
 

C0056 取扱い説明書 \500 C0451 バンパー F/R \500
C0057 デカール \500 C0452 ストーンガード \800
H0109 トーインADJ. ロッド \800 C0453 ボディーマウント＆テンションロッドマウント \500
C0113 ターンバックルアッパーアーム \1,200 C0455 シャーシ \8,500
C0114 ワッシャ－セット \300 C0508 ダイヤフラム \350
C0115 アッパーアームリンク \350 D0509 O-リングセット \800
C0122S ロワ－サスシャフトS \400 C0524 フロントダンパーケース \1,600
C0127B  センターアッパープレート \420 C0526 フロントダンパーシャフト \700
C0133 リヤアップライトブラケット \200 C0528 ダンパー樹脂パーツ \700
C0150 ギヤボックス \900 C0530 ダストラバー \600
C0154 フロントアッパーアーム \600 C0531 1穴ダンパーピストン φ1 .6mm \500
C0157 フロントアッパープレート \450 C0560 2穴ダンパーピストン φ1 .2mm \600
C0158 フロントアップライト \600 C0564 リヤロングダンパーケース \1,700
C0159 フロントアップライトカップ \300 C0565 リヤロングダンパーシャフト \800
C0160 ピボットボール \1,500 C0566 フロントダンパーステ－ \1,000
C0161 アジャストナット \450 C0567 リヤダンパーステ－ \1,000
C0162 リヤアップライト　 \400 C0568 ダンパーキャップ \1,000
C0163 ロワ－サスシャフトL \800 C0569 ダンパーキャップブッシュ \250
C0164 アッパーサスシャフト \400 C0570 スチールダンパーマウント \500
C0165 センターデフマウント \600 C0571 フロントロングスプリング \400
C0166 ダイキャストセンターデフマウント \2,500 C0572 リヤロングスプリング \400
C0167 フロントアンチロールバーセット \650 C0577 フロントダンパーセット \3,800
C0171 フロントアンチロールバー φ 2.3mm \300 C0578 リヤロングダンパーセット \3,900
C0173 リヤアッパーアームリンクボール \700 C0579 2穴ダンパーピストン φ1 .3mm \600
C0174 テンションロッド \800 C0601 ベアリング (8X16) \650
C0177 アルミフロントテンションロッド \1,000 C0601/1 ベアリング (8x16x5) \1,400
C0179 アルミリヤテンションロッド \2,500 C0603 クラッチベルベアリング (5X10) \650
C0180 アルミフロントサスマウント \2,500 C0605 サーボセーバーベアリング \700
C0181 アルミリヤサスマウント \2,500 C0704 エンジンナット \450
C0182 ロワ－アーム \1,500 C0706 ３Pクラッチ用フライホイール \1,200
C0183 リヤアンチロールバー φ 2.6mm \350 C0707 ３Pカーボンクラッチシュー \700
C0184 リヤアンチロールバー φ 2.8mm \350 C0708 ３Pクラッチ用スプリング \200
C0185 リヤテンションロッド \200 C0710 ３Pクラッチセット \2,100
C0205 ジョイントカップ \600 C0711 ３Pクラッチシュー \700
C0206 ユニバーサルジョイント用ハーフシャフト \800 C0719 クラッチベル 1 3T （5X10 B.B.) \1,200
C0207 ユニバーサルジョイント　 \2,800 C0720 クラッチベル 1 4T (5x10 B.B.) \1,300
C0208 ホイールハブ \1,200 C0721 クラッチベル 1 5T (5x 10 B.B.) \1,400
C0209 リヤハーフシャフト \900 C0723 エンジンマウント固定ビス　　 \350
C0210 リヤアクスルシャフト \700 C0751 ３Pクラッチ用スプリング φ0.9mm \200
T0210 O-リングセット \300 C0752 エンジンマウント  \1,500
C0211 ベベルギヤ \900 C0806 アンテナ \300
C0223 カップジョイント F/R \750 C0807 ボディピン \150
C0224 カップジョイントセンター \850 C0808 ボールリンクセット \600
C0227 スペーサー (C0228用) \600 C0853 燃料タンク \1,600
C0228 デフギヤ (O-リング付) \650 C0854 ステアリングリンケージ \1,300
C0250 センタードライブシャフトS \450 C0855 スロットル＆ブレーキリンケージ \850
C0251 センタードライブシャフトL \450 C0856 ターンバックルタイロッド \1,000
C0255 ジョイントカップ (ロング) \400 H0855 ボールリンク 6mm \300
C0256 デフケース \400 H0856 スタビライザーリンクボール \350
C0257 デフガスケット \350 C0857 燃料タンクガード \500
C0258 コニカルギヤ \3,200 C0901 マフラーステイ \300
C0259 スパーギヤ \3,300 C0903 マニホールドスプリング \300
C0260 F/Rユニバーサルジョイント \4,800 C0950 マニホールド  \1,600
C0261 センターユニバーサルジョイント（S) \2,300 C1010 ウイング (ホワイト) \800
C0262 センターユニバーサルジョイント（L) \2,500 C1011 ウイング (イエロー) \800
C0263 F/Rアクスルシャフト \2,000 C1016 ボディ  \3,000
C0264 ジョイントシャフト \300 C1121 640ビクトリータイヤS \1,800
C0265 ジョイントピン \200 C1122 640ビクトリータイヤSS \1,800
C0266 ジョイントカップ \900 C1123 スポークホイル (ホワイト) \900
C0267 F/Rドライブシャフト \2,800 C1123/1 スポークホイル (ホワイト) ４コ入 \1,600
C0268 センタードライブシャフト（S) \1,400 C1125 スポークホイル (イエロー) \900
C0269 センタードライブシャフト（L) \1,600 C1127 480ビクトリータイヤS \1,800
C0304 ブレーキセット \800 C1128 480ビクトリータイヤH \1,800
C0350 ラジオプレート \900 C1129 インナーフォーム S \1,300
C0351 レシーバーボックス \700 C1130 インナーフォーム L \1,300
C0352 バッテリーホルダー＆ポスト \600 B0101 エアーフィルターセット \800
C0353 ブレーキパッド \320 B0102/1 エアーフィルター  \850
C0354 ブレーキディスク \400 B0103 燃料フィルター L \850
C0355 サーボセーバーアーム \400 B0104 燃料フィルター S \800
C0356 サーボセーバーシャフト \700 B0115 燃料ポンプ \1,000
C0357 サーボセーバーパイプ \500 B0203 クイックブースター \1,000
C0358 サーボセーバースプリング \200 B0207 ポケットブースター \3,000
C0359 アルミラジオプレートポスト \800 B0208 ポケットブースター用アダプター \1,000
C0360 カーボンメカプレート \2,800 B0209 ポケットブースター用充電器 \1,000
C0408 ウイングステ－＆ボディマウント \1,000 B0213 パワーパック９００フタバ平型 \3,800



 
B0214 パワーパック９００サンワ Z 平型 \3,800 B0424 ポートキャップ（２１用） \250
B0230 プロスターター BII \12,000 B0425 ヘッドプロテクター (グリーン) \300
B0233 プロスターター用１２V バッテリーコード \700 B0426 ヘッドプロテクター (パープル) \300
B0301 ロックファームリキッド \1,000 B0502 ワークスレンチ 1 .5mm \800
B0302 エアーフィルターオイル \1,000 B0503 ワークスレンチ 2.0mm \800
B0303 メンテナンスオイル \500 B0504 ワークスレンチ 2.5mm \800
B0306 ラッドレッズ \800 B0508 コンビネーションレンチ \800
B0307 ピットデクリーナー \800 B0509 セッティングドライバー \300
B0308 スーパーグリス \400 B0510 キャンバーゲージ \980
B0309 エアーフィルターオイル（スプレー） \1,500 B0511 ヘッドスクリュー用ドライバー \600
B0310 スーパーシリコン #100 \500 B0512 クロスレンチ \100
B0311 スーパーシリコン #150 \500 B0611 M3x12B/H タッピングスクリュー \100
B0312 スーパーシリコン #200 \500 B0612 M3x15B/H タッピングスクリュー \100
B0313 スーパーシリコン #250 \500 B0613 M3x8B/H タッピングスクリュー \100
B0314 スーパーシリコン #300 \500 B0633 M4x16F/H タッピングスクリュー \100
B0315 スーパーシリコン #350 \500 B0635 M3x12F/H タッピングスクリュー \100
B0316 スーパーシリコン #400 \500 B0640 M4x10F/H スクリュー \100
B0317 デフ用スーパーシリコン #10000 \600 B0642 M3x12F/H スクリュー \100
B0318 デフ用スーパーシリコン #30000 \600 B0643 M4x15F/H キャップスクリュー \250
B0319 デフ用スーパーシリコン #50000 \600 B0644 M4x20F/H キャップスクリュー \250
B0320 デフ用スーパーシリコン #100000 \600 B0651 M3X12B/H スクリュー \250
B0321 デフ用スーパーシリコン #3000 \600 B0661 M3X23 キャップスクリュー \250
B0322 デフ用スーパーシリコン #5000 \600 B0662 M3X8 キャップスクリュー \150
B0323 デフ用スーパーシリコン #7000 \600 B0663 M3X12 キャップスクリュー \150
B0324 デフ用スーパーシリコン #1000 \600 B0664 M3X16 キャップスクリュー \150
B0325 スーパーシリコン #500 \600 B0670 M3X3 セットスクリュー \150
B0326 スーパーシリコン #600 \600 B0671 M3X5 セットスクリュー \150
B0327 スーパーシリコン #700 \600 B0672 M3X12 セットスクリュー \150
B0328 スーパーシリコン #800 \600 B0680 M3X4 セットスクリュー \150
B0401 スイッチカバー \200 B0681 M3X5 セットスクリュー \150
B0406 両面テープ \200 B0682 M3X8 セットスクリュー \150
B0407 皿ワッシャー 3mm \500 B0683 M4X12 セットスクリュー \150
B0408 皿ワッシャ－4mm \500 B0690 M5X5 セットスクリュー \150
B0410 カラーシリコンパイプピンク \500 B0710 M3 ナット \100
B0411 カラーシリコンパイプグリーン \500 B0712 M2.6 ナイロンナット (10 pcs.) \300
B0412 カラーシリコンパイプイエロー \500 B0713 SN3 ナイロンナット (10 pcs.) \150
B0414 マフラージョイントシリコンパイプL \700 B0714 SN4 ナイロンナット (10 pcs.) \150
B0416 カラーストラップセット 1 00mm \180 B0722 φ2.5 E-リング \100
B0417 カラーストラップセット 1 50mm \250 B0723 φ3x8x0.5 ワッシャー (10pcs.) \100




