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+赤字：オプション
T0060 MTX4R キット \46,000 T0271 2 スピードギヤボックス用スプリングセット \350
T0061 MTX4R 取扱説明書 \500 T0273 リヤドライブシャフト （ユニバーサルジョイント用） \1,600
T0062 MTX4R デカール \400 H0274 ローラーピン φ2/5x11.8 (10pcs.) \200
T0063 MTX4R デカール 3 pcs. \600 T0274 リヤユニバーサルジョイントセット \3,000
J0104 フロントサスシャフト \450 T0275 ベルトテンショナープレート \550
D0105R キングピン \450 T0276 フロントワンウェイドライブアクスル \3,100
T0114 リヤロワーアームピン \250 T0277 フロントジョイントカップ \800

+ T0138-B フロントアップライト \450 T0278 P10A O-リング \200
+ T0140 リヤアンチロールバー 2.3mm \250 H0293 ベルトテンショナーシャフト \350

T0142 アルミホイールハブ \1,600 C0304A ブレーキプレート \350
+ T0143 リヤアンチロールバー 2.5mm \300 T0305 サーボセーバーシャフト \400

H0144 キングピンボールカップ \350 T0306 サーボセ-バーパイプ \400
+ T0144 リヤアッパーアームマウント \950 T0307 サーボセーバースプリングアジャスト \400

H0145 アジャストナット \300 T0308 サーボセーバースプリング　 \200
T0145 フロントバルクヘッド \600 T0309 ラジオプレート \3,600
T0146 リヤバルクヘッド \700 T0310 サーボセーバーアーム \300
T0147 リヤロワーアームマウント \500 T0311 Th サーボマウント \500
T0148 フロントアッパーアームマウント \450 T0312 ラジオマウントパーツ \600
T0149 ブレーキブラケット \550 T0313 ブレーキカム \350
T0150 ラジオプレートマウント \600 + T0314 ブレーキパッド (PTFE) \800
T0151-B フロントロワーアーム \500 C0353 ブレーキパッドブラック \320
T0152 リヤロワーアーム \500 + H0356 ブレーキディスク \600

 T0153 リヤアップライト　 \500 + C0361 ブレーキパッドブルー \350
 T0154 エキセントリックハブ \300 H0362 サーボマウントパーツ \600

T0155 アンチロールバーホルダー \400 H0368 グロメット \150
 T0156 フロントアッパーアーム　 \600 H0369 ベンチレーテッドブレーキディスク \2,500

T0157 フロントアンチロールバー \2,000 T0408 ボディマウント \600
+ T0158 リヤアンチロールバー 2.0mm \250 T0409 フロントバンパー \650

T0159 リヤアンチロールバー 2.1mm \250 T0410 シャーシ \6,500
+ T0160 リヤアンチロールバー 2.2mm \250 T0411 フォームバンパー \350

T0161 リヤアッパーアームマウント \950 + T0412 シャーシ (4mm) \7,000
+ T0162 リヤアジャスタブルアンチロールバーセット \3,200 T0504 ダンパーステイスペーサー \150
+ T0163 リヤアジャスタブルアンチロールバー \2,000 D0505 フロントダンパーシャフト \600

T0164 フロントアップライト （2°） \450 T0505 フロントダンパーステイ \900

T0165 ホイールハブスペーサー1mm \200 D0506 ダンパーシャフト \600
H0181 リヤアップライトスペーサー \200 T0506 リヤダンパーステイ \1,300

+ H0181A 3mm スペーサー (0.5mm) \300 T0507 フロントダンパーセット \3,600
+ H0181B 3mm スペーサー (1.0mm) \300 + T0508 リヤダンパーステイ (4mm) \2,100
+ H0181C 3mm スペーサー (2.0mm) \320 D0508 ダイヤフラム \350
+ H0181D 3mm スペーサー (3.0mm) \350 D0509 O-リングセット \800
+ H0187 チタンキングピンボール 2ヶ入 \2,400 H0510 ダンパーピストン \800
+ H0187/1 チタンキングピンボール 8ヶ入 \8,000 H0513 スプリングアジャスター \900
+ T0202 デフカップジョイント \700 + H0523 フロントダンパースプリング パープル φ1.6mm \450

H0205 プーリーハブ \500 H0524 フロントダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450
T0207 デフガスケット \200 + H0525 フロントダンパースプリング グレー φ1.8mm \450
T0214 ユニバーサル用ジョイントシャフト \300 + H0526 フロントダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450

 T0215 ジョイントピン（φ2.0X9.8) \200 + H0527 リヤダンパースプリング パープル φ1.6mm \450
C0222C デフシャフト \250 H0528 リヤダンパースプリング ライトブルー φ1.7mm \450
C0227 スペーサー \600 + H0529 リヤダンパースプリング グレー φ1.8mm \450

 C0228 デフギヤ　(O-リング付） \650 + H0530 リヤダンパースプリング ホワイト φ1.9mm \450
+ T0229 F/R  アクスルシャフト \800 + H0533 フロントダンパースプリング ブルー φ1.8mm \450
+ T0230 F/R  ドライブシャフト \700 + H0534 リヤダンパースプリング ブルー φ1.8mm \450

T0232 2 スピードシャフト \600 H0554 ダンパーキャップ \300
T0233 2 スピードアダプター \400 + H0558 ダンパーピストン φ1.2 ブラック \400
T0235 1ST. ギヤハウジング \1,500 + H0559 ダンパーピストン φ1.3 ホワイト \400
T0236 2ND. ギヤハウジング \1,200 H0562 ダンパーケース \1,600
T0243 S3 O-リング \200 H0563 オイルシールキャップ \300
T0244 S5 O-リング \250 H0564 ダンパーセット \3,700
T0245 フロントユニバーサルジョイントセット \3,000 H0565 ダンパーキャップパーツ \450
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 H0601 ベアリング (12X18) \1,600
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 C0602/1 ベアリング (5X8) \600

+ T0251 1ST. ギヤ 58T \350 D0602 ベアリング (6X13) \600
T0252 1ST. ギヤ 59T \350 H0603 ベルトテンショナー用フランジベアリング \800

+ T0253 1ST. ギヤ 60T \350 K0603 ベアリング (10X15X4) \900
+ T0254 2ND. ギヤ 52T \300 K0603/1 ベアリング 10pcs. (10X15X4) \1,650

H0255 プーリーブレーキアダプター \1,000 D0603 スラストベアリング (10X5) \800
T0255 2ND. ギヤ 53T \300 H0704 エンジンナット \600

+ T0256 2ND. ギヤ 54T \300 + T0705 エンジンマウント　 \400
 T0258 デフプーリー \650 T0706 フライホイール \1,400
 T0259 プーリーセット \550 + H0707 クラッチシュー（ブラック） \600
 T0260 2 スピードギヤボックスシュー \450 T0717 アルミエンジンマウント \1,500
 T0261 リヤジョイントカップ \600 H0721 プレッシャープレート \1,400
 T0263 ミドルシャフト \400 T0723 クラッチベル \1,200
+ T0264 リヤドライブシャフト \700 + T0724 1ST. ピ二オンギヤ 16T \800
+ T0265 フロントベルト（ウレタン） \550 T0725 1ST. ピ二オンギヤ 17T \800
+ T0266 リヤベルト（ウレタン） \600 + T0726 1ST. ピ二オンギヤ 18T \800
+ T0267 サイドベルト（ウレタン） \600 + T0727 2ND. ピ二オンギヤ 21T \900

T0268 フロントベルト（ラバー） \550 + T0728 2ND. ピ二オンギヤ 22T \900
T0269 リヤベルト（ラバー） \600 T0729 2ND. ピ二オンギヤ 23T \900
T0270 サイドベルト（ラバー） \600 + T0730 2ND. ピ二オンギヤ 24T \900
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+ T0731 1ST. ピ二オンギヤ 16T（スチール） \850 B0407 皿ワッシャー 3mm \500
+ T0732 1ST. ピ二オンギヤ 17T（スチール） \850 B0410 カラーシリコンパイプ　ピンク \500
+ T0733 1ST. ピ二オンギヤ 18T（スチール） \850 B0411 カラーシリコンパイプ　グリーン \500
+ T0734 2ND. ピ二オンギヤ 21T（スチール） \950 B0412 カラーシリコンパイプ　イエロー \500
+ T0735 2ND. ピ二オンギヤ 22T（スチール） \950 B0413 カラーシリコンパイプ　グレー \500
+ T0736 2ND. ピ二オンギヤ 23T（スチール） \950 B0415 マフラージョイントシリコンパイプS \600
+ T0737 2ND. ピ二オンギヤ 24T（スチール） \950 B0422 ボディピン \100
 T0738 クラッチセット（MTX-4） \5,100 B0424 ポートキャップ (L+M) \300

T0739 クラッチスプリングアジャストナット \450 B0508 コンビネーションレンチ \800
+ H0752 セントリフュ－ガルシュー \500 B0509 セッティングドライバー \300

H0753 スプリングカップ \300 B0510 キャンバーゲージ \980
H0756 ベアリングストッパー \300 B0512 クロスレンチ \100

+ H0764 クラッチスプリング ハード \200 B0514 クラッチスプリングアジャストツール \1,800
H0765 クラッチシュー （グレー） \600 B0520 (+) #1 スクリュードライバー \1,500

 H0766 ライトウェイトセントリフュ－ガルシュー \700 B0521 (-) 1.0 スクリュードライバー \1,600
 H0767 クラッチスプリング スーパーハード \300 B0522 (-) 0.5 スクリュードライバー \1,500
+ H0769 クラッチシュー （レッド） \1,200 B0523 1.5mm Hex. レンチ \1,300
+ H0773 クラッチシュー （イエロー） \650 B0524 2.0mm Hex. レンチ \1,300
+ H0774 クラッチスプリング ウルトラハード \450 B0525 2.5mm Hex. レンチ \1,300

T0801 ステアリングロッド \500 B0526 3.0mm Hex. レンチ \1,400
H0802 エンコンリンケージ \800 B0527 2.0mm Ball-Hex. レンチ \1,300
T0802 ローラーピンセット \200 B0528 2.5mm Ball-Hex. レンチ \1,300

+ T0804 チタンステアリングロッド \1,000 B0529 プロスペックツール \14,000
 D0806 アンテナパイプ \200 B0520/1 (+) #1 スクリュードライバー チップ \850
　 T0808 燃料タンク \1,500 B0521/1 (-) 1.0 スクリュードライバー チップ \950
+ T0809 チタンスクリューセット A \3,700 B0522/1 (-) 0.5 スクリュードライバー チップ \1,100
+ T0810 チタンスクリューセット B \850 B0523/1 1.5mm Hex. レンチ チップ \600

H0851 E-リングセット \200 B0524/1 2.0mm Hex. レンチ チップ \600
H0855 ボールリンク 6mm \300 B0525/1 2.5mm Hex. レンチ チップ \600
H0856 スタビライザーリンクボール \350 B0526/1 3.0mm Hex. レンチ チップ \750
H0857 ターンバックルロッド (22mm) \700 B0527/1 2.0mm Ball-Hex. レンチ チップ \800
H0858 ボールリンク φ6mm (S) \400 B0528/1 2.5mm Ball-Hex. レンチ チップ \800

+ H0863 チタン ターンバックルロッド (22mm) \800 B0530 2.0mm Hex. レンチ チップ （電動ドライバー用） \800
H0864 燃料タンクキャップ \400 B0531 2.5mm Hex. レンチ チップ （電動ドライバー用） \850
H0867 ピボットボール \500 B0532 ピニオンギヤツール \3,000
C0901 マフラーステイ \300 B0533 カーブシザー \700

+ T0901 マニホールド \1,500 B0534 ハイトゲージ \1,900
　 T0902 マニホールドスプリング \300 B0649 SJA2.6X6 F/H スクリュー \100
 T0904 マフラー用ワイヤー \200 B06401 SJA2X6 F/H スクリュー \200
+ P0218 ステッカーフラッグ＆フレーム \400 B0663 SG3X12 キャップスクリュー \150

B0664 SG3X16 キャップスクリュー \150
OTHER OPTIONAL PARTS B0665 SG2.6X12 キャップスクリュー \200
B0103 燃料フィルター L \850 B0670 SK3X3 セットスクリュー \150
B0104 燃料フィルター S \800 B0671 SK3X5 セットスクリュー \150
B0113 エアーフィルター (21 オンロード用) \700 B0672 SK3X12 セットスクリュー \150
B0115 燃料ポンプ　５００ｍｌ \1,000 B0673 SK3X8 セットスクリュー \150
B0203 クイックブースター \1,000 B0675 SK3X16 セットスクリュー \150
B0207 ポケットブースター \3,000 B0681 SK4X5 セットスクリュー \150
B0208 ポケットブースター用充電アダプター \1,000 B0682 SK4X8 セットスクリュー \150
B0209 ブースター充電器１００V用 \1,000 B0712 SN2.6 ナイロンナット \300
B0213 パワーパック１０００ 平型 フタバ \3,800 B0713 SN3 ナイロンナット \150
B0214 パワーパック１０００ 平型 サンワ \3,800 B0716 アルミフランジナット 4mm \400
B0220 プロスターターRII \12,000 B0730 SiG3X8 B/H スクリュー \200
B0233 バッテリーコードRⅡ/BⅡ \700 B0731 SiG3X10 B/H スクリュー \200
B0301 ロックファームリキッド \1,000 B0732 SiG3X12 B/H スクリュー \200
B0303 メンテナンスオイル \500 B0733 SiG3X14 B/H スクリュー \200
B0310 スーパーシリコン #100 \500 B0734 SiG3X16 B/H スクリュー \200
B0311 スーパーシリコン #150 \500 B0735 SiG3X18 B/H スクリュー \200
B0312 スーパーシリコン #200 \500 B0736 SiG3X6 B/H スクリュー \200
B0313 スーパーシリコン #250 \500 B0740 SJG3X8 F/H キャップスクリュー \200
B0314 スーパーシリコン #300 \500 B0741 SJG3X10 F/H キャップスクリュー \200
B0315 スーパーシリコン #350 \500 B0742 SJG3X6 F/H キャップスクリュー \200
B0316 スーパーシリコン #400 \500 B0746 SJG4X8 F/H キャップスクリュー \200
B0317 デフ用シリコン #10000 \600 + B0730T SiG3X8 B/H チタンスクリュー \340
B0318 デフ用シリコン #30000 \600 + B0731T SiG3X10 B/H チタンスクリュー \360
B0319 デフ用シリコン #50000 \600 + B0732T SiG3X12 B/H チタンスクリュー \390
B0320 デフ用シリコン #100000 \800 + B0733T SiG3X14 B/H チタンスクリュー \440
B0321 デフ用シリコン #3000 \600 + B0734T SiG3X16 B/H チタンスクリュー \460
B0322 デフ用シリコン #5000 \600 + B0735T SiG3X18 B/H チタンスクリュー \490
B0323 デフ用シリコン #7000 \600 + B0736T SiG3X6 B/H チタンスクリュー \320
B0324 デフ用シリコン #1000 \600 + B0740T SJG3X8 F/H チタンスクリュー \320
B0325 スーパーシリコン #500 \600 + B0741T SJG3X10 F/H チタンスクリュー \330
B0326 スーパーシリコン #600 \600 + B0742T SJG3X6 F/H チタンスクリュー \310
B0327 スーパーシリコン #700 \600 + B0746T SJG4X8 F/H チタンスクリュー \360
B0328 スーパーシリコン #800 \600 MSRF30 ムゲンセイキレーシングフュ－エル30 \5,800
B0329 エアーフィルターオイル \800 （ニトロ30％1ガロン）
B0330 スーパージョイントグリス \600
B0332 スーパーシリコン #450 \600
B0333 スーパーシリコン #550 \600
B0334 デフ用シリコン #2000 \600
B0335 デフ用シリコン #4000 \600
B0406 両面テープ \200




