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＋プロスペックパーツ＆オプションパーツ

E0001 MBX5 キット \68,000 + C0273 べベルギヤ (C0272用） \900
E0010 MBX5 プロスペック キット \88,000 + C0274 スパーギヤ 44T \3,200
E0002 取扱説明書 \500 E0301 ラジオプレート \2,000
E0003 デカール \500 E0302 ラジオプレートマウント \400
E0101 フロントアッパープレート \1,000 L0302 サーボマウントパーツ \500
E0102 センターデフマウントプレート \1,000 E0303 ラジオボックス \800
E0103 ギヤボックス \800 C0304A ブレーキプレート \350
E0104 センターデフマウント　 \600 E0304 サーボセイバーアーム \450
E0105 ロワーアームマウント \600 E0305 サーボセイバープレート \450
E0106 フロントアッパーアーム \600 E0306 ブレーキカム \400
C0107D ピボットボール φ7mm \300 E0307 グロメット \100
E0107 フロントロワーアーム \650 + E0308 Al. リヤテンションロッド \2,000
E0108 リヤロワーアーム \700 + E0309 Al. ラジオプレートポスト \250
E0109 フロントアップライト \600 + E0310 Al. ラジオプレートマウント \1,900
E0110 リヤアップライトブラケット \450 + E0311 サーボセイバープレート 5mm \2,800
E0111 ブッシュセット \300 + C0353 ブレーキパッド ブラック \320
E0112 フロントロワーアームサポート \450 C0354 ブレーキディスク \400

 E0113 リヤロワーアームサポート \450 C0356 サーボセイバーシャフト \700
 C0114 ワッシャーセット \300 C0357 サーボセイバーパイプ \500
 E0114 フロントテンションロッド \250 C0358 サーボセイバースプリング \200

C0115 アッパーアームリンク \350 C0361 ブレーキパッド ブルー \350
E0115 リヤテンションロッド \350 E0401 シャーシ \7,500

 E0116 フロントアッパーアームシャフト \300 E0402 フロントバンパー \350
+ E0117 チタンリヤアッパーアーム \2,600 E0403 ストーンガード \800
+ E0118 リヤロワーアームサポート \1,900 E0404 ウィングステイ \500
+ E0119 フロントロワーアームサポート \1,700 E0405 ウィングステイブレース \450
+ E0120 アルミフロントテンションロッド \2,200 E0501 フロントダンパーステイ \800
+ E0121 アルミリヤテンションロッド \2,700 E0502 リヤダンパーステイ \1,000

C0122S ロワーサスシャフトＳ \400 + E0503 フロントダンパーステイ 5mm \4,000
+ E0123 ロワーアームシャフト \2,600 + E0504 リヤダンパーステイ 5mm \4,400
+ E0124 リヤロワーアームシャフト S \1,100 H0513 スプリングアジャスター \900
+ E0125 リヤロワーワームマウント \650 C0529A リンクボール \500
+ E0126 アルミリヤアップライト \5,000 C0530 ダストラバー \600
+ E0126L アルミリヤアップライト L \2,800 C0569 ダンパーキャップブッシュ \250
+ E0126R アルミリヤアップライト R \2,800 C0570 スチールダンパーマウント \500
+ E0127 フロントアンチロールバーφ2.5mm \350 C0580 フロントダンパーセット \3,900
+ E0128 フロントアンチロールバーφ2.7mm \350 C0581 リヤダンパーセット \4,000
 C0129 フロントアッパーアームロッド \1,100 C0582 ダンパーキャップ \1,000
+ E0129 リヤアンチロールバーφ3.0mm \400 C0583 フロントダンパーケース \1,600
+ E0130 リヤアンチロールバーφ2.9mm \400 C0584 リヤダンパーケース \1,700
+ E0131 フロントアンチロールバーφ2.4mm \350 C0585 フロントダンパーシャフト \700

C0160 ピボットボール \1,500 C0586 リヤダンパーシャフト \800
C0161 アジャストナット \450 C0587 ダンパーエンドパーツ \350
C0163 ロワーサスシャフトＬ \800 C0588 ダンパースペーサー \450

+ C0167A フロントアンチロールバーφ2.1mm \300 C0589 ダイヤフラム \350
C0171 フロントアンチロールバーφ2.3mm \300 C0590 オイルシールセット \800

 H0180 リヤアップライトボール \300 + C0591 ダンパーピストン φ1.4mm \500
+ C0183 リヤアンチロールバーφ2.6mm \350 + C0592 フロントスプリング 15.5T ライトブルー \700

C0184 リヤアンチロールバーφ2.8mm \350 C0593 フロントスプリング 15T グレー \700
 E0201 センタードライブシャフトＳ \1,400 + C0594 フロントスプリング 14.5T ホワイト \700

E0202 センタードライブシャフトＬ \1,600 + C0595 リヤスプリング 18.5T ライトブルー \750
 E0203 センターユニバーサルジョイントＳ \2,300 C0596 リヤスプリング 18T グレー \750
 E0204 センターユニバーサルジョイントＬ \2,500 + C0597 リヤスプリング 17.5T ホワイト \750
 E0205 ホイルハブ \800 C0598 ダンパーピストン φ1.5mm x 2 \600

E0206 デフワッシャーセット \350 + C0599 ダンパーピストン φ1.9mm x 1 \350
+ E0207 フロントドライブシャフト （トルセンデフ用） \3,000 C0601 ベアリング (8X16X5) \650
+ E0208 ワイドオフセットホイルハブ1mm （フロント） \500 C0601/1 ベアリング (8X16X5) 10pcs. セット \1,400
+ E0209 ワイドオフセットホイルハブ2mm （フロント） \500 C0603 クラッチ用ベアリング (5X10X4) \650
+ E0210 φ3.0Ｘ16.8ピン \200 C0605 ベアリング (6X10X3) \700

C0208B ホイルナット \300 E0701 エンジンマウント \1,700
C0211 べベルギヤ　 \900 E0702 フライホイール \1,000
T0215 ジョイントピン \200 + E0703 ワンピースエンジンマウント \4,000
C0222C デフシャフト \250 C0704 エンジンナット (SG) \450
C0223 カップジョイント F/R \750 C0708 3P クラッチスプリング φ1.0mm \200
C0224 カップジョイントセンター \850 C0719 クラッチベル 13T (5X10 B.B.) \1,200
C0229 デフギヤ 18T \400 + C0720 クラッチベル 14T (5X10 B.B.) \1,300
C0230 デフギヤ 10T \350 + C0721 クラッチベル 15T (5X10 B.B.) \1,400
T0243 S3 O-リング \200 + C0751 3P クラッチスプリング φ0.9mm \200
T0244 S5 O-リング \250 + C0753 3P クラッチスプリング φ1.1mm \200
C0256 デフケース \400 C0754 アルミクラッチシュー \1,400
C0257 デフ用ガスケット \350 C0801A ボールリンク \300
C0258 コニカルギヤ \3,200 C0801C ピボットボール \400
C0259 スパーギヤ 46T \3,300 C0801H ピボットブッシュ \200
C0260 F/R ユニバーサルジョイントセット \4,800 E0802 燃料タンクマウント \500
C0263 F/R アクスルシャフト \2,000 E0803 燃料タンクブッシュ \150
C0264 ジョイントシャフト \300 C0804A ターンバックルタイロッド 51mm \600
C0265 ジョイントピン (C0263/C0266用) \200 E0804 リヤアッパーアームリンク \300
C0266 ジョイントカップ \900 E0805 ブレーキリンケージ \350
C0267 F/R ドライブシャフト \2,800 C0806 アンテナパイプ \300
C0270 ジョイントピン (E0201/E0202) \200 D0806 アンテナパイプ \200
C0271 ジョイントピン (C0267用) \200 E0806 ターンバックルタイロッド 35mm \350

+ C0272 コニカルギヤ 38T \3,200 D0807 ボディピン 15/21 \200
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+ E0807 チタンステアリングロッド \1,000 B0508 コンビネーションレンチ \800
+ E0808 チタンターンバックルロッド 35mm \500 B0509 セッティングドライバー \300
+ E0809 チタンスクリューセットA \4,200 B0510 キャンバーゲージ \980
+ E0810 チタンスクリューセットB \2,000 B0512 クロスレンチ \100
+ E0811 リヤアッパーアームリンクロング \300 + B0518 ハイトゲージ \2,300

E0812 燃料タンク \1,500 B0519 (+) #2 スクリュードライバー \1,600
H0855 ボールリンク φ6mm (C0111C) \300 B0520 (+) #1 スクリュードライバー \1,500
H0856 スタビライザーリンクボール (C0111E) \350 B0521 (-) 1.0 スクリュードライバー \1,600
H0858 ボールリンク φ6mm (S) \400 B0522 (-) 0.5 スクリュードライバー \1,500
H0867 ピボットボール \500 B0523 1.5mm Hex. レンチ \1,300
C0901 マフラーステイ \300 B0524 2.0mm Hex. レンチ \1,300

+ C0903 マニホールドスプリング \300 B0525 2.5mm Hex. レンチ \1,300
+ C0950 マニホールド　 \1,600 B0526 3.0mm Hex. レンチ \1,400

E1001 ボディ　 \3,000 B0527 2.0mm Ball-Hex. レンチ \1,300
+ E1002 ライトウェイトボディ (0.8mm) \2,700 B0528 2.5mm Ball-Hex. レンチ \1,300
+ E1003 インナーフォームＳ \1,300 B0529 プロスペックツール \14,000
+ E1004 インナーフォームＬ \1,400 B0519/1 (+) #2 スクリュードライバー チップ \950
　 C1010 ナイロンウィングホワイト \800 B0520/1 (+) #1 スクリュードライバー チップ \850
+ C1011 ナイロンウィングイエロー \800 B0521/1 (-) 1.0 スクリュードライバー チップ \950
　 C1131 ディッシュホイルホワイト (4pcs.) \1,300 B0522/1 (-) 0.5 スクリュードライバー チップ \1,100
+ C1132 ディッシュホイルイエロー (4pcs.) \1,300 B0523/1 1.5mm Hex. レンチ チップ \600
+ P0218 ステッカー フラッグ＆フレーム \400 B0524/1 2.0mm Hex. レンチ チップ \600
　 B0525/1 2.5mm Hex. レンチ チップ \600
　 その他オプションパーツ B0526/1 3.0mm Hex. レンチ チップ \750

B0527/1 2.0mm Ball-Hex. レンチ チップ \800
B0101 バギー用エアフィルターセット (21) \800 B0528/1 2.5mm Ball-Hex. レンチ チップ \800
B0102/1 バギー用エアフィルター (21) \850 B0530 2.0mm HEX. レンチチップ （電動ドライバー用） \800
B0103 燃料フィルター L \850 B0531 2.5mm HEX. レンチチップ （電動ドライバー用） \850
B0104 燃料フィルター S \800 B0637 SM3.5X30 F/H タッピングスクリュー \200
B0115 燃料ポンプ　５００ｍｌ \1,000 B0638 SM3.5X40 F/H タッピングスクリュー \200
B0203 クイックブースター \1,000 B0661 SG3X23 キャップスクリュー \250
B0207 ポケットブースター \3,000 B0663 SG3X12 キャップスクリュー \150
B0208 ポケットブースター用充電アダプター \1,000 B0666 SG3X20 キャップスクリュー \200
B0209 ブースター充電器１００V用 \1,000 B0670 SK3X3 セットスクリュー \150
B0211 パワーパック９００（フタバ・俵型） \3,800 B0671 SK3X5 セットスクリュー \150
B0212 パワーパック９００（サンワ・俵型） \3,800 B0672 SK3X12 セットスクリュー \150
B0230 プロスターターBII \12,000 B0680 SK4X4 セットスクリュー \150
B0233 12V バッテリーコード (BII/RII) \700 B0681 SK4X5 セットスクリュー \150
B0301 ロックファームリキッド \1,000 B0682 SK4X8 セットスクリュー \150
B0303 メンテナンスオイル \500 B0690 SK5X5 セットスクリュー \150
B0306 ラッドレッズ \800 B0712 SN2.6 ナイロンナット \300
B0308 スーパーグリス \400 B0713 SN3 ナイロンナット \150
B0310 スーパーシリコン #100 \500 B0722 OE-2.5 E-リング \100
B0311 スーパーシリコン #150 \500 B0723 OW3X8X0.5 ワッシャー \100
B0312 スーパーシリコン #200 \500 B0724 OE-3 E-リング \100
B0313 スーパーシリコン #250 \500 B0730 SiG3X8 B/H スクリュー \200
B0314 スーパーシリコン #300 \500 B0731 SiG3X10 B/H スクリュー \200
B0315 スーパーシリコン #350 \500 B0732 SiG3X12 B/H スクリュー \200
B0316 スーパーシリコン #400 \500 B0733 SiG3X14 B/H スクリュー \200
B0317 デフ用シリコン #10000 \600 B0734 SiG3X16 B/H スクリュー \200
B0318 デフ用シリコン #30000 \600 B0735 SiG3X18 B/H スクリュー \200
B0319 デフ用シリコン #50000 \600 B0736 SiG3X6 B/H スクリュー \200
B0320 デフ用シリコン #100000 \800 B07301 SiG3X23 B/H スクリュー \250
B0321 デフ用シリコン #3000 \600 B07302 SiG3X28 B/H スクリュー \250
B0322 デフ用シリコン #5000 \600 B0737 SiG3X20 B/H スクリュー \200
B0323 デフ用シリコン #7000 \600 B0740 SJG3X8 F/H キャップスクリュー \200
B0324 デフ用シリコン #1000 \600 B0741 SJG3X10 F/H キャップスクリュー \200
B0325 スーパーシリコン #500 \600 B0742 SJG3X6 F/H キャップスクリュー \200
B0326 スーパーシリコン #600 \600 B0743 SJG3X12 F/H キャップスクリュー \200
B0327 スーパーシリコン #700 \600 B0744 SJG3.5X12 F/H キャップスクリュー \200
B0328 スーパーシリコン #800 \600 B0745 SJG3.5X16 F/H キャップスクリュー \200
B0329 エアーフィルターオイル \800 B0746 SJG4X8 F/H キャップスクリュー \200
B0330 スーパージョイントグリス \600 B0747 SJG4X10 F/H キャップスクリュー \200

 B0331 ダストプロテックス \1,500 B0748 SJG4X15 F/H キャップスクリュー \250
 B0332 スーパーシリコン #450 \600 B0730T SiG3X8 B/H チタンスクリュー \340
 B0333 スーパーシリコン #550 \600 B0731T SiG3X10 B/H チタンスクリュー \360
 B0334 デフ用シリコン #2000 \600 B0732T SiG3X12 B/H チタンスクリュー \390

B0335 デフ用シリコン #4000 \600 B0733T SiG3X14 B/H チタンスクリュー \440
B0401 スイッチカバー \200 B0734T SiG3X16 B/H チタンスクリュー \460
B0406 両面テープ \200 B0735T SiG3X18 B/H チタンスクリュー \490
B0407 皿ワッシャー 3mm \500 B0736T SiG3X6 B/H チタンスクリュー \320
B0408 皿ワッシャー 4mm \500 B07301T SiG3X23 B/H チタンスクリュー \570
B0410 カラーシリコンパイプ　ピンク \500 B07302T SiG3X28 B/H チタンスクリュー \700
B0411 カラーシリコンパイプ　グリーン \500 B0737T SiG3X20 B/H チタンスクリュー \200
B0412 カラーシリコンパイプ　イエロー \500 B0740T SJG3X8 F/H チタンスクリュー \320
B0413 カラーシリコンパイプ　グレー \500 B0741T SJG3X10 F/H チタンスクリュー \330
B0414 マフラージョイントパイプＬ \700 B0742T SJG3X6 F/H チタンスクリュー \310
B0416 カラーストラップセット 100mm \180 B0743T SJG3X12 F/H チタンスクリュー \360
B0417 カラーストラップセット 150mm \250 B0746T SJG4X8 F/H チタンスクリュー \360
B0422 ボディピン \100 B0747T SJG4X10 F/H チタンスクリュー \700
B0424 ポートキャップ (L+M) \300 B0748T SJG4X15 F/H キャップスクリュー \800
B0426 ヘッドプロテクターパープル (15/21) \300 MSRF30 ムゲンセイキ レーシング フューエル 30 \5,800


