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K0031 取扱い説明書 \500 K0704 クラッチスプリング \150
K0032 デカール \400 K0705 クラッチベル 15T \300
K0107 スパーギヤマウントＡ \400 C0705 ニードルローラー \500
K0107/1 アルミスパーギヤーマウント \2,300 K0707 クラッチシュー \450
T0114 リヤロアアームピン \250 K0708 アルミフライホイールφ40 \1,000
K0151 ギヤボックス \400 K0709 アルミエンジンマウント 20mm \1,300
K0152 サスアーム \250 K0710 アルミフライホイールφ34 \1,000
K0153 フロントアップライト \300 K0711 アルミエンジンマウント 16mm \1,300
K0154 ステアリングナックル \300 K0802 ピンボールＢ \300
K0155 リヤアップライト \300 K0803 燃料タンク \800
K0156 サスマウント \350 K0806 アンテナパイプ \100
K0157 ロアアームピン \250 K0851 リンケージパーツＡ \300
K0203 リングギヤ \400 K0852 リンケージパーツＢ \200
K0204 ベベルギヤ \300 K0853 φ4.8 ピンボール \150
T0207 デフガスケット \200 K0854 ボールアジャストＡ \200
K0208 スパーギヤ42T \250 K0855 ボールアジャストＢ \200
K0209 スパーギヤシャフト \300 K0951 マフラー \900
T0210 O-リングセット \300 K0952 マニホールド \500
K0212 キングピンカラー \300 H0851 E-リングセット \200
K0214 ロッド18mm/25mm \400 H0855 ボールリンクφ6 \300
C0227 スペーサー \600 H0856 スタビライザーリンクボール \350
C0228 デフギヤ　(O-リング付） \650 C0901 マフラーステイ \300
K0239 ワンウェイベアリング （2スピード用） \600 T0903 マニホールド（サイド用） \2,800
K0240 2 スピードギヤセット \4,800 1425-00 HONDA アコードボディ 200mm \2,000
K0241 クラッチベル （2スピード用） \1,000 1432-00 オペルベクトラボディ 200mm \2,000
k0242 1ST. ピニオンギヤ 15T （2スピード用） \800 1433-00 ダッジストラトスボディ 200mm \2,000
K0243 2ND. ピニオンギヤ 18T （2スピード用） \900 K1111/1 メッシュホイルホワイト(8pcs.) \800
K0244 スパーギヤセット （2スピード用） \500 K1111 メッシュ ホイル ホワイト \500
K0245 センターシャフト （2スピード用） \600 K1112 メッシュ ホイル ブラック \500
K0246 2ND. ギヤハウジング （2スピード用） \1,500 K1113 メッシュ ホイル シルバー \500
K0247 チェンジングドライブディスク （2スピード用） \1,400 K1114 ６ スポーク ホイル ホワイト \500
C0114 ワッシャーセット \300 K1115 ６ スポーク ホイル ゴールド \500
K0251 デフケース \200 K1116 ６ スポーク ホイル グリーン \500
K0252 デフカップジョイント \400 K1117 フィン-タイプ ホイル ホワイト \500
K0253 カップジョイント \300 K1118 フィン-タイプ ホイル シルバー \500
K0255 センターシャフト \600 K1120 スリックタイヤ & インナーフォーム \600
K0257 F/R アクスルシャフト \900 K1122 ラジアルタイヤ & インナーフォーム \600
K0258 F/R ドライブシャフト \600 K1123 インナーフォーム(4pcs.) \500
C0308 コンペブレーキディスク \600 K1124 インナーフォームハード(4pcs.) \500
K0351 ラジオプレート \400 K1130 ６スポークホイルホワイト(4pcs.) \500
K0353 レシーバーボックス \400 K1131 ６スポークホイルホワイト(8pcs.) \800
K0354 サーボセーバーパーツＡ \300 MV1200 MV12 エンジン \11,000
K0355 サーボセーバーパーツＢ \700 B0104 燃料フィルター S \800
K0360 ブレーキパーツ \400 B0111 エアーフィルターセット \400
K0405 ウレタンバンパー \400 B0112 エアーフィルター　 \250
K0451 シャーシ \2,600 B0115 燃料ポンプ　５００ｍｌ \1,000
K0452 バンパー \400 B0203 クイックブースター \1,000
K0453 ボディマウント \260 B0207 ポケットブースター \3,000
K0501/1 ダンパーケース \300 B0208 ポケットブースター用充電アダプター \1,000
K0501/2 ダンパーパーツＢ \400 B0209 ブースター充電器１００V用 \1,000
K0501/3 ダンパーキャップＢ \450 B0211 パワーパック９００（フタバ・俵型） \3,800
K0501/5 ダンパーシャフト \900 B0212 パワーパック９００（サンワ・俵型） \3,800
D0508 ダイヤフラム \350 B0230 プロスターターBII \12,000
K0509 O-リングP3 \200 B0301 ロックファームリキッド \1,000
K0510 ダンパースプリング \250 B0302 エアーフィルターオイル \1,000
H0521 フロントダンパー \3,400 B0303 メンテナンスオイル \500
H0522 リヤダンパー \3,400 B0306 ラッドレッズ \800
C0502 ピボットボール \500 B0308 スーパーグリス \400
J0511 フロントスプリング \400 B0310 スーパーシリコン #100 \500
J0512 リヤスプリング \400 B0311 スーパーシリコン #150 \500
D0506 リヤダンパーシャフト \600 B0312 スーパーシリコン #200 \500
D0509 O-リングセット \800 B0313 スーパーシリコン #250 \500
H0510 ダンパーピストン \800 B0314 スーパーシリコン #300 \500
H0513 スプリングアジャスター \900 B0315 スーパーシリコン #350 \500
D0514 ダンパーピボットボール \350 B0316 スーパーシリコン #400 \500
H0523 フロントダンパースプリング パープル φ1.6mm \450 B0317 デフ用スーパーシリコン #10000 \600
H0524 フロントダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450 B0318 デフ用スーパーシリコン #30000 \600
H0525 フロントダンパースプリング グレー φ1.8mm \450 B0319 デフ用スーパーシリコン #50000 \600
H0526 フロントダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450 B0320 デフ用スーパーシリコン #100000 \600
H0527 リヤダンパースプリング パープル φ1.6mm \450 B0321 デフ用スーパーシリコン #3000 \600
H0528 リヤダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450 B0322 デフ用スーパーシリコン #5000 \600
H0529 リヤダンパースプリング グレー φ1.8mm \450 B0323 デフ用スーパーシリコン #7000 \600
H0530 リヤダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450 B0324 デフ用シリコン #1000 \600
H0531 リヤダンパースプリング ピンク φ2.0mm \600 B0325 スーパーシリコン #500 \600
H0551 ダンパー樹脂パーツ \400 B0326 スーパーシリコン #600 \600
K0551 ダンパーステイ \300 B0327 スーパーシリコン #700 \600
C0602 ベアリング (5X8) 4pcs. \1,600 B0328 スーパーシリコン #800 \600
K0603 ベアリング (10X15) 2pcs. \900 B0406 両面テープ \200
K0603/1 ベアリング (10X15) 10pcs. \1,650 B0407 皿ワッシャー 3mm \500
K0604 ベアリング (5X11) 2pcs. \500 B0408 皿ワッシャー 4mm \500
K0605 ベアリングセット (K0603X8 K0604X10) \5,000 B0410 カラーシリコンパイプ　ピンク \500
K0701 エンジンマウント \500 B0411 カラーシリコンパイプ　グリーン \500
K0702 フライホイール \500 B0412 カラーシリコンパイプ　イエロー \500
K0703 エンジンナット \300 B0415 マフラージョイントシリコンパイプS \600



B0416 カラーストラップセット 100mm \180 B0642 SJA3X12 F/H スクリュー \100
B0417 カラーストラップセット 150mm \250 B0645 SJA4X8 F/H スクリュー \100
B0420 燃料パイプ \100 B0650 Si3X10 スクリュー \100
B0422 ボディピン \100 B0651 Si3X12 スクリュー \100
B0506 スナップリングプライヤー \980 B0652 Si2X8 スクリュー \100
B0508 コンビネーションレンチ \800 B0653 SM3X10 スクリュー \100
B0509 セッティングドライバー \300 B0660 SG3X10 キャップスクリュー \150
B0510 キャンバーゲージ \980 B0663 SG3X12 キャップスクリュー \150
B0512 クロスレンチ \100 B0664 SG3X16 キャップスクリュー \150
B0515 ワークスレンチ 1.5mm \1,000 B0670 SK3X3 セットスクリュー \150
B0516 ワークスレンチ 2.0mm \1,000 B0672 SK3X12 セットスクリュー \150
B0517 ワークスレンチ 2.5mm \1,000 B0673 SK3X8 セットスクリュー \150
B0610 SL3X10 B/H タッピングスクリュー \100 B0680 SK4X4 セットスクリュー \150
B0611 SL3X12 B/H タッピングスクリュー \100 B0713 SN3 ナイロンナット (10pcs) \150
B0612 SL3X15 B/H タッピングスクリュー \100 B0714 SN4 ナイロンナット (10pcs) \150
B0620 SL3X10 R/H スクリュー \100 B0711 SN4 ナイロンナット フランジ付 (10pcs) \200
B0621 SL3X12 R/H スクリュー \100 B0712 SN2.6 ナイロンナット (10pcs.) \300
B0630 SM2.6X12 F/H タッピングスクリュー \100 B0720 OE-2 E-リング \100
B0635 SM3X12 F/H タッピングスクリュー \100 B0721 OE-4 E-リング \100
B0636 SM3X10 F/H タッピングスクリュー \100 B0723 OW3X8X0.5 ワッシャ－ \100

   
   
   
   
   
  
  
   


