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+赤字：オプション
T0020 MTX-3 キット \42,500 T0307 サーボセーバースプリングアジャスト \400
T0023 MTX-3 MR12 エンジン付キット \65,500 T0308 サーボセーバースプリング　 \200
T0021 取扱い説明書 \500 H0353 ブレーキカム \400
T0022 デカール \400 H0354 ブレーキプレート \400
J0104 フロントサスシャフト \450 H0355 ブレーキパッド \300
D0105R キングピン \450 H0356 ブレーキディスク \600
J0107 フロントスタビライザーバー \2,000 H0357 クーリングスペーサー \300
T0114 リヤロワーアームピン \250 + H0359 ブレーキパッド (PTFE) \800
J0110 アジャスティングナット \250 H0362 サーボマウントパーツ \600
T0123 フロントアンチロールバーホルダー \400 H0368 グロメット \150
T0125 フロントバルクヘッド \700 + H0369 ベンチレーテッドブレーキディスク \2,500
T0126 リヤバルクヘッド \800 T0402 フロントバンパー \800
T0127 ブレーキブラケット \500 K0405 ウレタンバンパー \400
T0128 リヤロワーアームマウント \700 T0405 フロントワイドバンパー \500
T0130 リヤブレース \600 T0406 シャーシ \3,800
T0135 フロントアッパーアーム \600 + T0407 シャーシ (4mm) \6,500
T0136 フロントロワ－アーム 500 C0502 ピボットボール \500
T0137 リヤロワ－アーム \500 T0502 フロントダンパーステイ \650
T0138 フロントアップライト \450 T0503 リヤダンパーステイ \600
T0139 リヤアップライト \550 T0504 ダンパーステイスペーサー \150
T0140 リヤアンチロールバー \250 D0506 ダンパーシャフト \600

+ T0142 アルミホイールハブ \1,600 D0508 ダイヤフラム \350
+ T0143 リヤアンチロールバー 2.5mm \300 D0509 O-リングセット \800

H0181 リヤアップライトスペーサー \200 H0510 ダンパーピストン \800
+ H0187 チタンキングピンボール2ヶ入 \2,400 H0513 スプリングアジャスター \900
+ H0187/1 チタンキングピンボール8ヶ入 \8,000 + H0523 フロントダンパースプリング パープル φ1.6mm \450

J0202 リヤベルト \600 H0524 フロントダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450
T0202 デフカップジョイント \700 + H0525 フロントダンパースプリング グレー φ1.8mm \450
H0205 プーリーハブ \500 + H0526 フロントダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450
T0207 デフガスケット \200 + H0527 リヤダンパースプリング パープル φ1.6mm \450

+ T0214 ジョイントシャフト（ユニバーサル用） \300 H0528 リヤダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450
+ T0215 ジョイントピン (φ2X9.8) \200 + H0529 リヤダンパースプリング グレー φ1.8mm \450

T0219 フロントジョイントカップ \700 + H0530 リヤダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450
T0220 デフプーリー \650 + H0533 フロントダンパースプリング ブルー φ1.8mm \450
T0221 プーリーセット \550 + H0534 リヤダンパースプリング ブルー φ1.8mm \450

+ T0222 1ST. ギヤ 46T \300 H0554 ダンパーキャップ \300
T0223 1ST. ギヤ 47T \300 H0555 ダンパーキャップパーツ \450

+ T0224 1ST. ギヤ 48T \300 H0556 ダンパーケース \1,600
+ T0225 2ND. ギヤ 42T \300 H0557 ダンパーセット \3,400

T0226 2ND. ギヤ 43T \300 + H0558 ダンパーピストン φ1.2 ブラック \400
+ T0227 2ND. ギヤ 44T \300 + H0559 ダンパーピストン φ1.3 ホワイト \400

C0227 スペーサー \600 H0601 ベアリング (12X18) \1,600
C0228 デフギヤ　(O-リング付） \650 C0602/1 ベアリング (5X8) \600
T0228 フロントワンウェイドライブアクスル \2,800 D0602 ベアリング (6X13) \600
T0229 F/R アクスルシャフト \800 C0603 ベアリング (5X10) \650
T0230 F/R ドライブシャフト \700 H0603 ベルトテンショナー用ボールベアリング \800
T0231 ミドルシャフト \400 K0603 ベアリング (10X15X4) \900
T0232 2 スピードシャフト \600 K0603/1 ベアリング 10pcs. (10X15X4) \1,650
T0233 2 スピードアダプター \400 D0603 スラストベアリング (10X5X4) \800
T0234 2 スピードギヤボックス用シュー \450 C0605 ベアリング (6X10X3) \700
T0235 1ST. ギヤハウジング \1,500 H0704 エンジンナット \600
T0236 2ND. ギヤハウジング \1,200 T0705 エンジンマウント　 \400
T0237 2 スピードギヤボックス用スプリングセット \400 T0706 フライホイール \1,400
T0241 フロントベルト \550 H0707 クラッチシュー \600
T0242 サイドベルト \600 + T0707 1ST. ギヤ 15T \800
H0242 ベルトテンショナー \700 T0708 1ST. ギヤ 16T \800
H0243 ベルトテンショナーワイヤー \400 + T0709 1ST. ギヤ 17T \800
T0243 S3 O-リング \200 + T0710 2ND. ギヤ 19T \900
T0244 S5 O-リング \250 H0710 クラッチベル \1,500

+ T0245 フロントユニバーサルジョイントセット \3,000 T0711 2ND. ギヤ 20T \900
+ T0246 F/Rアクスルシャフト （ユニバーサルジョイント用） \1,200 + T0712 2ND. ギヤ 21T \900
+ T0247 フロントドライブシャフト （ユニバーサルジョイント用） \1,600 T0713 クラッチセット \5,400
+ T0248 チタンミドルシャフト \1,000 + T0714 1ST. ギヤ 20T (0.8M) \900
+ T0249 リヤユニバーサルジョイントセット \3,000 + T0715 1ST. ギヤ 21T (0.8M) \900
+ T0250 リヤドライブシャフト （ユニバーサルジョイント用） \1,600 + T0716 1ST. ギヤ 22T (0.8M) \900
+ T0251 1ST. ギヤ 58T (0.8M) \350 + T0717 アルミエンジンマウント \1,500
+ T0252 1ST. ギヤ 59T (0.8M) \350 + T0718 2ND. ギヤ 25T (0.8M) \1,000
+ T0253 1ST. ギヤ 60T (0.8M) \350 + T0719 2ND. ギヤ 26T (0.8M) \1,000
+ T0254 2ND. ギヤ 52T (0.8M) \300 + T0720 2ND. ギヤ 27T (0.8M) \1,000
+ T0255 2ND. ギヤ 53T (0.8M) \300 + T0721 2ND. ギヤ 28T (0.8M) \1,000
+ T0256 2ND. ギヤ 54T (0.8M) \300 + T0722 2ND. ギヤ 29T (0.8M) \1,000

H0254 インナードライブジョイントワッシャー \300 H0721 プレッシャープレート \1,400
H0255 プーリーブレーキアダプター \1,000 H0752 セントリフュ－ガルシュー \500
T0302 ラジオプレート \3,500 H0753 スプリングカップ \300
T0303 ラジオマウントパーツ \600 H0755 スプリングアジャストナット \500
T0304 サーボセーバーアーム \400 H0756 ベアリングストッパー \300
T0305 サーボセーバーシャフト \400 H0764 クラッチスプリング ハード \200
T0306 サーボセーバーパイプ \400 + H0765 クラッチシュー　（グレイ） \600
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+ H0766 ライトウェイトセントリフュ－ガルシュー \700 B0417 カラーストラップセット 150mm \250
+ H0767 クラッチスプリング スーパーハード \300 B0422 ボディピン \100
+ H0769 クラッチスシュー （レッド） \1,200 B0424 ポートキャップ (L+M) \300

T0801 ステアリングロッド \500 B0425 ヘッドプロテクター （グリーン） \300
T0802 ローラーピンセット \200 B0426 ヘッドプロテクター （パープル） \300
H0802 エンコンリンケージ \800 B0506 スナップリングプライヤー \980

+ T0804 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
 T0805 燃料タンク \1,500 B0509 セッティングドライバー \300
+ T0806 チタンスクリューセット A \3,600 B0510 キャンバーゲージ \980
+ T0807 チタンスクリューセット B \1,000 B0512 クロスレンチ \100

D0806 アンテナパイプ \200 B0513 ピニオンギヤツール \2,500
L0808 ツールセット \450 B0514 クラッチスプリングアジャストツール \1,800
H0851 E-リングセット \200 B0519 (+) #2 スクリュードライバー \1,600
H0852 スナップリングセット \300 B0520 (+) #1 スクリュードライバー \1,500
H0855 ボールリンク 6mm \300 B0521 (-) 1.0 スクリュードライバー \1,600
H0856 スタビライザーリンクボール \350 B0522 (-) 0.5 スクリュードライバー \1,500
H0857 ターンバックルロッド (22mm) \350 B0523 1.5mm Hex. レンチ \1,300
H0858 ボールリンク φ6 (S) \400 B0524 2.0mm Hex. レンチ \1,300
H0860 ダンパーエンドボール \400 B0525 2.5mm Hex. レンチ \1,300

+ H0863 チタン ターンバックルロッド (22mm) \800 B0526 3.0mm Hex. レンチ \1,400
C0901 マフラーステイ \300 B0527 2.0mm Ball-Hex. レンチ \1,300
T0901 マニホールド \1,500 B0528 2.5mm Ball-Hex. レンチ \1,300
T0902 マニホールドスプリング \300 B0529 プロスペックツール \14,000
T0904 マフラー用ワイヤー \200 B0519/1 (+) #2 スクリュードライバー チップ \950
B0103 燃料フィルター L \850 B0520/1 (+) #1 スクリュードライバー チップ \850
B0104 燃料フィルター S \800 B0521/1 (-) 1.0 スクリュードライバー チップ \950
B0113 エアーフィルター (21 オンロード用) \700 B0522/1 (-) 0.5 スクリュードライバー チップ \1,100
B0115 燃料ポンプ　５００ｍｌ \1,000 B0523/1 1.5mm Hex. レンチ チップ \600
B0203 クイックブースター \1,000 B0524/1 2.0mm Hex. レンチ チップ \600
B0207 ポケットブースター \3,000 B0525/1 2.5mm Hex. レンチ チップ \600
B0208 ポケットブースター用充電アダプター \1,000 B0526/1 3.0mm Hex. レンチ チップ \750
B0209 ブースター充電器１００V用 \1,000 B0527/1 2.0mm Ball-Hex. レンチ チップ \800
B0215 パワーパック６５０ フタバ （６Ｖ） \2,500 B0528/1 2.5mm Ball-Hex. レンチ チップ \800
B0216 パワーパック６５０ サンワ（６Ｖ） \2,500 B0530 2.0mm Hex. レンチ チップ （電動ドライバー用） \800
B0217 パワーパック７３０ フタバ （６Ｖ） \2,800 B0531 2.5mm Hex. レンチ チップ （電動ドライバー用） \850
B0218 パワーパック７３０ サンワ （６Ｖ） \2,800 B0645 SJA4X8 F/H スクリュー \100
B0220 プロスターターRII \12,000 B0649 SJA2.6X6 F/H スクリュー \100
B0301 ロックファームリキッド \1,000 B0663 SG3X12 キャップスクリュー \150
B0302 エアーフィルターオイル \1,000 B0664 SG3X16 キャップスクリュー \150
B0303 メンテナンスオイル \500 B0665 SG2.6X12 キャップスクリュー \200
B0306 ラッドレッズ \800 B0670 SK3X3 セットスクリュー \150
B0308 スーパーグリス \400 B0671 SK3X5 セットスクリュー \150
B0310 スーパーシリコン #100 \500 B0672 SK3X12 セットスクリュー \150
B0311 スーパーシリコン #150 \500 B0673 SK3X8 セットスクリュー \150
B0312 スーパーシリコン #200 \500 + B0674 SK3X2.6 セットスクリュー (6pcs.) \200
B0313 スーパーシリコン #250 \500 B0681 SK4X5 セットスクリュー \150
B0314 スーパーシリコン #300 \500 B0712 SN2.6 ナイロンナット \300
B0315 スーパーシリコン #350 \500 B0713 SN3 ナイロンナット \150
B0316 スーパーシリコン #400 \500 B0714 SN4 ナイロンナット \150
B0317 デフ用シリコン #10000 \600 B0730 SiG3X8 B/H スクリュー \200
B0318 デフ用シリコン #30000 \600 B0731 SiG3X10 B/H スクリュー \200
B0319 デフ用シリコン #50000 \600 B0732 SiG3X12 B/H スクリュー \200
B0320 デフ用シリコン #100000 \600 B0733 SiG3X14 B/H スクリュー \200
B0321 デフ用シリコン #3000 \600 B0735 SiG3X18 B/H スクリュー \200
B0322 デフ用シリコン #5000 \600 B0736 SiG3X6 B/H スクリュー \200
B0324 デフ用シリコン #1000 \600 B0740 SJG3X8 F/H キャップスクリュー \200
B0325 スーパーシリコン #500 \600 B0741 SJG3X10 F/H キャップスクリュー \200
B0326 スーパーシリコン #600 \600 B0742 SJG3X6 F/H キャップスクリュー \200
B0327 スーパーシリコン #700 \600 + B0730T SiG3X8 B/H チタンスクリュー \340
B0328 スーパーシリコン #800 \600 + B0731T SiG3X10 B/H チタンスクリュー \360
B0329 エアーフィルターオイル \800 + B0732T SiG3X12 B/H チタンスクリュー \390
B0330 スーパージョイントグリス \600 + B0733T SiG3X14 B/H チタンスクリュー \440
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
B0410 カラーシリコンパイプ　ピンク \500 + B0740T SJG3X8 F/H チタンスクリュー \320
B0411 カラーシリコンパイプ　グリーン \500 + B0741T SJG3X10 F/H チタンスクリュー \330
B0412 カラーシリコンパイプ　イエロー \500 + B0742T SJG3X6 F/H チタンスクリュー \310
B0415 マフラージョイントシリコンパイプS \600 MSRF30 ムゲンセイキレーシングフュ－エル30 \5,800
B0416 カラーストラップセット 100mm \180 （ニトロ30％1ガロン）

GRP FAST TIRES (MTX-3用ホイル付接着整形済タイヤ）

＊フロントタイヤ幅２６ｍｍ/リヤタイヤ幅３０ｍｍ

＜フロントムゲンホイル付26ｍｍ幅＞ ＜リヤムゲンホイル付30ｍｍ幅＞
FVJ4A スポンジタイヤ30°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVＪ6A スポンジタイヤ30°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4B スポンジタイヤ32°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6B スポンジタイヤ32°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4C スポンジタイヤ35°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6C スポンジタイヤ35°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4D スポンジタイヤ37°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6D スポンジタイヤ37°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4E スポンジタイヤ40°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6E スポンジタイヤ40°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4F スポンジタイヤ42°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6F スポンジタイヤ42°（Ｒ用接着整形済） \1,400
FVJ4G スポンジタイヤ45°（Ｆ用接着整形済） \1,400 FVJ6G スポンジタイヤ45°（Ｒ用接着整形済） \1,400


