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 13 回！！

YOKOMO 2016 CATALOG
Jan. 2016

ON-ROAD CAR

YOKOMO 2016 CATALOG

1/10 スケール ツーリングカー キット BD7 2016 ／フォーミュラ キット YR10F

IFMAR ワールド チャンピオン マシン

パーツリスト

超低重心化を果たした
究極のレース専用ツーリングカー
主な仕様
■ 2016 年シーズン用 1/10 電動 4WD ベルトドライブ ツーリングカー純競技車両 ■最大で 7.8mm( リヤショックタワー ) の低重心化を果たした先進のシャーシ設計 ■左右のねじれ特性に徹底的
にこだわったカーボンダブルデッキシャーシ ■コーナーリング時の駆動ロスを低減する F ダブルジョイント ユニバーサルを標準装備 ■新設計・前後バルクヘッドをクロスバルクで固定し、シャーシ
ロールを自在にコントロール ■低重心と大容量化を両立した新型 SLF ショートショックⅡ ■硬質潤滑アルマイトを施したショックシリンダーがショック内部の抵抗を軽減 ■ギヤ比設定幅を広げ、
様々なレギュレーション（スポーツ、ストック、モディファイ）に全対応 ■サスアーム、前後ハブ、ナックルには軽量グラファイト樹脂を使用 ■シャーシのしなりを引き出すセパレート アルミサス
マウント ( フロント後側・リヤ前側 ) ■フロント アルミ製ソリッドアクスル ■軽量樹脂製ベルトテンションカム ■前後スタビライザー標準装備 ★アルミシャーシープレート（オプション別売り）
MRTC-BD716

BD7 2016 BLACK SERIES シャーシキット

¥63,800

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
（Li-po2 セル）
、充電器、モーター、タイヤ、ホイール、ボディ、ポリカーボネイト用塗料

ヨーロッパで研ぎ澄まされる
競技用フォーミュラ シャーシキット

パーツリスト

主な仕様
■ 2.5mm 厚コンポジットカーボン製メインシャーシ ■フロント キングピンコイル サスペンション ■左右分割式 アルミ製フロントバルクヘッド ■カーボン製フロント ロア /
アッパーアーム ■フロントトレッド調整可能 ( ワイド / ナロー） ■フロント キャンバー変更可能（1 度〜 2.5 度 /4 段階） ■フローティング サーボ クランク ■ロングサイドリ
ンク ■ラバータイヤ専用設計 高強度アルミ製 リヤバルクヘッド ■カーボン製 ロア / アッパーブレース ■可変式リヤウイング高 (4 段階 ) ■一体型スラストベアリング内蔵 大
径ボールデフ ■マシンカットスパーギヤ（93T）標準装備 ■大容量ピッチングダンパー ( ツーリングカーサイズ ) ■大容量 アルミ削り出し ロール フリクションダンパー ■ラ
イド製 XR タイヤ付属（ETS コントロールタイヤ） ■イタリア・モンテック製ウイング標準装備（ETS コントロールウイング） ■リヤ 車高調整機能 ■フルボールベアリング
YR-10F

YR-10 Formula ver.ETS フォーミュラ シャーシキット

¥39,800

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
バッテリー（LiPO 2 セル 又は 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、タイヤ
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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ON-ROAD CAR

1/10 スケール ツーリングカー キット BD7 ver.RS3 ／ TOYOTA 86 ／ 1/12 GT シリーズ

BD7 ver.RS3

パーツリスト

ハイエンド ツーリングカーの熱い走りを体感 !!

主な仕様
■ 4WD ベルトドライブ ツーリングカー ■ 左右対称のパーツ構成でシャーシのねじれを最適化
MRTC-BD7RS3S
BD7 ver.RS 3 シャーシキット
¥35,800
■ 2.25mm 厚 グラファイト メインシャーシ ■ 従来に比べ 9.5mm モーターを中央寄りに搭載
■ フロント ソリッドアクスル ■ リヤ ギヤデファレンシャル ■ 軽量樹脂製ベルトテンション 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 )、バッテリーバッテリー
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、モーター、ピニオンギヤ、タイヤ、ホイール、ボディ、ポリカーボネイト用塗料
カム ■ ハイエンドマシン "BD7" と共通のコンポーネンツを使用、アップデートも可能

TOYOTA 86
パーツリスト

本格的 1/10 シャーシで楽しむ
TOYOTA 86 ワンメイクレース！
主な仕様

本商品の車両本体は、トヨタ自動車株式会社の承認の下製造しております。

■ 高効率シャフトドライブ・フルタイム 4WD システム（SD SPORT シャーシ ) ■ 高剛性コ
ンポジットモールデッドシャーシ ■ ダブルウィッシュボーン サスペンション ■ フロントソ
リッドアクスル ＆ リヤ ボールデフ ■ フロントユニバーサルシャフト & リヤドッグボーン ■
車高調整式 樹脂製 ショックアブソーバー ＆ コイルスプリング ■ フロント ウレタンバンパー
& リヤバンパー ■ アルミダイキャスト製 クランプ式 モーターマウント ■ ボールベアリング
(17 ヶ )

MRTC-86

1/10 TOYOTA 86

¥23,800

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
バッテリー（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料

GT Series

GT5-SC430

GT3-REA

GT3-IS350

GT3-B4

GT3-CAX

GT3-BRZ

パーツリスト

GT3-AHP

リアルスケールボディでスーパーGTを再現
軽快なマシンが興奮を呼び起こす
GT5-R35
主な仕様

「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)からのライセン
スにより製造されております」「本商品の車両本体は、トヨタ自動車株式会社
の承認の下製造しております。」「本製品は、マツダ（株）の承認を得ています」
「本製品は、富士重工業（株）からのライセンスにより製造されています。」

GT5-R35

MOTUL AUTECH GT-R

¥23,000

GT5-SC430

PETRONAS TOM'S SC430

¥23,000

GT3-REA

M7 MUTIARA MOTORS RE 雨宮 SGC 7

¥23,000

GT3-IS350

Weds Sport IS350

¥23,000

GT3-B4
R&D SPORT LEGACY B4
¥23,000
■ 超低重心 ダイレクトドライブ RWD シャーシ ■ フロント ダブルウィッシュボーン サスペン
GT3-CAX
COROLLA Axio apr GT
¥23,000
ション ■ ロール / ピッチング独立制御のリンク式 リヤサスペンション ■ リヤトラクションを高
GT3-BRZ
SUBARU BRZ R&D SPORT
¥23,000
めるギヤデファレンシャル ■ 新開発ベルテックタイヤ付属 ■ フルボールベアリング (8 ケ ) ■
GT3-AHP
apr HASEPRO PRIUS GT
¥23,000
アルミ製モーターマウント ■ ステアリング保護用 サーボセイバー ■ Li-po、Ni-cd/MH 対応バッ
テリートレー ■ ポリカーボネイト製 1/12 サイズ リアルスケールボディ ■ 290 サイズモー 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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、ボディ、ポリカーボネイト用塗料
ター標準装備 ■ 全長 406mm 全幅 174mm ホイールベース 234mm 全装備約 980g
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ON-ROAD CAR

YOKOMO 2016 CATALOG

1/12 スケール オンロードカー キット YRS Roadster ／ TOYOTA 86 ／ GT ベーシック

YRS Roadster
パーツリスト

①送信機（2.4Ghz 3チャンネル） ②受信機(2.4Ghz 3チャンネル)
③S-005 ステアリング サーボ ④SCR-DS スピードコントローラー
(ブラシモーター12ターン対応)
⑤YB-P216BE ヨコモLi-po 1600mAh/7.4Vバッテリー
⑥変換コネクター ⑦AC-74LP Li-poバッテリー専用急速充電器

⑥
⑤
①

YRS モノコックシャーシ 専用 2.4G-RS Ⅲ ランニングセット

※ドライバー人形は塗装例です。

YRS-RSG3

爽やかな風を感じる新感覚オープンカー

②

③

④

⑦

¥15,300

※送信機用単 3 アルカリ乾電池 4 本は別途お買い求め下さい。

主な仕様
■ 組み立て・塗装済みキット ■ リヤモーター ダイレクトドライブ RWD ■ 樹脂製 モノコッ
クタイプ シャーシ ■ キングピン ＆コイルスプリング式 フロントサスペンション ■ リヤ パラ
レルサスペンション システム (PSS) ■ ギヤデファレンシャル ■ 新開発 ベルテック ラジアル
タイヤ ■ フルボールベアリング (8 ケ ) ■ アルミ製 モーターマウント ■ ステアリング保護
用 サーボセイバー ■ ショートサイズ Li-po バッテリー専用設計 ■ ポリカーボネイト製 リアル
スケールボディ ■ 540 サイズモーター付属

GT-YRSR/YRSY/YRSG/YRSC

YRS Roadster（レッド・イエロー・グリーン・クリア） 各 ¥14,980

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
( ショート LiPO 2 セル )、充電器

TOYOTA 86
パーツリスト

①送信機（2.4Ghz 3チャンネル） ②受信機(2.4Ghz 3チャンネル)
③S-005 ステアリング サーボ ④SCR-DS スピードコントローラー
(ブラシモーター12ターン対応)
⑤YB-P216BE ヨコモLi-po 1600mAh/7.4Vバッテリー
⑥変換コネクター ⑦AC-74LP Li-poバッテリー専用急速充電器

⑥
⑤
①

YRS モノコックシャーシ 専用 2.4G-RS Ⅲ ランニングセット
YRS-RSG3
②

③

④

⑦

¥15,300

※送信機用単 3 アルカリ乾電池 4 本は別途お買い求め下さい。

ワンメイクレースが楽しい1/12サイズRWDスポーツ

主な仕様

本商品の車両本体は、トヨタ自動車株式会社の承認の下製造しております。

■ 1/12 サイズ ダイレクトドライブ RWD ■ YRS モールド・モノコックシャーシ ■ キン
グピン ＆ コイルスプリング式 フロント サスペンション ■ リヤ パラレル サスペンション シス
テム (PSS) ■ ギヤ デファレンシャル ■ 新開発 ベルテック ラジアルタイヤ ■ フルボール
ベアリング (8 ケ ) ■ アルミ製 モーターマウント ■ ステアリング保護用 サーボセイバー ■
ショートサイズ Li-po バッテリー 専用設計 ■ ポリカーボネイト製 リアルスケールボディ ( 未
塗装 ) ■ 540 サイズモーター付属 ■ 全長 386mm 全幅 174mm 全高 112mm

GT-YRS86

TOYOTA 86

¥16,800

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
( ショートサイズ Li-po 2 セル )、充電器

GT Basic

キット詳細

チューニングに最適なベースシャーシ キット
主な仕様
■ 超低重心 ダイレクトドライブ RWD シャーシ ■ フロント ダブルウィッシュボーン サスペン
ション ■ ロール / ピッチング独立制御のリンク式 リヤサスペンション ■ リヤトラクションを
高めるギヤデファレンシャル ■ 新開発ベルテックタイヤ付属 ■ フルボールベアリング (8 ケ )
GT-B
GT ベーシック シャーシキット
¥18,000
■ アルミ製モーターマウント ■ ステアリング保護用 サーボセイバー ■ Li-po、Ni-cd/MH
対応バッテリートレー ■ 290 サイズモーター標準装備 ■ 全長 406mm 全幅 174mm ホ 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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、ボディ、ポリカーボネイト用塗料
イールベース 234mm 全装備約 980g
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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OFF-ROAD CAR
1/10 スケール オフロードカー キット YZ-4 ／ YZ-2

先進の技術から生まれた
新世代ドライブシステム 4WD オフロード

パーツリスト

主な仕様
■ 2 ベルト &3 ギヤ・ギヤボックスドライブトレイン ■アルミ製 ハードアルマイト メインシャシー ■アルミ製トップシャフト ■アルミ製フロントサスマウント ( スキッド 0° /2.5° /5°選択可能 ) ■アルミ製フ
ロントブレース ■アルミ製ベルトテンショナーマウント ■アルミ製バッテリーホルダーナット ■アルミ製モーターマウント ■グラファイト製ステアリングプレート & ステアリングブロック ■グラファイト製アッ
パーデッキ ■グラファイト製バッテリープレート ■ 3 ギヤ・フロント & リヤ ギヤボックス ( グラファイト混入樹脂 ) ■フロントプーリー（クリッカータイプ ワンウェイ内蔵） ■フロントサスアーム ( フラットタイプ )
■リヤサスアーム ( ハイトラクションタイプ ) ■ギヤデフ ( 金属製ベベルギヤ・オイル封入タイプ ) ■ビックボアタイプ X33 ショック ( オリジナルサイズ X リング採用 ) ■オールラウンドシリーズ ショックスプリン
グ ■キャブフォワード NEW ボディ ( フロントウイング付属 ) ■ごくらくオフロードウイング・ナロー ■フル ボ−ルベアリング ■ C-clip ユニバーサルシャフト ■アルミ製 12mm 六角ホイルハブ
B-YZ4

YZ-4

¥55,500

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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、タイヤ、充電器、モーター、ピニオンギヤ、ポリカーボネイト用塗料

超低重心ミッドシップレイアウトが
もたらす比類なき運動性能

パーツリスト

主な仕様
■超低重心モーターマウント & ギヤボックス ■フロントハブキャリアのブッシュ変更によりスキッド角変更可能 (0 度 /2.5 度 /5 度 )
■リヤサスマウントのブッシュ変更によりトーイン / スキッド角の変更可能 ■アルミ製 新型ステアリングラック ■アルミ製 リヤサ
スマウント ■アルミ製 フロント アッパーアーム マウント ■アルミ製 フロント サスマウント サポート ■アルミ製 一体型メイン
シャーシ ■セパレートパック & ショート Li-po 対応 ■カーボン製 バッテリープレート ■デュアルパッド スリッパークラッチ ■
アルミ製 前後六角ハブ ■ 4mm 厚カーボン製前後ショックタワー ■硬質潤滑アルマイト ショックボディ
B-YZ2

YZ-2

¥46,200

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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、タイヤ、充電器、モーター、ピニオンギヤ、ポリカーボネイト用塗料
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DRIFT PACKAGE

YOKOMO 2016 CATALOG

1/10 スケール ドリフト シャーシ キット YD-4

本格的 AWD ドリフト 競技用
次世代シャーシ登場！

パーツリスト

" 魅せる " 走りを演出するために求められる性能は、どんな状況下で
もコントローラブルであること。限界付近で走行する単走はもちろ
ん、対戦相手に合わせながらより良い走りを目指す追走シーンでも、
マシンを自分のコントロール下に置くことこそ、さらなるパフォー
マンスを引き出すキーポイントだと、開発担当であり、チームヨコ
モドリフト・リーダーの松崎隼人は言う！ 重量物を低く、さらにマ
らにマ
シンの中央に集めることで、クイックな振り出しとドリフトアング
アング
ルの安定感を高め、ドリフト専用サスペンションとラック式 ( スチー
ル製 ) のステアリングシステムは、ライントレースの自由度を広げ
を広げ
ます。

設計者 松崎 隼人

主な仕様
■ 高剛性カーボン製 ダブルデッキシャーシ ■ 高い運動性能を発揮する低重心構造 ■ 密閉式ギヤボックス シャフトドライブ
ブ 4WD
■ 重量物を集中化させることで操作性が向上 ■ 剛性の高い前後 H アーム仕様ながら圧倒的な切れ角を実現 ■ 切れ角とアッカー
アッカー
マン比を最適化するスチール製 スライドラック ステアリングシステムを標準採用 ■ フロント キングピンアングル付 ナロースクラブ
スクラブ
ナックル ■ 高剛性 4mm 厚カーボン製の前後ショックタワー ■ スタンダード、ショートサイズバッテリー両対応
DP-YD4

ドリフトパッケージ YD-4 シャーシ キット

¥39,800

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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、タイヤ、充電器、モーター、ピニオンギヤ、ポリカーボネイト用塗料

HMX68

キット詳細

手のひらサイズのマイクロドローン新登場！

主な仕様
■全長：98mm ■全高：30mm ■プロペラ直径：40mm ■重量：21.2g ■モーター軸
間距離：68mm ■バッテリー：Li-po 150mAh/3.7V ■充電：USB チャージケーブル ■
送信機：4 チャンネル 2.4GH ｚ

HM-X68AC

マイクロサイズ マルチコプター HMX 68 ( カーボン柄 )

¥5,300

HM-X68AP

マイクロサイズ マルチコプター HMX 68 ( ピンク )

¥5,300

HM-X68AY

マイクロサイズ マルチコプター HMX 68 ( イエロー )

¥5,300

送信機用の単 3 アルカリ乾電池 2 本は別途お買い求めください。

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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DRIFT PACKAGE

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）

リアルなボディを高性能シャーシに搭載
迫力のドリフト走行が楽しめるスーパー スタンダードマシン

走行動画を Check!

パーツリスト

ヨコモ・ドリフトパッケージ シリーズは、実車ドリフトの頂
点 "D1 グランプリ " で活躍するワークスマシン、そしてより
身近なストリート仕様のドリフトカーを 1/10 スケール (40
センチオーバー ) で再現した、電動ラジオコントロールカー組
立キットです。
競技用ラジオコントロールカーをベースに、前後スプールジョ
イントや新開発のスーパードリフトタイヤ " ゼロワン R2" で
ドリフトマシンとしてモデファイ。4 輪ダブルウィッシュ
ボーン サスペンションと高効率シャフトドライブ フルタイム
4WD システムで、圧倒的な飛距離と角度を両立する迫力のド
リフト走行がお楽しみいただけます。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ナップ
もでき、好みの走行特性のオリジナルマシンに仕上ることが
可能。ヨコモ・ドリフトパッケージ シリーズは、ドリフトの
魅力を凝縮・フル装備したこだわりのラジオコントロールカー
です。
※ RC カーとして走行するためには別途ランニングセット (RC 装置等 ) が必要です。

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
& リヤ） ■ フロントユニバーサルドライブシャフト & リヤドッグボーン ■ 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
ヤバンパー ■ 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）

走行に最適な 専用 2.4G ランニングセット

⑥

⑦

①

①送信機 (2.4Ghz 3 チャンネル ) ②受信機 (2.4Ghz 3 チャンネル )
③ S-005 ステアリングサーボ
④ SCR-DS ハイパワー型スピードコントローラー
( ブラシモーター 12 ターン対応 )
⑤ YM-D1R ドリフト用 27 ターン モーター
⑥ AC-12D デルタピーク型 急速充電器
⑦ YB-14SP 1400mAh ニッカドバッテリー

ドリフトパッケージ用 2.4G-RS Ⅲ ランニングセット
③
②
組立キット完成例
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⑤
④

DP-RSG3

¥15,800

※送信機用単 3 アルカリ乾電池 4 本は別途お買い求め下さい。

YOKOMO 2016 CATALOG

組立キット／ストリート バージョン ラインナップ

NISSAN S15 SILVIA

NISSAN 180SX
DP-180SXA

¥23,000

DP-S15A

MAZDA FC3S RX-7
¥23,000

DP-FC3SA

TOYOTA AE86 TRUENO
¥23,000

DP-AE86A

¥23,000

組立キット／ D1 バージョン ラインナップ

GReddy R35 Spec-D
DP-GR35

Team UP GARAGE FALKEN 86
¥25,800

Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS 180SX
DP-TY180A

¥25,000

Team BOSS with POTENZA S15
DP-BS15A

¥25,000

GOODYEAR Racing ZERO CROWN
DP-ZCRA

¥25,000

DRoo-P ESPELIR AE86 TRUENO
DP-DR86A

¥25,000

DP-UF86A

DRIVE M7 ADVAN MAX ORIDO Racing 86
¥25,000

GOODYEAR Racing with Kunny z JZX100 CHASER
DP-JZX2A

¥25,000

YUKE'S CUSCO LANCER Evolution X
DP-EVXA

¥25,000

BLITZ DUNLOP ER34 SKYLINE
DP-BL34DA

¥25,000

RE 雨宮 RX-7 FD3S
DP-REAA

DP-M786A

¥25,000

Team22 FNATZ JZX100 MARK Ⅱ
DP-SDA

¥25,000

M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7
DP-REA7A

¥25,000

Team TOYO with GP SPORTS S15 SILVIA
DP-TYS15A

¥25,000

ORC Z33
¥25,000

DP-ORCZ33A

GOODYEAR Racing with Kunny z Mark X
DP-MKXA

¥25,000

DUNLOP with KOGUCHI POWER 180SX
DP-DKPA

¥25,000

D-MAX Diversion ADVAN ワンビア
DP-DM13A

¥25,000

DRIFT X TREME PS13 SILVIA
DP-PS13A

¥25,000

HKS HYPER SILVIA S15
¥25,000

DP-HKSA

¥25,000

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 )、バッテリーバッテリー（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、モーター、ポリカーボネイト用塗料

「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。」「本商品の車両本体は、トヨタ自動車株式会社の承認の下製
造しております。」「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。」
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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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）／ Basic

ラジドリを楽しみたいが、忙しくて作る時間がない、
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！！
「ドリフトパッケージ用ボディセット（要塗装）」と
「ホイール」
「タイヤ」の組み合わせで手軽にドリフト走行が可能！！

セット内容
■ドリフト専用 SD CMS 完成シャーシ ■最新 2．4GHz 3 チャンネル 送受信システム
■大容量スピードコントローラー（12 ターンモーターまで可）
■ハイトルク型 35 ターン ドリフト専用モーター
■充電式 1400mAh ニッカドバッテリー
■ AC100V 用 急速充電器（安全タイマー付）
※セットにはカーボディ、ホイール（タイヤ付）単 3 電池 4 本（プロポ用）は含まれていません。
別途お買求め下さい。
DP-DRG3

STEP 1

ドリフトレーサー 2.4G-RS Ⅲ（完成キット）

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。

STEP 2

パーツリスト

¥30,000

ボディの準備

ドリフト用のボディは 40 車種以上のラインナッ
プ。製品はクリアボディなので、別途ポリカーボネ
イト用塗料をご用意ください。

STEP 3

ボディの組み立て

D1 シリーズのボディなら、単色の塗装からデカー
ルを貼ることで、迫力の D1 マシンレプリカが出来
上がります。

STEP 7

STEP 4

ホイールを装着

ゼロワン R タイヤ付のホイールをお好みで選んで
ドリフトレーサーのシャーシに装着。1 台分には 2
セットが必要です。

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。

STEP 5

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急速充
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 6

ボディの装着

シャーシのボディポストをボディに合わせて調整。
ボディを装着すれば走行準備が完了です。

改造にも最適な
ドリパケの基本シャーシ
パーツリスト

Basic
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 ■ 高剛性 コンポジット モールデッド
シャーシ ■ ダブル ウィッシュボーン サスペンション ■ ドリフトに適したアライメントの固定
式タイロッド ■ リジッドアクスル採用 ( フロント & リア ) ■ フロントユニバーサルシャフト
DP-DP8
ドリフトパッケージ ベーシック
¥14,200
& リヤドッグボーン ■ 樹脂製 ショックアブソーバー ＆ コイルスプリング ■ フロント ウレタ
ンバンパー & リヤバンパー ■ アルミダイキャスト製 クランプ式 モーターマウント ■ ボール 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
（LiPO 2 セル 又は 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
ベアリング (17 ヶ )
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YOKOMO 2016 CATALOG

1/10 スケール ドリフト シャーシ キット DPR ／ DIB Ver.2 ／ PLUS TYPE-C
ブルーアルマイトのコントラストが際立つ
ハイクラスマシン

DPR

パーツリスト

主な仕様
■グラファイト製 ダブルデッキ シャーシ ■アルミ製 アッパー / ロア A アーム ■アルミ製 ナロースクラ
ブ ステアリングブロック ■アルミ製 ステアリング ベルクランク ■フロントワンウェイ＆リヤスプール
■アルミ製フロント ショックタワー ■アルミ製 スライド式 モーターマウント ■アルミ製 車高調整式オ
DP-DPRA
ドリフト パッケージ DPR シャーシキット
¥58,000
イルショック ■ドリフト専用スプリング ■アルミ製 センター ドライブカップ ■アルミ製 センターシャ
フト ( ブルーアルマイト ) ■アルミ製 軽量スパーギヤ ホルダー ■アルミ製サーボマウント ■アルミ製 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
（LiPO 2 セル 又は 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
クランプ式 六角ハブ ■クイック バッテリーホルダー

DIB Ver.2

バランスの良さが魅力の
ベルトドライブ ドリフトカー

パーツリスト

主な仕様
● 重量物と主要駆動部をシャーシ中央線上に配置したインラインレイアウト ● 最高の操作性を誇
る 2 ベルトドライブ ● フロントミッドシップ モーターレイアウト ● フルカウンター ドリフト
対応のアッカーマン比 ● ステアリング アングル 45 度 ●フロント ワンウェイ & リヤ ソリッド
アクスル ■ SSG 製 ダブルデッキ シャーシ ■ SSG 製 前後ダンパーステー ■高精度 アルミ製
モーターマウント ■ローフリクション ユニバーサルシャフト ( 前後 ) ■アルミ製 オイルショック
標準装備 ■フルボールベアリング

DP-DIB2/DIB2R

DIB ver.2（ブルー／レッド）

各 ¥49,800

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
（LiPO 2 セル 又は SUB-C・6 セル）、充電器、モーター、タイヤ、ホイール、ボディ、ポリカーボネイト用塗料

PLUS TYPE-C
パーツリスト

ワンランク上の走りを約束する
A アームキット
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
DP-DP7C
ドリフトパッケージＰＬＵ S Type- Ｃ（Ａアーム仕様）
¥23,500
リジッドアクスル採用（フロント & リヤ） ■ 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 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
（LiPO 2 セル 又は 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
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
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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1/16 スケール ドリフトパッケージ イチロク M ／ 1/15 スケール ドリフトパッケージ ミニ

UP GARAGE DUNLOP 86

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！！

DPM-AE86

¥12,400

Team SAMURAI PROJECT FC3S
走行動画を Check!

DPM-FC3S

パーツリスト

¥12,400

GOODYEAR Racing ZERO CROWN
DPM-ZCR

¥12,400

M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7
DPM-REA

¥12,400

DRoo-P YAMASA YOKOHAMA SC430
DPM-SC430

¥12,400

GOODYEAR Racing B324R
DPM-B324R

¥12,400

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

Team TOYO with GP SPORTS 180SX
DPM-TY180

¥12,400

YUKE'S SYMS GDB IMPREZA
DPM-GDB

¥12,400

Team TOYO with GP SPORTS S15
DPM-TYS15

¥12,400

走行のために必要なもの：イチロクＭ専用 2.4G-RS Ⅲ ランニングセット、送信機用単 3 アル
カリ乾電池 4 本

イチロクＭ 専用 2.4G-RS Ⅲ ランニングセット

⑦
⑥

①

⑤
②

③

④

①送信機（2.4Ghz 3チャンネル）
②受信機(2.4Ghz 3チャンネル)
③S-001 ステアリングサーボ
④SCR-46SSR スピードコントローラー
⑤1400mAh7.2V ニッケル水素バッテリー
⑥スモールサイズバッテリー用 変換コネクター
⑦YZ-12D デルタピーク型 急速充電器

DPM-RSG3

¥15,000

※送信機用単 3 アルカリ乾電池 4 本は別途お買い求め下さい。

ORC with TOP SECRET Z33 2007
DPM-ORCZ33

¥12,400

APEX D1 PROJECT FD3S RX-7
DPM-APEX

¥11,500

「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。」「本商品の車両本体は、トヨタ自動車株式会社の承認の下製造しております。」「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。」

走行動画を Check!

パーツリスト

本格的な走りのミニサイズモデル
2.4GHz送受信機搭載のRTRセット
主な仕様
■前後リジッドアクスル 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 ■完全防塵 ドライ
ブトレイン ■塗装完成済み 軽量ポリカーボネイトボディ ■前後 ユニバーサルシャフト ■ 2.4Ghz 3 チャンネル送受信機 ■
1400mAh ミニサイズ ニッケル水素バッテリー ■ AC コンセントタイプ 急速充電器付属
DPF-30G3A

VERTEX RIDGE TE3006 SOARER

DPF-220G3A

HKS IS-220R ALTEZZA

¥18,500

DPF-JZXG3A

Kunny'z JZX100 CHASER

¥18,500

DPF-Z33G3A

ORC with TOPSECRET Z33

¥18,500

DPF-90G3A

TOYOTA JZX90 Mark Ⅱ

¥18,500

走行のために必要なもの：送信機用単 3 アルカリ乾電池 (4 本 )
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¥18,500
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充電器／バッテリー／スピード コントローラー／モーター／サーボ
急速充電器 YZ-114PLUS
（AC100〜240V / DC12V 用）
YZ-114PLUS

¥10,500

■ 入 力 電 圧 ： AC100 〜 240V、 ま た は
DC11 〜 18V ■ 充電電流 ： 01 〜 6.0A
■ 最大充電電圧 ： 4.35V/ セル ■ 放電電流
： 0.1 〜 2.0A ■ 対応バッテリー ： Li-po/
Li-fe/Li-ion/Li-HV・1 〜 6 セ ル Ni-MH/Nicd・1 〜 15 セル ■ 出力ポート ： 充電 ( バナ
ナプラグタイプ )、USB 5.0V/2.1A ■ 充電
モード ： Li-po/Li-fe/Li-ion/Li-HV【チャージ、
バランスチャージ、ディスチャージ、ファスト
チャージ、ストレージ】 Ni-MH/Ni-cd【チャー
ジ、オートチャージ、サイクル、リピーク、ディ
スチャージ】 ■ 安全機能 ： 自動充電電流制
限、バッテリー電圧監視、内部抵抗メーター、
容量制限、温度制限、充電時間制限

LiPo

T 型プラグ仕様

LiPo

ヨコモ LiPo 4000mAh ストレートパック
YB-L400AT（T 型プラグ）

¥5,000

YB-L400A

¥4,800

ニッケル水素

ヨコモ LiPo 3000mAh ストレートパック
YB-L300A

¥3,400

家庭用急速充電器（AC100V用）
AC-12D
AC-12D

¥2,900

■入力電圧：AC100 〜 240V
■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

ニッカド

ヨコモ 3900 ストレートパック バッテリー
YB-S392A

¥3,800

ヨコモ スポーツ 1400S パックバッテリー
YB-14SPA

¥1,500

ドリフトに最適！
ドリフトスポーツ（バック付）

プロストック２

モーター

各￥1,500

ロープロ タイプ デジタルサーボ
SP-6099N

■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

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。

SCR-DS

YM-PS213（13T）

YM-PS219（19T）

■速度：0.09sec/60°(6.0V)
■トルク：9.0kg・cm(6.0V)
■寸法：40.8ｘ20.3ｘ25.5mm
■重量：45.0g

YM-PS215（15T）

YM-PS221（21T）

SP-6099N

YM-PS217（17T）

YM-PS123（23T）

¥8,900
参考市場特価 ￥4,450

LiPO 1 セル 対応
プログラム可能

ZERO ブラシレスモーター（6.5 〜 30.5T）
YM-BL65G 〜 305G

各 ¥6,660

BL-PRO3 Turbo
（センサー付 ブラシレス ESC）
BL-PRO3N

¥17,200

BL-PRO3B （コネクター ハンダ済）

¥17,200

■対応モーター ブラシレス 3.5T（ターボ機
能使用時は 5.5T）
■入力電圧 NIcd/NiMH：4 〜 6 セル
Lipo/Life：1 〜 2 セル
■ BEC 電圧 6.0V/3.0A
■ケースサイズ 32.0 × 34.2 × 29.6mm
（突
起部を除く）

S-007

BL-RS3 Turbo
（センサー付 ブラシレス ESC）
¥12,800

■対応モーター ブラシレス 5.5T（ターボ機
能使用時は 8.5T）
■入力電圧 NIcd/NiMH：4 〜 6 セル
Lipo/Life：1 〜 2 セル
■ BEC 電圧 6.0V/3.0A
■ケースサイズ 32.0 × 34.2 × 21.0mm
（突
起部を除く）

BL-RS3 Turbo コンボセット
BL-PRO3 Turbo コンボセット
（ZERO ブラシレスモーター 6.5 〜 30.5 Ｔとのセット）

ブラシレス ESC プログラマー
BL-YBP3（PRO3/RS3/SP3 用）

¥2,700

BL-P365G 〜 3305G

（ZERO ブラシレスモーター 6.5 〜 30.5 Ｔとのセット）
BL-R365G 〜 3305G

■速度：0.11sec/60°(6.0V)
■トルク：6.5kg・cm(6.0V)
■寸法：40.7ｘ39.4ｘ20.0 mm
■重量：42.0g
¥3,000

¥7,000

LiPO 1 セル 対応
プログラム可能

BL-RS3

ハイスピード デジタルサーボ S-007

プログラム可能

BL-SP3（センサー付 ブラシレス ESC）
BL-SP3

¥8,200

■対応モーター ブラシレス 8.5T
■入力電圧 NIcd/NiMH：4 〜 6 セル
Lipo/Life：2 セル
■ BEC 電圧 6.0V/1.5A
■ケースサイズ 29.1 × 26.8 × 18.3mm
（突
起部を除く）
■重量 50g

BL-SP3 コンボセット
（ZERO ブラシレスモーター 8.5 〜 30.5 Ｔとのセット）
BL-S385G 〜 3305G

各 ¥13,400

各 ¥17,940

各 ¥21,740

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

模型店
■ 北海道
旭川市
旭川市
旭川市
旭川市
石狩市
岩見沢市
岩見沢市
音更町
富良野市
富良野市
釧路市
釧路市
釧路市
江別市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
帯広市
苫小牧市
苫小牧市
苫小牧市
中標津町
北見市
北見市
幕別町
北斗市
北斗市
亀田郡
恵庭市
室蘭市
夕張郡

（有）竹内モデル
ホビーショップ てづか
旭川 RC サーキット
GUMP FACTORY
ラジコン倉庫 hashiriba
ガンちゃん堂
RC ショップ サーキット Do
ネストホビーズ
ホビーショップ ササキ
ラジコンショップ Friends
模型のいわさき
ミヤケ模型
H.R.C
ホビーショップ シンタニ
（株）オーム模型
スポーツホビー
OHM ツインサーキット
プロ模型
日本平中自動車販売
稲荷体育用品（株）
マスターズコート
おばらホビー
（有）竹内モデル 苫小牧店
ドリームホビー
マルテサーキット
ラジコン専門店 松本
ロックス
鳩屋模型店
イリジョン
イルカサーキット
ホビーショップ イルカ本店
マッチ模型店
ゾーンスクエア
かたつむり
ホビーハウス F

0166-46-9501
0166-33-9126
090-4025-4867
0166-63-4556
0133-64-3107
0126-26-3435
0126-26-6044
0155-32-2623
0167-23-2817
0167-44-3415
0154-22-1659
0154-22-2269
0154-64-5965
011-384-9387
011-821-1367
011-773-5090
011-879-5381
011-851-2741
011-763-2767
011-682-2351
011-771-3862
0155-35-2834
0144-32-3673
0144-52-1811
0144-32-9900
01537-2-4085
0157-22-5501
0157-23-2867
0155-22-1560
0138-77-1223
0138-49-3080
0138-64-0371
0123-36-1577
0143-47-1177
0123-88-3017

■ 青森県
五所川原市
弘前市
おいらせ町
おいらせ町
青森市
八戸市
八戸市

模型倶楽部
ニシムラ模型
コムカイ模型
BIG D
有限会社 工藤模型
ミウラ電波模型店
RC ショップ T-ONE

0173-35-6551
0172-35-1442
0178-52-2554
0176-52-5300
017-773-5160
0178-20-9192
0178-44-2980

プラモのエデン
ホビーショップ ささき
水沢ラジコン
タカラジマ模型
ホビープライム
ホビースクェア にしな
ファンアーマット
アメリカンパラダイス

0191-23-5791
0193-62-3431
0197-23-6722
0197-25-4129
019-654-1130
019-641-2580
019-635-2475
0197-63-7898

■ 岩手県
一関市
宮古市
奥洲市
奥州市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
北上市

■ 宮城県
柴田町
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
白石市

RC ショップ マキシム
ホビーショップ ぐらんぷり
模型倶楽部
ファースト模型
ナカムラ模型
仙台模型
ホビーショップ タムタム 仙台店
ファンライドガレージ
ホワイトストーン

0224-58-1351
022-353-9196
022-274-0665
022-254-7081
022-372-1818
022-261-3489
022-771-9322
022-393-5260
0224-29-3584

ラジコンハウス
RC スペース みちおか
ホビーショップ K2
オートステージ
DSP.YOKOTE

0186-22-0105
018-835-4055
018-832-3006
0184-23-5133
0182-33-5151

■ 秋田県
鹿角市
秋田市
秋田市
由利本荘市
横手市

■ 山形県
寒河江市
山形市
米沢市
天童市
東根市

（有）ノブ科学模型社
シバタモデル ラジコンセンター
ホビーショップ セイワ
Rolling Park Nakano
DRC

0237-86-2961
023-644-7378
0238-21-4912
023-653-5009
0273-43-6016

面川サーキット
アイ・アール・エス
ファッショングループささき
（有）いわき模型
ホビーショップ YJ
シルバーウイング
ユニバーサル
ラジコンサーキット パパさん
MRC Factory
アウトバック
せきや
ラジコンサーキット ラボ
TOYs サイトウ

0242-27-0921
0246-83-2457
0246-44-3311
0246-22-6414
0246-34-0710
024-943-8700
024-973-6951
024-973-5388
024-983-6315
090-3982-0568
024-522-5497
024-573-5121
0248-23-5489

■ 福島県
会津若松市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
福島市
福島市
西白河郡

■ 茨城県
つくば市
つくば市
ひたちなか市
筑西市
下妻市
神栖市
土浦市
水戸市
日立市
龍ヶ崎市
笠間市
結城市

エムワンモデル
谷田部アリーナ
勝田ラジコン模型
アライワークス
ホビーショップ イチムラ
カミスモケイ
ラジコン天国 土浦店
RC ランドビクトリー
多賀ホビー
YR オフロードパーク
ユニバース
ノベキカイシステム

029-854-8533
029-836-0914
029-272-0038
0296-22-5444
0296-44-3563
0299-93-1402
029-824-8581
029-259-6171
0294-36-0077
0297-62-4343
0299-37-6620
0296-32-5876

■ 栃木県
栃木市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
真岡市
小山市
那須町
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アオキ模型
ビッグホビー
宇都宮ホビージャック
ホビーショップ GP-1
マチュア プレミアム サーキット
スターホビー
RC ショップ 950
ブルースカイ

0285-53-0851
028-659-9000
0284-43-6644
028-667-6348
028-666-3000
0285-83-5617
0285-24-1588
0287-74-2706

桐生市
高崎市
高崎市
高崎市
みどり市
前橋市
前橋市
前橋市
前橋市
安中市
富岡市
玉村町

トイボックスオカザキ
ホビー・ザ・トミー 緑町店
ランナバウト 331
サンホビー
ホビーショップ アザミ
ミュルサンヌ
ホビー・ザ・トミー 下大島店
カスタムモデル
ホビーハウスキッド
アンデルセン RC パーク
ワールドジャムレーシング
クレスト スピードウェイ

0277-22-2017
027-363-7272
0273-86-2108
0273-61-9927
0277-76-6463
027-233-8320
027-266-9840
027-233-6054
027-252-7048
027-393-3322
0274-67-1922
0270-75-5933

■ 埼玉県
さいたま市
さいたま市
行田市
吉川市
久喜市
久喜市
越谷市
戸田市
所沢市
志木市
川越市
川越市
川越市
草加市
入間市
入間市
三郷市
春日部市
本庄市
加須市
和光市
羽生市
深谷市
上里町
寄居町
三芳町
吉見町

ホビーショップ タムタム大宮店
イーズホビー
SEED
ホビーショップ モリタ
RC-D マウンテン
ホビーガレージ
山本電気
ハイパーホビー 戸田美女木店
ホビーショップこてさし
ホビーボックスつるや 3 号店
ケイ・ホビー
SPEED WAY PAL
ＢＯＳＳレーシング
ホビーショップ スズキ
RC リカーズ
プライベートガレージ
（有）Y.M 車吉
風間オートサービス
RCS ミサト
スカイホビー
クラフトスクエア
Fine Factory
有限会社 松本商会
FASTER
サムライサーキット
グリーンパーク
翼 hobby

048-688-9666
048-682-1044
048-556-1515
048-983-0964
080-4879-2231
0480-87-0432
048-965-6036
048-422-1812
04-2947-0421
048-470-2755
049-247-2020
049-225-8998
049-290-6289
048-925-1737
042-962-6201
04-2926-6474
048-953-1848
048-745-2026
0495-72-8234
0480-76-3366
048-467-8430
048-501-7156
048-583-6336
0495-35-1152
048-582-2238
049-258-3398
090-1600-5387

■ 千葉県
市原市
印西市
印西市
印旛郡
君津市
大栄町
匝瑳市
袖ヶ浦市
九十九里町
松戸市
松戸市
千葉市
千葉市
船橋市
東金市
茂原市
長柄町
野田市
野田市
柏市
旭市

（有）エヌアイシー
ホビーショップ カワウチ
トップフォース印西店
AREA 33
ホビーショップ ピットイン
ラジコンショップ ネクスト
オートガレージ 須合
RC スタジアム 袖ヶ浦
ふじ模型
オオタ模型
バトル＝ルーレット＝トウキョウ
ラジコン天国 千葉蘇我店
ホビーショップタムタム千葉店
フタバ模型専門店
岩崎模型
ナルケホビー
RC・HIROBA
千葉レジャーランド 野田店
RC- モノコック ZEN
Neo RC Drift Stage
東京堂

0436-20-8855
0476-42-2901
0476-37-6840
0476-95-6062
0439-55-2053
0478-73-6356
0479-73-5441
0438-75-8880
0475-76-7234
047-364-6334
047-392-7776
043-261-9030
043-215-2215
047-425-2034
0475-52-4419
0475-22-3939
0475-47-2169
0471-20-3535
047-100-8728
047-192-8469
0479-62-0545

■ 東京都
秋葉原
秋葉原
秋葉原
秋葉原
荒川区
荒川区
板橋区
板橋区
練馬区
昭島市
町田市
西多摩郡

RC アドバイザーチャンプ 秋葉原店
フタバ産業株式会社
スーパーラジコン 秋葉原店
タムタム秋葉原店
RC サーキット かっぱスペース
アクアライン
SPIRAL
RC build shop 輝ビル
トーホー レジャープラザ
RC ハウス CHAMP
レーシングパラダイス
RC Car Proshop SHIFT

03-5807-5239
03-3255-9984
03-5688-1414
03-5816-5667
03-6314-2720
03-3893-0883
03-5398-4007
03-3960-2823
03-5921-2820
042-549-1553
042-788-3900
042-513-9080

WARU サーキット
KN-YOKOHAMA
Passion Yokohama
ハートランド
ヨコスカ模型
RC oahu
モデルメート ヒルトップ
イシハラ i-box
ナミキ模型
鎌倉ホビー館
サガミ堂
ホビーショップ タムタム 相模原店
RC アドバイザー チャンプ 相模原店
HOBBY SHOP ARMS
RC ショップ トップフォース大和店
M Atsugi Racing
G サーキット

045-590-6231
045-593-9402
045-335-5121
046-848-7125
046-854-7721
044-863-7868
044-988-0370
044-822-3864
0463-87-0353
0467-44-3070
042-756-3477
042-752-2727
042-703-8318
0466-47-2708
046-240-6581
046-281-7688
0467-38-5988

ロイヤルモデル
ホビーショップ みさき
ソニックパーク 甲府
SLIDE WAY

055-233-2727
055-240-1122
055-267-6231
0555-72-9339

RC フレンド信州
プラキチ
松本電子部品 飯田
アサヒ堂 模型店
おもちゃの店 パンダ
パッシングポイント
ホビーショップ 丸信
シロニクス RC サーキット
ラジドリサーキット D

026-217-0443
0262-84-6969
0265-48-5218
0263-32-3903
0263-78-3842
0263-71-5519
0266-52-3287
0266-41-2729
026-253-4735

■ 神奈川県
横浜市
横浜市
横浜市
横須賀市
横須賀市
川崎市
川崎市
川崎市
秦野市
鎌倉市
相模原市
相模原市
相模原市
藤沢市
大和市
厚木市
高座郡

■ 山梨県
甲府市
甲府市
甲府市
富士吉田市

■ 長野県
長野市
長野市
飯田市
松本市
松本市
安曇野市
諏訪市
上伊那郡
飯綱町

■ 新潟県
五泉市
新潟市
新潟市
新潟市
長岡市
長岡市
柏崎市

マツキン サーキット
パーツボックス
ホビーロード ツインタウン女池店
Heat
ホビーショップ コクピット
モロテック・スピードウェイ
マルス模型

090-9749-4881
025-234-3533
025-281-2686
025-378-8558
0258-32-9025
0258-25-3122
0257-22-4093

■ 石川県
金沢市
金沢市
金沢市
金沢市
小松市

みなと模型 金沢店
三共ジョーシン もとまち店
みなと模型 若宮店
チャンピオン金沢模型
みなと模型 小松店

076-298-9591
076-251-1031
076-262-2006
076-242-3316
0761-22-8935

ツインホビー
ホビーショップ 風
キタガワモデル
ピットワン 富山南店
ピットワン 高岡店

076-471-2225
076-455-0185
076-493-0058
076-495-9101
0766-25-6003

■ 富山県
滑川市
八尾町
富山市
富山市
高岡市

■ 福井県
越前市
福井市
福井市
福井市
福井市
坂井市
越前町

山形模型
オーカワ模型
（株）ナカヤホビー福井
上新電機 ピットワン 福井本店
アマデウス
RC ショップ mini one
（有）ガガ

0778-23-2915
0776-35-6013
0776-23-5484
0776-54-6800
0776-89-1367
0776-66-3201
0778-34-2075

ホビーショップタムタム 岐阜店
（有）ゲット
ドリフトステージ＆ミニッツサーキット チャオ
ホビーショップ BIGMAN
ラジコンホビー TOMO
ホビーショップ モデナ
マイホーム
HOT LAP
アート ゼロ
アラジン
ブルーウィング
ドリフトワールド

058-240-1212
058-393-2491
058-240-6228
058-245-7563
0572-68-9260
0572-55-7177
0572-57-2121
0584-91-3090
058-320-4321
0577-33-0864
0574-66-8600
0585-45-0774

（有）日光無線
（有）マルサンモケイ
マルサンホビー 本店
ヨコタホビー
上新電機 焼津インター店
さの模型店
清水模型センター
尾崎模型
ショートカット
マルシン模型
BOY HOOD
ホビーショップ ロックウェーブ
AIR DREAMS RC
Full Cross

0550-82-3040
055-972-1932
055-962-5048
055-924-3010
054-626-2211
054-253-6361
0543-67-0238
053-471-8858
053-421-3599
0544-27-7270
0545-53-7722
055-997-3373
0537-72-2766
054-631-4882

■ 岐阜県
岐南町
羽島市
羽島郡
岐阜市
瑞浪市
土岐市
土岐市
大垣市
本巣市
高山市
美濃加茂市
池田町

■ 静岡県
御殿場市
三島市
沼津市
沼津市
焼津市
静岡市
静岡市
浜松市
浜松市
富士宮市
富士市
裾野市
掛川市
藤枝市

■ 愛知県
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
安城市
安城市
一宮市
一宮市
岡崎市
刈谷市
小牧市
北名古屋市
北名古屋市
高浜市
西尾市
豊橋市
豊橋市
豊川市
豊川市
豊川市
豊田市
豊明市
春日井市
春日井市
愛知郡

ラジコン天国 名古屋店
カトーホビーセンター
洛西モデル 名古屋店
MODEL KIDS
フクシマヤ
タイガー模型 三河店
ダックホビー
タイガー模型 一宮店
ラジコンデパート FUNFUN
スピード
ウイークエンドホビー
F-1 ホビー
アリスホビー RC 店
ホビーショップ タムタム 名古屋店
タカハマドリフト
ムラセモケイ
ジュニア模型
ホビーショップ タムタム 豊橋店
トヨカワホビー
サニーランド サーキット店
上新電機 アクロス豊川店
本町ラジコン
ドリームランド 本店
ヒコテック
TEAM TETSUJIN
ラジコントーゴー

052-698-3751
052-732-2631
052-733-4409
052-351-7160
052-621-0124
0566-77-6735
0566-98-2330
0586-81-2797
0586-81-1500
0564-26-6667
0566-22-7725
0568-76-7838
0568-26-2151
0568-27-2777
0566-91-6095
0563-54-3666
0532-31-5769
0532-57-5300
0533-86-2779
0533-87-3596
0533-83-5511
0565-52-4412
0562-97-3647
0568-83-1400
0568-29-7528
052-893-9437

TRS
ギンガ模型店
ホビーショップ タムタム 四日市店
RC チャンピオン
小林模型

0598-56-7388
0593-51-2611
059-348-6808
059-262-4567
059-234-2488

模型の店 チャンプ
ラジコン天国大津店
ラジコン屋 瀬田店
Hyde-Out
富士模型店
ホビーランド京都 草津店
レーシングサービスマツモト
トイショップ みずの
MECCA
らじこん屋 東近江店

077-525-9405
077-545-7648
077-543-3355
090-2705-8883
0749-62-1462
077-567-3055
077-561-8806
0740-22-2457
0748-86-4192
050-5802-8733

プラネット模型
たかたに模型
模型のカブース
PRO SPEED Kizu
城陽模型
ラジコン天国 丹後店
M レーシング
七谷川サーキット

075-781-7220
075-592-1598
075-432-2865
0774-73-0206
0774-52-2415
0772-62-7556
0773-64-5243
0771-22-6755

■ 三重県
松坂市
四日市市
四日市市
津市
津市

■ 滋賀県
大津市
大津市
大津市
長浜市
長浜市
草津市
草津市
高島市
甲賀市
東近江市

■ 京都府
京都市
京都市
京都市
木津川市
城陽市
京丹後市
舞鶴市
亀岡市

■ 大阪府
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
摂津市
摂津市
貝塚市
和泉市

スーパーラジコン 大阪日本橋店
06-6644-3139
模型・ホビーの店 ぽけっと
06-6913-1231
RC アドバイザーチャンプ
06-6702-8870
上新電機 スーパーキッズランド 本店 06-6634-0041
RC-ART
0726-28-2991
ラジコンショップ ＭＳＴ
072-648-5613
TOP GEAR 貝塚店
072-432-7715
RC マニアックスアリーナ
0725-53-3013

YOKOMO 2016 CATALOG
三養基郡
神埼郡

■ 兵庫県
加西市
三田市
三木市
神戸市
神戸市
神戸市
西脇市
赤穂郡
香寺町
宍粟市

ポエム
ラジコン天国 三田店
TOY land-park 三木
有限会社ライト サーキット店
時 商
ホビーショップ タムタム サンシャインワーフ神戸店
RC. パーク BeeTops
Y.R.C
アヒルホビー
アボシヤ玩具店

0790-42-5224
079-553-9559
0794-86-7535
078-994-2194
078-924-3000
078-414-4305
0795-22-7776
0791-52-5847
0792-32-5897
0790-62-0375

■ 奈良県
生駒市
宇陀市
大和郡山市
大和郡山市
大和高田市

上新電機 登美ケ丘店キッズランド
RC ショップ バンビ大宇陀店
上新電機 キッズランド
太子ホビー
セイキ レーシング プロダクション

0743-78-1971
0745-83-0314
0743-59-2221
0743-59-2167
0745-53-7027

■ 和歌山県
田辺市
和歌山市
和歌山市
和歌山市

アサヒヤ模型
（株）日本橋模型 RC センター
うちはら模型
H.R.C.R

0857-31-2878
0875-53-5886
0859-33-4354
0859-32-5919
0859-27-5630
0859-27-4879

■ 宮崎県

おおとり模型
ベニヤ模型

0853-21-0459
0852-21-5571

フジモデル 岡山店
模型工場
RC POWER ON
RC ショップ オリオン
TGM Factory
トイランド マキノ
大橋商事
Droo-P
RC PROSHOP T2

086-264-2269
086-252-3905
086-297-7522
0868-27-2091
0868-22-9227
0867-54-0311
0865-66-4563
0869-92-4220

マルタ ホビー
模型のつちや
ラジコン天国 東広島店
ホビーショップ Pony
福山ラジコンセンター
ラジコン shop ラジまに

0823-23-0977
0828-12-2679
082-430-9150
0824-22-4466
0849-21-7505
084-934-1990

アトム模型
（有）ムック
遊ショップ アスカ
ラジコン天国 下関店
旭模型
ラジコン天国 徳山店
玉屋模型店
フジイホビー

0827-22-4823
0836-32-9221
0836-43-1800
083-250-5523
0834-25-4970
0834-31-9597
0835-22-1908
0839-23-1208

ビックモデル
ラジコン天国 徳島店
クリッパー さこ
BIG+ ３ラジコンサーキット & ショップ
ELEX

0884-22-8080
0884-21-2828
088-623-5653
0885-35-7708
0883-24-9540

西都市
都城市
都城市
日南市
児湯郡

鹿児島市
鹿児島市
川内市

宜野湾市
宜野湾市

レミヤン
ホビープラザ タカマツ
三条マイカーセンター
RC Shop Crawlers
シーサイドリンク アドバンテージ
ウエタ電気
ホビーセンター SPK 店

087-841-6271
087-866-2003
087-885-7311
087-867-0727
0875-73-3558
090-4784-8371
087-879-8445

■ 愛媛県
今治模型
ブルーウェイ
オーバーシー プラモ
RC ショップ ソニック
ホビーショップ コモダ
ながい模型
ホビーショップ井上

0898-31-4015
089-977-7651
089-971-2323
089-970-9337
0897-33-1309
0898-65-4791
0894-29-1755

モデルショップ デイトナ
土居模型店

088-833-4331
088-863-2249

ホビーランド 5 時ら
RC MONSTER
F-1 ホームサーキット
中村模型
SUPER-DUCK COMPANY
K2 Factory
ＪＣモデルプラザ
ラジコン天国 福岡南店
福岡 R/C プラザ
プロテック
スーパーラジコン 博多店
RC MONSTER
西小倉モデル
マルオ模型
電動模型自動車道
RAZI-Land
北九州ネクスターサーキット
ホビーショップ タムタム 筑紫野店

092-864-7508
092-481-2975
093-293-2445
0942-22-3225
0942-44-6600
0930-25-2117
0944-52-4822
092-503-5640
092-953-3283
092-953-6537
092-434-7878
092-481-2975
093-592-6636
093-603-6348
090-7460-2781
093-533-2161
093-561-6614
092-919-0120

■ 高知県
高知市
南国市

■ 佐賀県
佐佐賀市
佐賀市

0978-33-2728
097-522-7878
097-568-3000
097-527-7530
097-560-1871
0978-34-4716

ラジコン天国 宮崎店（MHC）
マルエイ模型
RCR
プールマスターネクスト
Y-STYLE

0983-42-4781
0986-24-4589
080-5240-8875
0987-32-1899
0983-32-3819

福地模型 サーキット
ホビーサンパティオ
K's ホビー

099-238-4050
099-223-8136
0996-25-1133

ラジコンショップ SIRO
沖縄ラジコンセンター

098-943-1846
098-897-2191

秋田市
大仙町
横手市

0138-34-2800
011-883-3221
01266-2-4424

モデラーズ 松永 南部店
オーシャン カートランド

0952-23-0228
0952-51-0390

長野市
上田市
飯田市
北佐久郡

タイヤ館イエスワン
白井商店
オートバックス 飯田店
イエローハット西軽井沢店

026-223-2002
0268-71-2677
0265-21-1655
0267-32-1680

スーパーオートバックス 岐阜店
ABC HOUSE

058-274-9871
0574-62-8848

オートバックス 三島店
イエローハット 富士青葉通店

055-977-2295
0545-63-5522

スーパーオートバックス 西尾店
きっずはぁと

0563-53-0033
0568-24-1222

スーパーオートバックス 湖南店
オートバックス 八日市店
タイヤガーデン長浜

077-563-6663
0748-23-5677
0749-63-2632

スーパーオートバックス 高槻店
レイブロス
CENTRAL/BOSS

0726-73-9377
06-6747-3451
072-337-1000

オートバックス 兵庫中ノ島
スーパーオートバックス サンシャイン神戸
スーパーオートバックス 43 道意店
スーパーオートバックス 姫路店

078-685-6877
078-435-6006
06-6413-0500
0792-51-0117

総社タイヤ（株）

0866-93-3560

スーパーオートバックス 広島商工センター
イエローハット 岩国店
タイヤガーデン 防府店

082-270-2111
0827-22-0105
0835-25-8205

スーパーオートバックス 岩手店
ハローズ

0736-62-7650
0737-52-2439

■ 岐阜県

■ 静岡県
三島市
富士市

■ 愛知県

■ 滋賀県
草津市
東近江市
長浜市

■ 大阪府
高槻市
東大阪市
松原市

■ 兵庫県
神戸市
神戸市
尼崎市
姫路市

■ 山口県
岩国市
岩国市
防府市

イエローハット 一関店
スーパーオートバックス 盛岡南店

0191-31-3680
019-638-8763

スーパーオートバックス 仙台ルート 45
オートバックス 仙台吉成店
カーテック 仙台
スーパーオートバックス 仙台泉加茂
イエローハット 築館店
ファインプロジェクト

022-232-2345
022-277-4726
022-247-3452
022-374-1131
0228-22-8255
0224-55-2645

イエローハット 土崎店
イエローハット 大曲店
イエローハット 横手店

018-857-0202
0187-86-0122
0182-35-7077

オートバックス 酒田店
オートバックス米沢店

0234-24-8602
0238-26-2242

スーパーオートバックス 会津若松店
スーパーオートバックス 郡山南店

0242-24-0456
024-945-3356

タイヤハウス しばやま石岡店

0299-22-4880

スーパーオートバックス 小山店

0285-28-6688

オートバックス 伊勢崎店
ミスタータイヤマン福島鞍掛店

0270-26-4100
0276-86-6556

スーパーオートバックス TODA
イエローハット 本庄店
オートクラフト

048-424-0189
0495-24-0377
0489-93-1980

■ 和歌山県
岩手町
有田郡

■ 山形県

■ 福島県
会津若松市
郡山市

055-225-2155
0551-23-2666
055-283-7220

■ 長野県

総社市
イエローハット 函館新道店
イエローハット 札幌里塚店
イエローハット 美唄店

■ 宮城県
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
栗原市
柴田郡

甲府市
スーパーオートバックス 甲府店
韮崎市
オートバックス 韮崎店
南アルプス市 タイヤ館 南アルプス

■ 岡山県

■ 岩手県
一関市
盛岡市

025-274-8765
0258-25-9180

■ 山梨県

西尾市
北名古屋市

■ 福岡県
北九州市
福岡市
飯塚市
飯塚市
大野城市
久留米市
那珂川町

スーパーオートバックス 小倉西港店
スーパーオートバックス 東福岡店
オートバックス 東飯塚店
（株）イーストコーポレーション タイヤ一番
スーパーオートバックス 大野城三笠川店
スーパーオートバックス 久留米店
プロテック

093-591-5623
092-621-7021
0948-28-2622
0948-72-5017
092-503-8686
0942-48-3558
092-953-6537

スーパーオートバックス 熊本東バイパス
ホワイト リバー
インプレス トライオート時松
カーショップ Ravish

096-384-6466
096-223-2169
0967-46-6776
0968-57-8730

スーパーオートバックス 宮崎南店
Y-STYLE

0985-54-2321
0983-32-3819

オートバックス 鹿屋店

0994-41-1212

■ 熊本県
熊本市
熊本市
小国町
玉名郡

■ 宮崎県

■ 茨城県

宮崎市
児湯郡

■ 鹿児島県
鹿屋市

■ 栃木県
小山市

インターネット通販

■ 群馬県
伊勢崎市
邑楽郡

■ 埼玉県

■ 福岡県
福岡市
福岡市
遠賀町
久留米市
久留米市
行橋市
大牟田市
大野城市
那珂川町
那珂川町
福岡市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
筑紫野市

RC ワールド USA 店
78 スピードウェイ
STEP UP
ホビパ
いちぎ RC サーキット
RC SHOP STEP ONE

ドリフトパッケージ取扱 カー用品店
函館市
札幌市
美唄市

スーパーオートバックス 新潟竹尾店
スーパーオートバックス 長岡店

岐阜市
可児市

■ 沖縄県

石岡市
今治市
松山市
松山市
松山市
新居浜市
東予市
八幡浜市

096-248-8008
0964-42-7711
0968-44-7287
096-292-8640
096-389-9005
096-388-3992
096-223-2169
096-284-8113

■ 鹿児島県

酒田市
米沢市

■ 香川県
高松市
高松市
高松市
高松市
三豊市
東かがわ市
香川町

D-Like
ウエストマウンテン
ホビーショップシオザキ
ZEPHYR
ラジコン天国 熊本店
Garage Ａｌｌ
ホワイトリバー
RC スタジオ ユッチ

■ 秋田県

■ 徳島県
阿南市
阿南市
徳島市
小松島市
吉野川市

0956-23-6294
095-855-0840
095-818-2010
080-8380-6019

■ 北海道

■ 山口県
岩国市
宇部市
宇部市
下関市
周南市
周南市
防府市
山口市

合志市
宇城市
山鹿市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
益城町

スターホビー
オートウェーブ フォーラム
ホビーショップ エース
おおはら模型
ラジコン天国 米子店
( 有 ) 牧田自動車

■ 広島県
呉市
広島市
東広島市
東広島市
福山市
福山市

西海模型
ホビーショップ ウエスタン
RC HOUSE Boys Heart
ORCC HOBBY

■ 熊本県

宇佐市
大分市
大分市
大分市
大分市
宇佐市

■ 岡山県
岡山市
岡山市
岡山市
玉野市
津山市
津山市
真庭市
笠岡市
備前市

佐世保市
長崎市
長崎市
大村市

■ 新潟県
新潟市
長岡市

■ 長崎県

0739-24-6598
073-445-9058
073-422-7930
073-477-5658

■ 島根県
出雲市
松江市

095-297-9951
0952-55-7788

■ 大分県

■ 鳥取県
鳥取市
鳥取市
米子市
米子市
米子市
米子市

MAX CIRCUIT
MODEL MART

戸田市
本庄市
松伏町

■三栄書房グループ ウェルク http://www.rakuten.ne.jp/gold/welc/
■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/
■ドリラジキング http://www.drc-king.com/
■ホビーショッププロ http://yokomo.shop-pro.jp/
■ Top Gear http://store.shopping.yahoo.co.jp/topgear-web/
■ディアゴスティーニ ホビコム http://hobbycom.jp/
■杜の都 @shop http://item.rakuten.co.jp/mori-miyako/c/0000002504/

■ 千葉県
千千葉市
松戸市
柏市

スーパーオートバックス 千葉長沼店 043-424-8561
スーパーオートバックス 松戸店
047-308-5400
オートバックス セコハン市場 かしわ沼南 04-7190-0070

杉並区

オートバックス 環八高井戸店

03-3334-0301

スーパーオートバックス 横浜ベイサイド
スーパーオートバックス 港南中央店
スーパーオートバックス 横浜みなとみらい店
CAR MAKE T&E
スーパーオートバックス 厚木店
タイヤショップ ピットボーイ
スーパーオートバックス かわさき店
スーパーオートバックス 湘南平塚店

045-791-5111
045-840-0189
045-640-6601
045-944-2221
046-248-0331
0427-58-6691
044-223-4774
0463-54-9555

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（8%）と送料 ¥324（商品の合計金額が ¥5,000 以上の場合は無

■ 神奈川県
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
厚木市
相模原市
川崎市
平塚市

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。

■ 東京都

料）を加算して現金書留又は郵便振替（口座番号 00110-6-365564）に
てご注文下さい。商品受け取り時に代金を支払う場合は、インターネット又は
ファックスにてご注文下さい（着払い手数料が別途かかります）。
お申し込みの際は商品番号、商品名、数量、お客様のご住所、お名前、電
話番号を必ずご記入下さい。

通信販売受付メールアドレス order@teamyokomo.com
通信販売受付 FAX 03-5613-7552（ヨコモ通販部）
お申し込みはヨコモ・アフターサービス部まで
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■オンロード グランプリコース ( カーペット路面 )

見学・入場 無料 お気軽にお越し下さい！
！

■オフロード グランプリコース ( 人工芝路面 )

アリーナなら、ご家族連れ、女性のお客様、初心者の方、マニアの方、
どなたにも きっとご満足いただけます。

■ドリフト グランプリコース ( アスファルト路面 )

谷田部アリーナの施設に関することはもちろん、セッティングやドライビングに関するお悩みもぜひお聞かせくだ
さい。サーキット常駐のプロスタッフが、皆様のRCライフを笑顔でサポートします！

谷田部アリーナの
施設全容は、ホームページの
パノラマ ツアーで！
！
■ドリフト スポーツコース ( カーペット路面 )

ご利用料金

新規 会員登録料（顔写真入り会員カード発行・当日走行料込）

5,000円（家族・女性 登録料 特割 1,000円 開始）
平

営業時間

土・日・祝日

日

︵ライセンス︶ ︵ビジター︶
会 員
非会員

11:00〜20:00 14:00〜20:00 17:00〜20:00

9:00〜19:00

14:00〜19:00

大人 男性

￥2,400

￥1,800

￥800

￥2,900

￥2,000

大人 女性

￥800

￥800

￥800

￥1,000

￥1,000

中・高校生

￥800

￥800

￥800

￥1,000

￥1,000

小学生以下

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

大人 男性

￥3,500

−

−

￥4,000

−

大人 女性

￥1,500

−

−

￥2,000

−

中・高校生

￥1,500

−

−

￥2,000

−

小学生以下

￥1,000

−

−

￥1,500

−

■RC ピットショップ谷田部

上記の表示価格は税抜です。

電車：①つくばエクスプレス

車：常磐自動車道
谷田部インターより約1km

東京 方面

常磐自

みどりの駅（秋葉原より快速で44分）下車、
自由が丘シャトルバスにて約17分 緑が丘

■レディースルーム

水戸 方面 団地入口下車 徒歩10分 または、みどりの

動車道

駅からタクシーで約10分（約1,500円位）
②ＪＲ常磐線 牛久駅下車、緑ヶ丘団地
行きバスで約25分 終点下車

谷田部アリーナ

サイエンス大通り
セブンイレブン

谷田部アリーナ

〒 305-0863 茨城県つくば市緑が丘 4385-2
TEL 029-836-0914 FAX 029-836-5080

http://www.yatabearena.com

YOKOMO 2016 CATALOG 株式会社ヨコモ

〒 120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7

■DELI & CAFE YOSHIMURA

TEL 03-5613-7553

FAX 03-5613-7552

4435-4

