BM Team 22 FNATZ JZX100 MARKⅡ
( バンパーセット ) ¥350

DM-REABM M7 RE雨宮 with TOYOTIRES D1-7
( バンパーセット ) ¥350

DM-SC430BM DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430
( バンパーセット ) ¥350

DM-FC3SBM TEAM SAMURAI PROJECT FC3S
( バンパーセット ) ¥350

オプションパーツ
DM-Z16 ZERO 16 モーター（6Vバッテリー専用） ¥1,800

DM-0615 １５Ｔ アルミ ピニオンギヤ
(モジュール０. ６ ハードコート ) ¥650

DM-ER34L BLITZ ER34 ライトセット（LED 8 灯） ¥1,500
DM-Z33L ORC Z33 ライトセット  (LED 4 灯 ) ¥1,400

DM-GDBL YUKE'S GDB インプレッサ
ライトセット（LED 8 灯） ¥1,500

DM-TYL Team TOYO with GP SPORTS S15
ライトセット (LED １０灯 ) ¥1,600

DM-003M メタル デフギヤ セット ¥1,980
DM-003SA メタル ソリッドアクスル セット ¥1,980
DM-020 ユニバーサル ドライブシャフト(Ｆ/Ｒ共通 ２本入) ¥1,900
DM-020A ユニバーサル用 アクスル (Ｆ /Ｒ共通 1本入 ) ¥380
DM-020B ユニバーサル用 ボーン ( Ｆ / Ｒ共通 1本入 ) ¥520
DM-020C ユニバーサル用 ジョイントピン (1本分 ) ¥150
DM-021 シルバー /ブラック アルミホイール ( １台分 ) ¥3,200
DM-022 フロント ショックタワー（アルミ製） ¥1,280
DM-023 リヤ ショックタワー（アルミ製） ¥1,500
DM-024 アッパーサスマウント（アルミ製） ¥2,180
DM-025 フロント ロアサスマウント（アルミ製） ¥1,400
DM-026 リヤ ロアサスマウント（アルミ製） ¥1,400
DM-027 アッパーサスアーム セット（アルミ製） ¥1,680
DM-028 ロアサスアーム セット（アルミ製） ¥1,800
DM-029 ステアリング ブロック（アルミ製） ¥3,480
DM-030 アルミ製 ショックセット (１台分 ４本入 ) ¥3,800

バッテリー
YB-145 マックスパワー 1400HV バッテリー 6V ¥2,000
YB-M14P マックスパワー 1400HV バッテリー 7.2V ¥2,400
YB-M16P マックスパワー 1600HV バッテリー 7.2V ¥2,600

ランニング セット
DPM-RS イチロクM専用　ランニングセット ¥14,000

その他
YT-IMP イチロク ミニパイロン ¥1,600
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PARTS LIST

SD12 SERIES
品　番 品　　名 入数 価格 適合

TR TV

キット
SD12-TR1 1/12 レーシングトラック SD12-TR ¥15,800
SD12-TV1 1/12 トライアル ビークル SD12-TV ¥19,800

シャーシ etc.
OT-002 SD12 シリーズ用 メインシャーシ ¥2,100 ● ●
OT-003 SD12 シリーズ用 アッパーデッキ セット ¥680 ● ●
OT-118 SD12 シリーズ用 バッテリープレート＆マウントセット ¥680 ● ●
OT-017 SD12 シリーズ用 ショックタワー セット ¥300 ● ●
OT-016 SD12 シリーズ用 ボディマウント セット 2 ¥680 ● ●
OT-016MS SD12-TV用 マルチ ボディマウント（シルバー） 2 ¥580 ★ ●
ZR-BMP5 ボディマウントパッチ 8 ¥360 ★ ★
RC-313S フードピン（S） 12 ¥120 ● ●
RC-313M フードピン（M） 10 ¥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-202R RTR用 ベルクランクポスト 2 ¥300 ★ ★
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 ★ ★
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 ● ●

SD-TB25 ターンバックル 25mm 2 ¥300 ● ●
SD-TB27 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-207 ロッドエンド プラパーツ 8 ¥180 ● ●
SD-TB39 ターンバックル 39mm ¥300 ● ●
ZC-TB39 チタン製 ターンバックル 39mm 2 ¥700 ★ ★
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 ★ ★
OT-009 SD12シリーズ用 サスアームピン セット ¥700 ● ●

ZC-BH265 サスアームピン固定用
タッピングスクリュー（M2.6 × 5mm） ¥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 ★ ★

OT-300FB SD12シリーズ用 フロント サスブレース ¥300 ● ●

OT-300 SD12シリーズ用 サスマウント セット
（フロント前側＆リア後側） ¥580 ● ●

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 ● ●

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-SS48 セットスクリュー M4× 8mm 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-414S RTR用 ショートタイプ キングピン 2 ¥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 ★ ★

ドライブシャフト
ZS-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-010FT フロント L.F. ユニバーサルドライブシャフト（アルミ） 2 ¥2,600 ★ ★
ZS-010FTA フロント L.F. ユニバーサル用 アクスル 2 ¥480 ● ●
ZS-010FSB フロント L.F. ユニバーサル用 ボーン（スチール）  2 ¥520 ★ ●
ZS-010FTB フロント L.F. ユニバーサル用 ボーン（アルミ） 2 ¥900 ★ ★
SD-010RS リア L.F. ユニバーサル セット（完成） 2 ¥2,100 ● ●
ZS-010RT リア L.F. ユニバーサル セット（アルミ） 2 ¥2,600 ★ ★
ZS-010RTA リア L.F. ユニバーサル用 アクスル 2 ¥480 ● ●
ZS-010RSB リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（スチール） 2 ¥520 ● ●
ZS-010RTB リア L.F. ユニバーサル用 ボーン（アルミ） 2 ¥900 ★ ★
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 ★ ★

ホイールハブ
ZR-011H ホイール取付用 六角ハブ 4 ¥120 ● ●
SD-011 ホイール取付パーツセット ¥230 ● ●
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 ★ ★

ドライブトレイン
OT-4WDC SD12 シリーズ用 4WDコンバージョン キット ¥3,200 ★ ●
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 ★ ★
OT-304C アルミ製 スペシャルモーターカム（小型モーター用） ¥950 ● ●
SD-304SS スペシャル モーターマウント セット ¥5,500 ★ ★
OT-644 SD12 シリーズ用 メインドライブシャフト ¥550 ★ ●
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 ★ ★
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 ● ●
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-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 ★ ★

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-4882 プレシジョン スパーギヤ 48ピッチ82T ¥550 ● ●

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

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-501SA ソリッドアクスル 2 ¥780 ★ ●
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SD-501SS ソリッドアクスル用 スプリング 2 ¥250 ★ ★
SD-501SAA アルミ製 ソリッドアクスル セット ¥2,800 ★ ★
SD-501SAR ジョイントスリーブ（デフ／ソリッドアクスル用） ¥680 ★ ★
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 ★ ★
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 ★ ★

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-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-1070 SD12-TV 用 ショックスプリング（蛍光イエロー） 4 ¥360 ★ ●
YS-2-5 アルミショック シリンダー用 スプリング 4 ¥480 ★ ★

その他
OT-101 SD12-TR専用 レーシングトラック ボディ Type １ ¥2,280 ● ★
OT-101TV SD12-TV専用 トライアル ビークル ボディ Type １ ¥2,480 ★ ●
OT-T01 SD12-TR専用 ダートファイター01タイヤ (インナー付 ) 2 ¥1,580 ● ★
OT-TV01 SD12-TV専用 ロックファイター01タイヤ 2 ¥1,380 ★ ●
OT-827 SD12-TR専用 ダートファイター01ホイル 2 ¥480 ● ★
TW-1713 BLITZ TECHNO SPEED Z-2 ホイール 2 ¥780 ★ ●
YM-2927 mini ZERO 290 27Tモーター ¥1,980 ● ★
YM-290T mini ZERO 290 T モーター ¥1,980 ★ ●
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-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 ★ ★
YT-300 十字レンチ ¥200 ● ●
SD-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-TBS4 ターンバックル セット（対辺4mm） ¥1,100 ★ ★
YT-DCG アルミ キャンバーゲージ ¥1,980 ★ ★
YT-CGP キャンバーゲージ PRO（黒） ¥1,280 ★ ★
YT-CGPB キャンバーゲージ PRO（ブルー） ¥1,280 ★ ★
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 ★ ★
TS-2107 チームスズキ アルミ製 リア ハブキャリア 1.0° ¥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

TC5 / TC5R
品　番 品　　名 入数 価格 適合

AS-2230 F&R ボディーマウント ¥720
AS-31112 アクスルピン（８本入り） ¥420
AS-31113 アンテナ マウント ¥280
AS-31150 ベアリングキャップ（Ａ） ¥1,550
AS-31151 ベアリングキャップ（Ｂ） ¥1,550
AS-31153 センターシャフト ¥980
AS-31154 スパーギア ハブ ¥420
AS-31157 20T センタープーリ－ ¥840
AS-31160 ３m/m　”Ｅ”クリップ ¥280
AS-31162 RC-10TC5用 シム キット ¥560
AS-31163 スパーギヤ　ベアリングキャップ ¥700
AS-31164 48P 87T スパーギア ¥560
AS-31166 デフ リビルドキット ¥1,550
AS-31169 40T デフプーリー ¥840
AS-31173 スリッパースプール用 パッド ¥580
AS-31174 スリッパースプール キット ¥5,200
AS-31185 デフ ベアリングカム ¥420
AS-31186 カムホルダー セット ¥840
AS-31187 フロントベルト ¥1,550
AS-31188 リヤベルト ¥1,400
AS-31195 サスアームマウント セット ¥1,280
AS-31197 サスアームマウント ナット（８個入） ¥1,850
AS-31198 サスアームマウント シムセット ¥840
AS-31203 フロント ロア サスアーム  ( ハード ) ¥980 ★
AS-31204 リヤ ロア サスアーム  ( ハード ) ¥980 ★
AS-31205 フロント サスアーム ¥980
AS-31206 リヤ サスアーム ¥980
AS-31210 キャスターブロック（０度） ¥840 ★
AS-31211 キャスターブロック（２度） ¥840 ★
AS-31212 キャスターブロック（４度） ¥840
AS-31213 キャスターブロック（６度） ¥840 ★
AS-31214 キャスターブロック ブッシング ¥700
AS-31215 ステアリング ブロック ¥840
AS-31218 リヤハブキャリア（０度） ¥840 ★
AS-31219 リヤハブキャリア（０．５度） ¥840 ★
AS-31220 リヤハブキャリア（１度） ¥840
AS-31221 インナーヒンジピン セット ¥560
AS-31222 アウターヒンジピン セット ¥420
AS-31227 CVA リビルドキット ¥1,280
AS-31231 スタビアクスル ¥1,400
AS-31232 CVA ボーン ¥1,850
AS-31237 CVA ピン リティニング クリップ  ¥420
AS-31240 ステアリングポスト ¥700
AS-31243 サーボセイバースプリング ¥560
AS-31244 ステアリングポスト スペーサー ¥560
AS-31245 サーボセイバー セット ¥700
AS-31249 ショックシャフト ボールカップ ¥560
AS-31254 バッテリーストラップ ポスト ¥560
AS-31255 バッテリー サポート ¥560
AS-31264 アンチロールバーマウント ¥560
AS-31270 フロント ブレース ¥700
AS-31271 バンパー ブレース ¥700
AS-31272 フロント フォームバンパー ¥700
AS-31280 ボールスタッド (ショート 5mm) ¥1,400
AS-31281 ボールスタッド (ショート 8mm) ¥1,400
AS-31282 ボールスタッド (ショート 10mm) ¥1,400
AS-31283 ボールスタッド (ロング ５mm) ¥1,400
AS-31284 ボールスタッド (ロング ８mm) ¥1,400
AS-31510 Ｍ 2×4mm ボタンヘッドスクリュー (６本入 ) ¥280
AS-31511 Ｍ 2×5mm キャップスクリュー (６本入 ) ¥280
AS-31520 Ｍ 2.5 × 6mm ボタンヘッドスクリュー (６本入 ) ¥280
AS-31555 ０度 ステアリング ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31556 ２. ０度 ステアリング ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31557 ４. ０度 ステアリング ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31558 ６. ０度 ステアリング ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31561 ステアリング ブロック  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31562 ０度 リヤ ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31563 ０. ５度 リヤ ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★
AS-31564 １. ０度 リヤ ハブキャリア  ( ハード ) ¥840 ★

AS-3897 ピボッティング ボディーマウント ¥800
AS-3919 インプットシャフト用ピンC.E ¥800
AS-3942 ショックスプリング 銀 14.5 lbs ¥480
AS-3944 ショックスプリング 金 19.5 lbs ¥480 ★
AS-3959 カラー用Oリング ¥280
AS-5407 ショック用Oリング ¥520
AS-6274 ボールエンドキャップ14ヶ付 ¥830
AS-6299 Eクリップ（12ヶ入） ¥290

AS-6332 ボディーマウント用 フードピン ¥185
AS-6338 アンテナ セット ¥520
AS-6465 ショック用 ピストンセット12個 ¥1,400
AS-6475 スプリング受 ＆ クランプ４セット ¥800
AS-6573 デフスラストワッシャー ¥250
AS-6574 スラストボール ¥420
AS-6581 T．カーバイト デフボール ¥1,780
AS-6582 デフ スラスト スプリング ¥280
AS-7336 サーボマウントセット 450
AS-7337 サーボマウントワッシャー 180
AS-8828 ロールバーキャップ 350
AS-8830 ロールバーピボット 700
AS-9180 サンワ、フタバ、JR用サーボホーン 420

BB-106-2 6Ф×10Фベアリング 2個入 450
BB-106-4 6Ф×10Фベアリング ４個入 880
BB-1510 10Ф×15Фベアリング 2個入 600
BB-74-2 4φ×7φ ボールベアリング ( ２個入 ) 500
BB-84-2 4Ф×8Фベアリング 2個入 400
BB-85-4 5Ф×8Фベアリング 4個入 980

FTP-1401 チタン製33ｍｍターンバックル ¥1,380
FTP-1403 チタン製44ｍｍターンバックル ¥1,380

FTP-31058 ブルーアンチロールバーボール ¥600
FTP-31120 ショックリビルドキット ¥880
FTP-31121 VCS2 ショックキャップ /リテーナー ¥900
FTP-31138 TC5 シャーシ ¥11,280 ★
FTP-31139 TC5 トップデッキ ¥3,800 ★
FTP-31140 TC5 ITF シャーシ ¥9,880
FTP-31141 TC5 ITF トップデッキ ¥3,280
FTP-31142 フロントショックタワー ¥2,250
FTP-31143 リヤショックタワー ¥2,580
FTP-31146 フロントバルクヘッド（右側） ¥4,080
FTP-31147 フロントバルクヘッド（左側） ¥4,080
FTP-31148 リヤバルクヘッド（右側） ¥4,080
FTP-31149 リヤバルクヘッド（左側） ¥4,080
FTP-31152 モーターマウント ¥1,850
FTP-31161 センターシャフト スペーサー ¥420
FTP-31165 プラスティック デフキット ¥4,200
FTP-31167 デフ アウトドライブ  ¥840
FTP-31168 デフ　アウトドライブリング ¥700
FTP-31175 ワンウェイ /スプール用　プーリー ¥840 ★
FTP-31176 ワンウェイ　キット ¥7,700 ★
FTP-31177 ワンウェイ　ハブ（ベアリング付） ¥4,900 ★
FTP-31178 ワンウェイ　アウトドライブ（２個入） ¥2,100 ★
FTP-31179 スプールキット ¥3,600 ★
FTP-31181 アルミ製　アウトドライブ ¥3,800 ★
FTP-31226 CVA アッセンブリ－ ¥2,100
FTP-31233 アクスルクラッシュチューブ ¥840
FTP-31234 クランプホイルハブ ¥3,500
FTP-31238 CVA ボーンブレード ¥560
FTP-31241 サーボセイバーチューブ ¥1,120
FTP-31242 サーボセイバーナット ¥560
FTP-31246 サーボ マウント ¥2,800
FTP-31250 ショック ブッシング ¥1,400
FTP-31251 ショック シャフト ¥1,850
FTP-31252 VCS2 ショックキット ¥8,400
FTP-31256 バッテリー ストラップ ¥3,280
FTP-31261 φ 1.25 アンチロールバーワイヤー ( ブラック ２本入 ) ¥560
FTP-31262 φ 1.50 アンチロールバーワイヤー ( シルバー ２本入 ) ¥560
FTP-31263 φ 1.75 アンチロールバーワイヤー ( ゴールド ２本入 ) ¥560 ★
FTP-31269 RC-10TC5用 アンチロールバー キット ¥2,680

FTP-31286 RC-10TC5用
アルミ製 ボールスタッド用 ワッシャー ( ８枚入 ) ¥840

FTP-3906 軽量デフジョイント ¥850 ★
FTP-3941 ショックスプリング 緑 14.5 lbs ¥800 ★
FTP-3943 ショックスプリング 青 17.0 lbs ¥800
FTP-3945 ショックスプリング 赤 22.0 lbs ¥800 ★
FTP-3946 ショックスプリング 銅 25.0 lbs ¥800 ★
FTP-3948 スプリング調整カラー（青） ¥800
FTP-3985 スレイテッドショックセット ¥5,800
FTP-3990 スレイテッドショックボディー ¥2,600
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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。

PARTS LIST

RC12R5.1
品　番 品　　名 入数 価格

AS-31197 サスアーム マウントナット（8個） ¥1,850
AS-31280 ボールスタッド（ショート5mm） ¥1,400
AS-31284 ボールスタッド (ロング8ｍｍ ) ¥1,400
AS-3655 Ｆホイル用ベアリング　(4個入 ) ¥1,800
AS-4113 フロントサス用 スプリング 0.5 ｍｍ ¥450
AS-4114 フロントサス用 スプリング 0.45ｍｍ ¥450
AS-4116 フロントサス用 スプリング 0.6 ｍｍ ¥450
AS-4117 フロントサス用 スプリング 0.55ｍｍ ¥450
AS-4118 フロントサス用 スプリング 0.35ｍｍ ¥450
AS-4119 フロントサス用 スプリング 0.4 ｍｍ ¥450
AS-4185 ８－３２ ナイロン製 ロックナット ¥260
AS-4349 ハイトアダプター（＃１） ¥260
AS-4459 ベルビル ワッシャー ¥260
AS-4510 ファイバーグラス アンテナロッド ¥380
AS-4535 ボディマウント ¥350
AS-4554 リヤアクスルシム ¥260
AS-4568 ２－５６×５/１６ ＳＨＣスクリュー ¥350
AS-4610 バッテリー インデックス ¥420
AS-4617 フロント バルクヘッド シム ¥100
AS-4620 ロア アーム ¥420
AS-4621 アッパーアーム ¥420
AS-4622 アッパーアーム アイレット ¥420
AS-4623 アッパー ヒンジピン ¥280
AS-4624 キャスタークリップ / サーボスペーサー ¥280
AS-4626 STブロック / キャスターブロック ¥560
AS-4627 フロント アクスル ¥980
AS-4635 ピボットブレース / Ｒピボットリンク ¥560
AS-4640 サイド スプリング リティーナー (4 個入 ) ¥280
AS-4641 サイドスプリング 3.75lbs ( ブラック ) ¥560
AS-4642 サイドスプリング 4.38lbs ( グリーン ) ¥560
AS-4643 サイドスプリング 5.00lbs ( シルバー ) ¥560
AS-4644 サイドスプリング 5.63lbs ( ブルー ) ¥560
AS-4645 サイドスプリング 6.25lbs ( ゴールド ) ¥560
AS-4650 Ｔプレート用 ピボットソケット ¥560
AS-4652 Ｔプレート 0.075インチ (1.9mm厚 ) ¥1,550
AS-4653 フォーム バンパ－ ¥280
AS-4661 ショックカラー / スプリングリティナー ¥700
AS-4662 ショック リビルド キット ¥980
AS-4663 マイクロ VCS用 Ｏリング ¥700
AS-4664 ショック シャフト ¥420
AS-4665 ショック用 ロッドエンド ¥980
AS-4670 Ｍ 3×8mm セットスクリュー (6 本入 ) ¥280
AS-4671 Ｍ 3×10mm セットスクリュー (6 本入 ) ¥280
AS-4673 Ｍ 2.5 × 4mm BH ソケットスクリュー (6 本入 ) ¥280
AS-4674 Ｍ 2×6mm FH ソケットスクリュー (8 本入 ) ¥420
AS-4675 Ｍ 2.5 × 6mm FH ソケットスクリュー (6 本入 ) ¥280
AS-4676 Ｍ 2.5 ロックナット (6 個入 ) ¥1,120
AS-6274 ボールエンドキャップ １４ヶ付 ¥830
AS-6284 4-40 1/4 キャップスクリュー ¥960
AS-6299 Ｅクリップ (１２ヶ入 ) ¥290
AS-6619 カーバイト デフボール ¥1,380
AS-7337 サーボマウント ワッシャー ¥180
AS-8417 サスアーム用 ピボットボール ¥1,000
AS-8504 Dカット ドライブリング ¥300
AS-897 1/4インチ ベアリング 2個入 ¥950

FTP-1403 チタン製42mmターンバックル ¥1,380
FTP-1410 チタン製16.0mmターンバックル ¥1,380
FTP-1736 ショート ボディ クリップ ¥460
FTP-4565 リヤアクスル ¥4,600
FTP-4567 クランプ ホイルハブ (左側用 ) ¥3,200
FTP-4600 グラファイト メインシャーシ ¥7,000
FTP-4601 グラファイト メイン シャーシ (Ｔプレート用 ) ¥7,000
FTP-4603 ロア ポッド プレート ( Ｔプレート用 ) ¥2,800
FTP-4605 シャーシ ブレース ¥2,100
FTP-4606 ヒンジ ピン ブレース ¥980
FTP-4607 ショック スタンドオフ ¥1,280
FTP-4608 デフ／ホイル ハブ（ブラシレス） ¥2,800
FTP-4611 シャーシ ブレース スタンドオフ ¥560
FTP-4614 フロント バルクヘッド ¥1,550
FTP-4630 サーボ マウント ¥2,800
FTP-4637 ピボット ボール ¥2,280
FTP-4651 Ｔプレート 1.6mm厚 ¥1,280
FTP-4655 ショックマウント ブレース ¥1,550
FTP-4660 ショック シリンダー ¥840
FTP-4688 アッパーポッド プレート V2 ¥1,680

FTP-8453 VCS ﾏｲｸﾛｼｮｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞＨ ¥450

SP-1210-3 1/12リア用 3ポイントリアホイル 3セット ¥850
SP-1250-3 1/12フロント用 ハイトラクションホイル 3セット 黒 ¥850
AS-3621MH 1/12リア用 L ラバー ミディアムハード 4個入 ¥1,280
AS-3621SW 1/12リア用 L ラバー ソフト 4個入 ¥1,280
AS-3660F3 1/12フロント用 L ラバー ファーム 6個入 ¥980
AS-3660M3 1/12フロント用 L ラバー ミディアム 6個入 ¥820

SP-4608 デフ／ホイル ハブ ¥2,000
SP-4608S ホイル ハブ／デフ スラスト コーン ¥4,600
SP-4609 デフ スラスト コーン ¥380
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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

T4
F

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
RC-10T4F RC10T4 ファクトリー キット

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 ● ● ● ●
SP-9730 アルミ製 リヤ ハブキャリア (１度 ) ¥2,600 ★ ★ ★ ★
SP-9730-5 アルミ製 リヤ ハブキャリア (トーイン０. ５度 ) ¥2,600 ★ ★ ★ ★

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 ● ● ● ●
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 ● ● ● ●
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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 ● ● ● ●

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 ● ● ● ●
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）
AS-9588 2.2 インチ フロント ホイール（ホワイト） ¥800 ● ●
AS-9589 2.2 インチ リア ホイール（ホワイト） ¥880 ● ●
AS-9688 2.2 インチ フロント ホイール（イエロー） ¥800 ★ ★
AS-9689 2.2 インチ リア ホイール（イエロー） ¥880 ★ ★
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-7846 ディッシュ フロント ホイール（ホワイト） ¥1,280 ● ●
AS-7847 ディッシュ リア ホイール（ホワイト） ¥1,280 ● ●
AS-7850 ディッシュ フロント ホイール（イエロー） ¥1,280 ★ ★
AS-7851 ディッシュ 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 ★ ★ ★

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。
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品　番 品　　名 入数 価格 適合

AS-2221 4-40 7/16 BHスクリュー ¥520 ●
AS-2330 デフ調整用 Tナット ¥550 ●
AS-31113 アンテナ マウント ¥280 ●
AS-3438 8-32 アルミ製 ロックナット ¥260 ●
AS-3874 ブロックキャリアブッシング ¥980 ●
AS-3911 トランスミッション シムセット 16枚 ¥800 ●
AS-3914 デフリングギヤ ＆ Dピ二オンギヤ ¥1,100 ●
AS-3919 インプットシャフト用ピンC.E. ¥800 ●
AS-3983 ショートボールエンド ネジ部 7.5 mm ¥1,000 ●
AS-4187 Fアクスル用 ナイロンワッシャー ¥260 ●
AS-4334 2-56× 5/16 BHスクリュー ¥360 ●
AS-4449 アルミナム 4-40ロックナット ¥520 ●
AS-5407 ショック用 Oリング ¥520 ●
AS-6272 ボールエンド ダストカバー ¥420 ●
AS-6277 ロングボールエンド ネジ部 ７.5 mm ¥1,000 ●
AS-6288 4-40× 1/4 ボタンヘッドスクリュー ¥520 ●
AS-6299 Eクリップ（12ヶ入） ¥290 ●
AS-6338 アンテナセット ¥520 ●
AS-6428 プラスティック ショックエンドキャップ ¥550 ●
AS-6440 ショック用 リビルドキット ¥700 ●
AS-6465 ショック用 ピストンセット １２個 ¥1,400 ●
AS-6472 ショックマウント ナット ¥200 ●
AS-6475 スプリング受 ＆ クランプ ４セット ¥800 ●
AS-6480 リヤスプリング スーパーソフト ¥400 ●
AS-6496 フロントスプリング Sソフト ¥400 ●
AS-6573 デフ スラストワッシャー ¥250 ●
AS-6574 スラストボール ¥420 ●
AS-6579 デフ用 ドライブリング ¥290 ●
AS-6581 T. カーバイド デフボール ¥1,780 ●
AS-6582 デフスラスト スプリング ¥280 ●
AS-6903 デフO.Dハブ用 ベアリング ¥3,000 ●
AS-6906 ミッション軸受用 ベアリング ¥950 ●
AS-6909 デフインナーベアリング ２個入 ¥900 ●
AS-6915 4-40× 5/8 H.F キャップスクリュー ¥520 ●
AS-6917 4-40× 3/8 BHスクリュー ¥520 ●
AS-6924 4-40× 3/8 キャップスクリュー ¥520 ●
AS-6925 4-40× 1/2 キャップスクリュー ¥520 ●
AS-6936 アルミ #4 ワッシャー ¥260 ●
AS-6956 モールドツール セット ¥850 ●
AS-7217 ショック用 ロッドエンドボール ¥740 ●
AS-7230 ボールエンド プラキャップ　L ¥920 ●
AS-7336 サーボマウント セット ¥450 ●
AS-7337 サーボマウント ワッシャー ¥180 ●
AS-7368 リヤアクスル シム ¥410 ●
AS-7369 スタビアクスル用 ロールピン ¥360 ●
AS-7381 CVDリビルド キット ¥1,200 ●
AS-7413 4-40× 3/4 BHスクリュー ¥520 ●
AS-7738 4-40× 7/8 キャップスクリュー ¥260 ●
AS-7874 4-40× 7/16 キャップスクリュー ¥520 ●
AS-7935 .187× .5 × .196 ベアリング ¥880 ●
AS-9180 サンワ、フタバ、JR用 サーボホーン ¥420 ●
AS-9603 スリッパー パッド ¥1,150 ●
AS-9604 スリッパー ハブ ¥1,500 ●
AS-9608 Rアクスル ホイルスペーサー ¥780 ●
AS-9630 アルミナム ワッシャー ¥250 ●
AS-9645 2-56× 1/8 BHスクリュー ¥480 ●
AS-9653 84T スパーギヤ ¥650 ●
AS-9689 リヤ ホイール （イエロー） ¥880 ★
AS-9700 メイン シャーシ ¥10,800 ●
AS-9701 フロント アッパーデッキ ¥3,300 ●
AS-9702 リヤ アッパーデッキ ¥2,980 ●
AS-9703 フロント ショックタワー ¥2,980 ●
AS-9704 リヤ ショックタワー ¥2,680 ●
AS-9705 バッテリートレイ ¥440 ●
AS-9706 バッテリーポスト ¥740 ●
AS-9707 バッテリーストラップ ¥590 ●
AS-9708 モーターマウント ¥4,300 ●
AS-9709 センターバルクヘッド ¥440 ●
AS-9711 ベアリング インサート （Ｃ . バルクヘッド用） ¥440 ●
AS-9712 センターバルクヘッド キャップ ¥2,200 ●
AS-9713 フロント バルクヘッド ¥590 ●
AS-9714 リヤ ショックタワーマウント ¥440 ●
AS-9715 フロント ロア アーム ¥880 ●
AS-9716 ヒンジ ピン セット （１台分 ８本入） ¥880 ●
AS-9717 フロント ヒンジピン ブレース ¥1,380 ●
AS-9718 フロント／リヤ バンパー ¥590 ●

AS-9719 ボディ マウント セット ¥590 ●
AS-9720 キャスターブロック ¥590 ●
AS-9722 ステアリング ブロック ¥590 ●

AS-9723 ゴールド フロント ショックシャフト
（20.32mm ストローク） ¥880 ●

AS-9724 フロント スプリング カップ ¥300 ●
AS-9726 リヤ シャーシ プレート （リヤ シャーシブレース付） ¥590 ●
AS-9729 ウイング マウント ¥440 ●
AS-9730 リヤ ハブキャリア ¥590 ●
AS-9733 トランスミッション ケース ¥590 ●
AS-9734 デフ ジョイント ¥2,980 ●
AS-9735 デフ セット ¥5,900 ●
AS-9736 スリッパーシャフト ¥1,380 ●
AS-9739 スリッパースプリング ¥300 ●
AS-9740 スリッパーナット （Ｏリング付） ¥440 ●
AS-9741 スリッパーナット用 Ｏリング ¥440 ●
AS-9742 スリッパードライブカップ ¥440 ●

AS-9743 ステアリング クランク／サーボセイバー
（プラスティックパーツ） ¥1,080 ●

AS-9744 ステアリング ハードウェア ¥1,180 ●
AS-9745 サーボリンク （ボールエンドキャップ付） ¥300 ●
AS-9746 ステアリング ベアリング セット ¥1,620 ●
AS-9747 フロント CVA ボーン ¥1,620 ●
AS-9748 フロント CVA アクスル ¥1,480 ●
AS-9749 フロント CVA キット ¥4,400 ●
AS-9750 ホイル ハブ ¥880 ●
AS-9751 フロント ベアリング カラー ¥440 ●
AS-9754 リヤ CVA ボーン ¥1,620 ●
AS-9755 リヤ CVA アクスル ¥1,480 ●
AS-9756 リヤ CVA キット ¥4,400 ●
AS-9760 リヤ センターボーン ¥880 ●
AS-9761 CVA インプットシャフト ¥740 ●
AS-9762 フロント センターCVA キット ¥2,380 ●
AS-9763 リヤ センターCVA キット ¥2,380 ●
AS-9764 リヤ ロアアーム ¥1,080 ●
AS-9765 4-40× 7/16 ＦＨキャップスクリュー ¥520 ●
AS-9767 2.2" フロントホイール （アイボリー） ¥880 ●
AS-9768 2.2" フロントホイール （イエロー） ¥880 ★
AS-9770 B44 ボディ （6.5" ウイング付） ¥3,700 ●
AS-9772 6.5" ハイダウンフォース ウイング ¥880 ●
AS-9773 アンダーカバー ¥1,080 ●
AS-9778 B44 デカル シート ¥1,180 ●
AS-9779 B44 ベアリング セット ¥8,880 ●
AS-9787 シャーシ プロテクティブ シート ¥1,480 ★

FTP-9607 1.18スレイテッドショック（R） ¥7,300 ●
FTP-9710 アルミ製 センターバルクヘッド ¥2,100 ★
FTP-9721 アルミ製 キャスターブロック ¥4,500 ★
FTP-9783 アルミ製 F ショックタワー マウント ¥1,500 ★
FTP-9785 カーボン ＬｉＰｏ クレイドル ¥3,200 ★
FTP-9786 CG製 バッテリーストラップ ¥2,650 ★

PARTS LIST

RC10B44

パーツリスト中の「 ● ★ 」はキットの適合表記となります。
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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

5343-62-6210 堂んゃちンガ 市沢見岩
岩見沢市 RCショップ サーキット Do 0126-26-6044

3262-23-5510 ズービホトスネ 町更音
富良野市 ホビーショップ ササキ 0167-23-2817

9561-22-4510 きさわいの型模 市路釧
9622-22-4510 型模ケヤミ 市路釧

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

0905-377-110 ービホツーポス 市幌札
札幌市 OHM ツインサーキット 011-879-5381

1472-158-110 型模ロプ 市幌札
札幌市 日本平中自動車販売 011-763-2767
札幌市 稲荷体育用品（株） 011-682-2351

1267-097-110 ECAPS-D 市幌札
札幌市 マスターズコート 011-771-3862

4382-53-5510 ービホらばお 市広帯
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

1181-25-4410 ービホムーリド 市牧小苫
中標津町 ラジコン専門店 松本 01537-2-4085

1055-22-7510 スクッロ 市見北
7682-32-7510 店型模屋鳩 市見北

北見市 100満ボルト 北見本店 0157-66-1060
0651-22-5510 ンョジリイ 町別幕
8093-22-5310 いけもちいよ 町市余

北斗市 イルカサーキット 0138-77-1223
北斗市 ホビーショップ イルカ本店 0138-49-3080

1730-46-8310 店型模チッマ 郡田亀

■ 青森県

1556-53-3710 部楽倶型模 市原川所五
2441-53-2710 型模ラムシニ 市前弘
4552-25-8710 型模イカムコ 町せらいお
0035-25-6710 D GIB 町せらいお

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

1975-32-1910 ンデエのモラプ 市関一
宮古市 ホビーショップ ささき 0193-62-3431

2276-32-7910 ンコジラ沢水 市洲奥
0311-456-910 ムイラプービホ 市岡盛

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
盛岡市 ブックアイランド盛岡南 SCサンサ店 019-632-6123

9214-52-7910 型模マジラカタ 市州奥
八幡平市 ラジコン天国 盛岡店 0195-76-3739
北上市 アメリカンパラダイス 0197-63-7898

■ 宮城県

9394-72-6220 ヤジフC/R 市沼仙気
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

5660-472-220 部楽倶型模 市台仙
1807-452-220 型模トスーァフ 市台仙
8181-273-220 型模ラムカナ 市台仙
9843-162-220 型模台仙 市台仙

仙台市 ホビーショップ タムタム 仙台店 022-771-9322
仙台市 ファンライドガレージ 022-393-5260

1965-7325-090 EGNAR-D 町浜ヶ七

■ 秋田県

5010-22-6810 スウハンコジラ 市角鹿
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

3315-32-4810 ジーテストーオ 市荘本利由

■ 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
天童市 Rolling Park Nakano 023-653-5009

■ 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
いわき市 ラジコン ニューヨーク 0246-62-2409
郡山市 シルバーウイング 024-943-8700

0815-379-420 ボラCR 市山郡
郡山市 ユニバーサル 郡山店 024-973-6951

7945-225-420 やきせ 市島福
福島市 ラジコンサーキット ラボ 024-573-5121

9845-32-8420 ウトイサ sYOT 市河白

■ 茨城県

3358-458-920 ルデモンワムエ 市ばくつ
4190-638-920 ナーリア部田谷 市ばくつ

ひたちなか市 勝田ラジコン模型 029-272-0038
ひたちなか市 エクストリームRC 029-275-2255
常陸大宮市 開放倉庫 by ドッポ常陸大宮市 0295-54-1230
石岡市 タイヤハウス しばやま石岡店 0299-22-4880

4445-22-6920 スクーワイラア 市西筑
下妻市 ホビーショップ イチムラ 0296-44-3563

2041-39-9920 イケモスミカ 市栖神
土浦市 ラジコン天国　土浦店 029-824-8581
水戸市 RCランドビクトリー 029-259-6171

7700-63-4920 ービホ賀多 市立日
守谷市 D-LINK Evolution Ⅱ 0297-46-1135
龍ヶ崎市 YRオフロードパーク 0297-62-4343

0266-73-9920 スーバニユ 市間笠
結城市 ノベキカイシステム 0296-32-5876

■ 栃木県

0009-956-820 ービホグッビ 市宮都宇
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
宇都宮市 マチュア プレミアム サーキット 028-666-3000

矢板市 （株）若林モケイ　矢板店 0287-48-2747
7165-38-5820 ービホータス 市岡真

小山市 RCショップ950 0285-24-1588

■ 群馬県

桐生市 トイボックスオカザキ 0277-22-2017
高崎市 ホビー・ザ・トミー 緑町店 027-363-7272
みどり市 ホビーショップ アザミ 0277-76-6463

0238-332-720 ヌンサルュミ 市橋前
前橋市 ホビー・ザ・トミー 下大島店 027-266-9840

4506-332-720 ルデモムタスカ 市橋前
前橋市 ホビーハウスキッド 027-252-7048
安中市 アンデルセンRCパーク 027-393-3322
富岡市 ワールドジャムレーシング 0274-67-1922
藤岡市 enRoute FUJIOKA 0274-50-8688
玉村町 クレスト スピードウェイ 0270-75-5933

■ 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
4401-286-840 ービホズーイ 市またいさ

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
志木市 ホビーボックスつるや 3号店 048-470-2755

0202-742-940 ービホ・イケ 市越川
川越市 SPEED WAY PAL 049-225-8998
草加市 ホビーショップ スズキ 048-925-1737

1026-269-240 ズーカリCR 市間入
8481-359-840 吉車M.Y）有（ 市郷三

越谷市 ラジコン天国 越谷店 048-970-6855
春日部市 風間オートサービス 048-745-2026
行田市 カスタム エングロウス 048-554-6321
本庄市 RC-2 ラジコンサーキット 080-6748-7583

4328-27-5940 トサミSCR 市庄本
3778-85-0840 2ービホイカス 町宮鷲

寄居町 サムライサーキット 048-582-2238
8933-852-940 ンワトスベ 町芳三
7835-0061-090 ybboh翼 町見吉

■ 千葉県

市原市 （有）エヌアイシー 0436-20-8855
印西市 ホビーショップ カワウチ 0476-42-2901
印西市 トップフォース印西店 0476-37-6840

2606-59-6740 33 AERA 郡旛印
0805-214-740 アリエズイワ 市谷ヶ鎌

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
匝瑳市 オートガレージ 須合 0479-73-5441
袖ヶ浦市 RCスタジアム 袖ヶ浦 0438-75-8880

4327-67-5740 型模じふ 町里九十九
6372-28-5740 ルデモいせんし 市武山
4336-463-740 型模タオオ 市戸松

千葉市 ラジコン天国 千葉店 043-251-2321
千葉市 ラジコン天国 千葉蘇我店 043-261-9030
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

9144-25-5740 型模崎岩 市金東
9393-22-5740 ービホケルナ 市原茂
6920-5517-40 ドンラントント 市山流
9612-74-5740 ABORIH・CR 町柄長

■ 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 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 ドリフトマックス 03-3865-6009

7004-8935-30 LARIPS 区橋板
武蔵村山市 （有）モデルショップ テクノ 042-565-2171
昭島市 RCハウス CHAMP 042-549-1553
町田市 レーシングパラダイス 042-788-3900
西多摩郡 CHANCE 西東京店 048-729-0777

■ 神奈川県

6113-235-540 uhao CR 市浜横
横浜市 RCパークYOKOHAMA 045-595-1123
横浜市 WARUサーキット 045-590-6231
横浜市 RCショップ トップフォース 045-532-3577

6499-383-540 yrotcaf-D 市浜横
横浜市 KN-YOKOHAMA 045-593-9402

5217-848-640 ドンラトーハ 市賀須横
川崎市 モデルメート ヒルトップ 044-988-0370

9294-922-640 ーボンイレ 市木厚
3530-78-3640 型模キミナ 市野秦
0703-44-7640 館ービホ倉鎌 市倉鎌
7743-657-240 堂ミガサ 市原模相

相模原市 ホビーショップ タムタム 相模原店 042-752-2727
藤沢市 HOBBY SHOP ARMS 0466-47-2708

0520-83-3640 TOIRNUR 市塚平

■ 山梨県

7272-332-550 ルデモルヤイロ 市府甲
甲府市 ホビーショップ みさき 055-240-1122
甲府市 ソニックパーク 甲府 055-267-6175

9339-27-5550 YAW EDILS 市田吉士富

■ 長野県

長野市 スペチャーレモデッロ 026-257-4703
飯田市 松本電子部品 飯田 0256-24-6871
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
安曇野市 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
諏訪市 ホビーショップ 丸信 0266-52-3287

■ 新潟県

0536-93-5520 トッキーサCM 市越上
新潟市 ホビーロード ツインタウン女池店 025-281-2686

8558-873-520 taeH 市潟新
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

■ 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

■ 富山県

5222-174-670 ービホンイツ 市川滑
八尾町 ホビーショップ 風 076-455-0185

8500-394-670 ルデモワガタキ 市山富
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

■ 福井県

5192-32-8770 型模形山 市前越
3106-53-6770 型模ワカーオ 市井福

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
坂井市 RCショップ mini one 0776-66-3201

5702-43-8770 ガガ）有（ 町前越

■ 岐阜県

岐南町 ホビーショップタムタム 岐阜店 058-240-1212
1942-393-850 トッゲ）有（ 市島羽

各務原市 トータルホビーエリア ミスティ 0583-89-9572
2252-54-7350 NUR REVO 市川津中

岐阜市 ホビーショップ BIGMAN 058-245-7563
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

0903-19-4850 PAL TOH 市垣大
1234-023-850 ロゼ トーア 市巣本
4680-33-7750 ンジラア 市山高

池田町 ドリフトワールド 0585-45-0774

■ 静岡県

0403-28-0550 線無光日）有（ 市場殿御
8483-28-0550 堂笑一 市場殿御

三島市 （有）マルサンモケイ 055-972-1932
御前崎市 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

0103-429-550 ービホタコヨ 市津沼
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

1636-352-450 店型模のさ 市岡静
静岡市 清水模型センター 0543-67-0238

8588-174-350 型模崎尾 市松浜
9953-124-350 トッカトーョシ 市松浜
1413-685-350 ービホタキマハ 市北浜
0727-72-4450 型模ンシルマ 市宮士富
2277-35-5450 DOOH YOB 市士富

富士市 100満ボルト富士本店 0545-32-1080
裾野市 ホビーショップ ロックウェーブ 055-997-3373

■ 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

0617-153-250 SDIK LEDOM 市屋古名
4210-126-250 ヤマシクフ 市屋古名

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

0332-89-6650 ービホクッダ 市城安
一宮市 タイガー模型 一宮店 0586-81-2797

9292-42-6850 店型模キンセ 市宮一
一宮市 ラジコンデパート FUNFUN 0586-81-1500
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

7666-62-4650 ドーピス 市崎岡
0131-144-250 ービホワミ 町和美

刈谷市 ウイークエンドホビー 0566-22-7725
8387-67-8650 ービホ1-F 市牧小
6691-34-8650 ドンランコジラ 市牧小

小牧市 Mヤードサーキット&ホビーショップ 0568-41-0118
北名古屋市 アリスホビー RC店 0568-26-2151
北名古屋市 ホビーショップ タムタム 名古屋店 0568-27-2777

6663-45-3650 イケモセラム 市尾西
9675-13-2350 型模アニュジ 市橋豊
9772-68-3350 ービホワカヨト 市川豊

豊川市 サニーランド サーキット店 0533-87-3596
豊川市 上新電機 アクロス豊川店 0533-83-5511
豊田市 （有）コロモホビー 0565-31-7066

2144-25-5650 ンコジラ町本 市田豊
豊明市 ドリームランド 本店 0562-97-3647

0041-38-8650 クッテコヒ 市井日春

■ 三重県

鈴鹿市 ラジコンカーの店 ミヤザキ 0593-78-9012
8837-65-8950 SRT 市坂松

四日市市 だいに模型 四日市店 0593-33-4111
1162-15-3950 店型模ガンギ 市市日四

四日市市 SAM SPEED WAY 059-349-3636
8842-432-950 型模林小 市津

■ 滋賀県

大津市 模型の店 チャンプ 077-525-9405
大津市 ラジコン天国大津店 077-545-7648

2641-26-9470 店型模士富 市浜長
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

2914-68-8470 ACCEM 市賀甲
東近江市 らじこん屋 久保栄商店 050-5802-8733

■ 京都府

京都市 洛西モデル 京都店 075-312-2620
0227-187-570 型模トッネラプ 市都京
8951-295-570 型模にたかた 市都京
2390-514-570 42ジーレガ 市都京

木津川市 PRO SPEED Kizu 0774-73-0206
5142-25-4770 型模陽城 市陽城

京丹後市 ラジコン天国 丹後店 0772-62-7556
3425-46-3770 グンシーレM 市鶴舞

亀岡市 七谷川サーキット 0771-22-6755

■ 大阪府

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 上新電機 スーパーキッズランド 日本橋店 06-6634-3711
茨木市 ラジコン天国 南茨木店 072-652-3011

ヨコモ 取扱店リスト
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和泉市 ラジコン天国 和泉店 0725-53-1059
貝塚市 TOP GEAR 貝塚店 072-432-7715

■ 兵庫県

尼崎市 ホビーショップ　タムタム尼崎店 06-6496-6170
西宮市 RCショップ goody 0798-57-3770
加西市 ポエム 0790-42-5224
三田市 ラジコン天国 三田店 079-553-9559
三木市 TOY land-park 三木 0794-86-7535
神戸市 有限会社ライト サーキット店 078-994-2194
神戸市 有限会社ライト 新長田店 078-611-2510
香寺町 アヒルホビー 0792-32-5897
豊岡市 トヨダデパート玩具コーナー 0796-22-0181

■ 奈良県

生駒市 上新電機　登美ケ丘店キッズランド 0743-78-1971
宇陀市 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
和歌山市 H.R.C.R 073-477-5658

■ 鳥取県

鳥取市 スターホビー 0857-31-2878
鳥取市 オートウェーブ フォーラム 0875-53-5886
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
津山市 TGM Factory 0868-27-2091
津山市 トイランド マキノ 0868-22-9227
真庭市 大橋商事 0867-54-0311
笠岡市 Droo-P 0865-66-4563

■ 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
広島市 HOBBY TOWN 広島店 082-831-6577
東広島市 ラジコン天国 東広島店 082-430-9150
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 HOBBY TOWN 福山店 0849-27-1129

■ 山口県

岩国市 アトム模型 0827-22-4823
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
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
阿南市 ラジコン天国 徳島店 0884-21-2828
徳島市 クリッパー さこ 088-623-5653
小松島市 BIG+３ラジコンサーキット&ショップ 0885-35-7708
吉野川市 ELEX 0883-24-9540

■ 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
高松市 三条マイカーセンター 087-885-7311
高松市 RC Shop Crawlers 087-867-0727
三豊市 シーサイドリンク アドバンテージ 0875-73-3558
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 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 FAST STAGE 0898-68-3112
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
福岡市 URAS( ユーラス ) 092-504-5550
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
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

■ 佐賀県

佐賀市 モデラーズ 松永 南部店 0952-23-0228
佐賀市 オーシャン カートランド 0952-51-0390

■ 長崎県

佐世保市 西海模型 0956-23-6294
長崎市 ホビーショップ ウエスタン 095-855-0840

■ 熊本県

合志市 D-Like 096-248-8008
宇城市 ウエストマウンテン 0964-42-7711
上天草市 R/C VILLAGE 0969-56-3988
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
益城町 RCスタジオ ユッチ 096-284-8113

■ 大分県

宇佐市 RCワールド USA店 0978-33-2728
大分市 78 スピードウェイ 097-522-7878
大分市 STEP UP 097-568-3000
大分市 ホビパ 097-527-7530
大分市 いちぎRCサーキット 097-560-1871
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
延岡市 DRC CIRCUIT 0982-20-5577

■ 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 0996-25-1133

■ 沖縄県

沖縄市 T-SLIDE 098-927-8162
那覇市 ラジコンショップ　SIRO 098-886-3114
宜野湾市 沖縄ラジコンセンター 098-897-2191

ドリフトパッケージ取扱 カー用品店
■ 北海道

函館市 イエローハット 函館新道店 0138-34-2800
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
美唄市 イエローハット 美唄店 01266-2-4424

■ 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
仙台市 スーパーオートバックス 仙台泉加茂 022-374-1131
栗原市 イエローハット 築館店 0228-22-8255
柴田郡 ファインプロジェクト 0224-55-2645

■ 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
横手市 イエローハット 横手店 0182-35-7077

■ 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
郡山市 三幸オートサービス 024-944-8224

■ 茨城県

石岡市 タイヤハウス しばやま石岡店 0299-22-4880

■ 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

戸田市 スーパーオートバックス TODA 048-424-0189
本庄市 イエローハット 本庄店 0495-24-0377
松伏町 オートクラフト 0489-93-1980

■ 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　
柏市 オートバックス セコハン市場 かしわ沼南 04-7190-0070

■ 東京都

杉並区 オートバックス 環八高井戸店 03-3334-0301

■ 神奈川県

横浜市 スーパーオートバックス 横浜ベイサイド 045-791-5111
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
横浜市 CAR MAKE T&E 045-913-3130
厚木市 スーパーオートバックス 厚木店 046-248-0331
相模原市 タイヤショップ ピットボーイ 0427-58-6691
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

■ 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

■ 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
南アルプス市 タイヤ館 南アルプス 055-283-7220

■ 長野県

長野市 タイヤ館イエスワン 026-223-2002
飯田市 オートバックス 飯田店 0265-21-1655
北佐久郡 イエローハット西軽井沢店 0267-32-1680

■ 岐阜県

岐阜市 スーパーオートバックス 岐阜店 058-274-9871
可児市 ABC HOUSE 0574-62-8848

■ 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
北名古屋市 きっずはぁと 0568-24-1222

■ 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
長浜市 タイヤガーデン長浜 0749-63-2632

■ 大阪府

高槻市 スーパーオートバックス 高槻店 0726-73-9377
東大阪市 レイブロス 06-6747-3451

■ 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

■ 岡山県

総社市 総社タイヤ（株） 0866-93-3560

■ 山口県

岩国市 スーパーオートバックス 広島商工センター 082-270-2111
岩国市 イエローハット 岩国店 0827-22-0105
防府市 タイヤガーデン 防府店 0835-25-8205

■ 和歌山県

岩手町 スーパーオートバックス 岩手店 0736-62-7650
有田郡 ハローズ 0737-52-2439

■ 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 URAS( ユーラス ) 092-504-5550
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
飯塚市 （株）イーストコーポレーション タイヤ一番 0948-72-5017
大野城市 スーパーオートバックス 大野城三笠川店 092-503-8686
久留米市 スーパーオートバックス 久留米店 0942-48-3558
那珂川町 プロテック 092-953-6537

■ 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
小国町 インプレス トライオート時松 0967-46-6776

■ 宮崎県

宮崎市 スーパーオートバックス 宮崎南店 0985-54-2321

■ 鹿児島県

鹿屋市 オートバックス　鹿屋店 0994-41-1212

インターネット通販
■三栄書房グループ　ウェルク
http://www.rakuten.ne.jp/gold/welc/

■ Goo-net ショッピング ホビー
http://shop.goo-net.com/hobby/index.html

■モノコレ オンラインショップ
http://www.monocolle.com/

■ RC Maniax Web STORE
http://www.rcmxstore.com/

■ラジドリ
http://www.radidri.jp/

■ドリラジキング
http://www.drc-king.com/

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



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


