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∈≡l AssemblylNSTRUCTlON

●メインシャーシーはジュラルミン4mm厚で前部分は湾曲になって　　●The4mmthickduraIurninmademainchassiswjthcurvedfrontwilJstandany
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ディスプレイ用．バンパー．ロールバー．スペアタイヤ．ホイル（別売）

●メインシャーシーはジュラルミン4mm厚で前部分は湾曲になって

いますので砂，石をのり越えて快適に走行します．

●ミッションはアルミダイキャストで組立渚です．ギヤは高級鉄製

を使用し，ギヤなめの心配はありません．

●衝撃，ジャンプ等に耐えられる様フロント部分は特に強化してあ
ります．

●FFの生命であるフロント回転部には上質なユニバーサルジョイ

ントと高級ベアリングを使っています．

●バギーの走行に必要な車高まで下げ重心を思いっきり下げて設計

されていますから横安定が抜群です．

リヤー駆動ではみられない性能を発揮します．

●フロントはダブルウイッシュボン．リヤーはセミトレーリングの

FFの理想の構造になっています．

●激突に耐えられる様丈夫な構造になっていますので，他の車より

多少重量がありますが，走行には関係なく爽快な走りで非常に操
縦しやすいバギーです．

●諸元

全　　　　　長・・”…・・・・・・”・・＝・・TO－TAL LENGTH・・”……‥・・・520mm

全　　　　　　幅・・””…・………・TOTAL WIDTH　…・・”………‥248mm

全　　　　　　局・…・・・・…・・”・・”TOTAL HEIGHT・・・…・・…‥”290mm

ホイルベース・””…・”・”・・…WHEEL BASE　…‥・…………305mm

トレッド（前）…………………TREAD（FRONT）・・…………・248mm

トレッド（後）…‥・・・……・・…・・TREAD（REAR）……”………215mm

R／C　装　置………”………R／C SYSTEM・・・2CH，2SERVO

使用可能エンジン……………ENGlNE………・・・・……・………‥…‥19－21

●The4mmthickdurarumin mademainchassiswithcurvedfrontwillstandany

StrOng Shock from driving on the sand or rough ground・

●Thetransmissionismadeofaluminumdie－CaSe，factoryassembbd・Hjgh

quarltylrOn gearS Wi”assure youof trouble free for many hoursdriving・

●Allthe parts used on the front of carare carefu＝y manufactured to stand

anyexpected strong shock orJUmPlng・

●The front driving section whichis the mostimportant section of F・F・tyPe

CarisequlPPed with high quality UniversaIJoint and beanngs．

●For stable and excellent driving F衿rformance of Buggy，the height of caris

lowered toits maximum，Whichisqu■te SOmething that you willnever

experience on rear driving system Buggy．

●Constructk）n Of our BuggyIS Strictly based on the actualF・F system car

for youridealdriving purpose．

●Becauseof specialmaterials used to stand any strong shock from clash，

Our BuggylS Slightly heavbr than other carl However，this wi”notaffect

the driving performa■℃e at alL Hope that you wi”enpy Buggydriving・

ルールを守って楽しいエンジン模型．く′

ラジコン飛行機・ポート・自動霊及び∪コン飛行機等を、飛行・走銃（走行）する増合
は、必ず下記■項を守り、他の人の迷動こならないように御注意下さい。

1．早綱からエンジン始動はやめて下さい。
2．機体・船体・霊体は完全に簑償して、安全を稽鱈して下さい。
3．エンジンには必ず、消書効果のある「マフラー」（消書器）をつけて下さい。

4．エンジン横型を楽しむ増合は、安全稚義貞の指示に従い、必ず助手をつけ、一人での飛行・
走飢（走行）をしないよう御注意下さい。

5．一般民家や櫨造物の上空、及び人の頭上の飛行はやめて下さい。

6．高圧遥1線の近くでは、ラジコン儀・Uコン機の飛行は危険ですから、やめて下さい。
7．同時飛行・走航（走行）の場合は必ず曽制■を決めて、その指示に従って楽しんで下さい。
8．他の人の飛行・走航（走行）をさまたげないよう卿注貴下さい。
9．飛行場所・走航（走行）増所は必ず、きれいに掃除をしてから州って下さい。
10．1から9までの事項を良く守り、他の人の迷惑や嘉故を起こさぬよう注意しましょう。
11．エンジン儀製を藁しむ方は必ず、ラジコン保険に加入して下さい。

㊤雲悪霊．霊烹禦慧烹莞吾
Il事エン′ン欄？工●r．

SPt7AL SANGYO CO．，LTD．
1－I6－1SotokanLla・Ch．YO（1a－ku．TokyoJAPAN Tel・25ト29I8



P－1

●車体を組立てる前に用意するもの

模　型　用　品

●19－21クラスRCエンジン及びプラグ・エンジン用マフラー

●プロポ／2CH・2サーボ

●プロポに必要な電池

●始動用電池

●ブースターコード

●燃料パイプ

●燃料ポンプ及びチョークポンプ

●燃料

●塗料（エンビ・アクリル・ポリウレタン系）

●接着剤／ゴム系（セメダイン・ハイコンタクトなど）・瞬間接着剤

●オイル又はグリス少量

工　　　　　　具

●ボックスレンジ

●ドライバー（プラス）小

●ラジオペンチ

●キリ又はドリル

●ヤ　ス　リ

●耐水ペーパー

●ハ　サ　ミ

搭載するエンジンについて

培載するエンジンは充分ブレークイン（ならし運転）をしたものを御

使用下さい・ブレークインはエンジンの説明書に従って行なって下
さい．

BEFORE ASSEMBLING YOUR BUGGY

PRERARE THE FOLLOWINGS

●R／C acoessories・・・・19－2l R／C engine and plug，engine muffLer・

●Radio……．2－Channel with2　servos

●Batteries for your radio

●Battery for englne Startlng

●Booster cord

●FuelPipe

●FuelPump and Choke Pump

●Fuel

●Paint（Vinylchloride，aCrylor polyurethan type）

●Adhesive agent

●Alittle amount of oilor grease

TOOLS TO PRERARE

●Box Wrench

●Screw－driver

●Radio Cutting Plier

●Gimlet or Boring machine

●File

●Water－PrOOf paper

●Scissors

ENGINE TO BEINSTALLED

Usefu”ybreak－ineng－ne・Break－in should beperformedin accordancewith

the manufacturer．slnstruction Manual．



●ボックスレンジ

●ドライバー（プラス）小

●ラジオペンチ

●キリ又はドリル

●ヤ　ス　リ

●耐水ペーパー

●ハ　サ　ミ

搭載するエンジンについて

搭載するエンジンは充分ブレークイン（ならし運転）をしたものを御

使用下さい．ブレークインはエンジンの説明書に従って行なって下

さい．

走行前の点検と注意

（D走行前に各部のネジのゆるみの点検を行なって下さい．

（∋各回転部分には給油をして下さい．

（∋送・受信機の電池類の容量を確認して下さい．

④送信機のスイッチを入れる前に他の人が送信機を使用していない

かよく確かめてからスイッチを入れる様にしましょう．

（9人家の多い所では走行させない様にしましょう．

セカンドサイレンサーをつけましょう．

スタートさせるには

（Dタンクに燃料を入れます．

（診エンジンのプラグにl．2V～l．5Vの電池をつなぎます．

③前輪を持ち上げシャーシーの裏側からスターターでフライホイル

を回し，始動させます．

●Box Wrench

●Screw－driver

●Radio Cutting Plier

●Gimlet or Boring rnachine

●File

●Water－PrOOf paper

●Soissors

ENGINE TO BEINSTALLED

Use fu”y break－in eng■ne・Break－in should be performedin accordance with

the manufacturer，slnstruction ManuaL

CHECKING OF YOUR CAR BEFORE DRIVING

a・Checkallthe screws and confirm that theyare secureLy fastened．

b・Applyoilto each rotatlng SeCtion．

C・Checkand see that the radio batteriesare fu”ycharged・

d・Before you turn on TX switch，COnfirm that thereis nointerferlng frequency

around you．

e．Do not drive your carin a residentialarea．

f．AIways try to use the second silencer．

BEFORE DRIVING

a．Fi”up your fueltank．

b．Connectl・2V－l・5V battery toenglne Plug・

GTo start up your englne，lift up the front wheels and turn the fly－Wheel

With englne Starter fromback skle ofchssis・



フ ロ ン ト舌6分 の．
l
立　　　　　　　　　　　　 Fro nI pclrI clSSe m b ly

√了ノ　ミッションに，ジョイントカップ，及びしクランクを取付ける．

図のクラッチベル・クラッチベル用スプリングは取付清です．

Mount theJoint Cup．and L－Crank on the trans－mlSSion．

（む　アッパーアーム・ナックルアームは左・右あります．注意して取付けて下

さい．

ナックルアームにピボットを取りつけます．（しっかりと）

Carefully note the upper arm，knuckle arm forleft and right use

When mountlng・雷nsta”the pivot firmly on knuckle arm．

④　フロントサスペンションを組立てます．ローアーム（JF－12）は左右同じで

す．

イ）アームガイド（JF－09）とフロントアームバーをシャーシーに取りつけ

る．

口）ローアーム（JF－12）をフロントアームバー（JF－17）に取りつける．（ロ

‾アームが動かなくなるまで〆付けないで下さい）

ハ）（JF－18C）をローアームの穴に通し，スプリングガイド（JF－18B），フ

ロントスプリング（JF－18A）を入れ．ストッパー（JF－19）で止める．

ニ）アーム用ガイドをローアーム，アッパーアーム（JF－11）に先にはめ，

アッパーアームを取りつける．

ホ）反対側も同じ様に組立てる．

②　サーボセーバーを組立てます．そしてミッションとバンパーをシャーシー

に取り付ける．

Assemble the servo saver and mount the trans一mission and bumper on

chassis．



さい．

ナックルアームにピボットを取りつけます．（しっかりと）

Carefully note the upper arm，knuckle arm forleft and right use

when mountlng・lnstaIl the p．vot firmly on knuckle arm・

④　フロントサスペンションを組立てます．ローアーム（Jト12）は左右同じで

す．

イ）アームガイド（JF－09）とフロントアームバーをシャーシーに取りつけ

る．

口）ローアーム（JF－12）をフロントアームバー（JF－17）に取りつける．（ロ

ーアームが動かなくなるまで〆付けないで下さい）

ハ）（JF－18C）をローアームの穴に通し，スプリングガイド（JF－18B），フ

ロントスプリング（JF－18A）を入れ，ストッパー（JF－19）で止める．

二）アーム用ガイドをローアーム．アッパーアーム（JF一日）に先にはめ，

アッパーアームを取りつける．

ホ）反対側も同じ様に組立てる．

Assemble the front suspension．Theleft and right Low Arms（JF－12）

are the same．

a．lnsta”the Arm Guide（JF－09）and Front Arm Bar on chassis．

b．lnsta”the Low Arm（JF－12）on Front Arm Bar（JF－17）．Do not

tightenlow arm too hard・

C．lnsert（JF－18C）into the hole onlow arm，Put the Spring Guide

（JF－18B）and Front Spring（JF－18A），then，fasten with Stopper

（JF－19）．

d．Put Arm Guide on Low Arm and Upper Arm（JF－11）before mount－

lng the Upper Arm・

e．Assemble the reverse sidein the same way．

ピポノト
PlVOT

＿㍉・さ

ビボント受をビポノトに

はめるI在に切りかすがれ

いかをたしかめ．噸くハ
ンマーでたたくと入りま

す．

BOIo杷・nSelhnglheI）1V机
IT岨kelt SUrelhat tlWlelS

rb rtうIuslj kH10rlIMVOt

holdt汀aldlkn hd11111嶋r

l）一VOt hddt汗l唱htly・

M4×75

（笹）霊了巽は



⑨　フロントにオイルダンパーを取り付ける．

イ）上・下のステーを取り付ける．

口）オイルダンパーを上のステーの穴に通し，図の様に取りつけます．

（M3×15のネジはダンパーが動く様に最后までネジをしめない様に．）

lnstal10ilDumper on the front・

a．lnstallupper andlower Stay・

b・lnsert OilDumperinto a hoIe on upper Stay and mount asillustrated・

（Tighten M3×15screws allowing dumper to make a slight movement・）

⑥　Eリングでピボット壁を止める前にフロントシャフト（JF－13）をナックルにはめ

ジョイントカップ（JF－03）に差してから止める．

lnsert Front Shaft（JF－13）into knuckIe andJoint Cup（JF－03）before

fastenlng PIVOt holder with E Ring・

クラッチの組立⊂luIch Assembly

80DY

高さを調節したい
場合は5mmナット
を入れる

タイロットボルト

TIE－ROD BOLT

3≠アダプター
ADAPTER



クラッチの組立CluIch Assembly

⑦　タイロッドを取り付ける．ボデー用キャッチはボデーの高さにあわせ調節　　⑧　フライホイルはガッチリ固定して下さい．

する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発注）クラッチシューは回転方向に注意して下さい．

Mount the tie－rOd．Adjust body catch to the height of car body．　　　　　　　　Mount fly wheelfirmly．

（NOTE‥Carefu”y observe a rotating direction of clutch shoe．）

エンジンの搭載InsIc．HqIion ofengine

⑨　ブレーキにコルクを接着し，シャーシー

に取り付け，エンジンを搭載する．

注）フライホイル側とクラッチベル側の

中心を調整して，エンジンをしっかり

と固定する．

Glue a cork on brake，mOuntit on the

Chassis and theninstallyour englne．

（NOTE：Adjust the centre of flywheeland

Clutch bellside and place your englne

firmlyln Pla（）e．



P－4

リヤー部分の組立　　　　　　　　　　　　Rec．r pqrIQSSembly

⑲　リヤーブロックの置き方に注意し，リヤーアーム（JF－32）をリヤース

イングポール（JF－30）に通しリヤーアームがスムースに動く様に∪ボ

ルトで止める．

Oarefu”y place tk Rear Blocks．Put the Rear Arm（JF－32）thru

Rear Spring Pole（JF－30）and fastenwith U boltaIrowing smooth

movement of rear arm．

⑪　イ）リヤー用ステー（JF－38）をリヤーシャーシーに取り付ける．

口）ボールリンク（JF－05）をリヤーアームに付ける．

ハ）オイルダンパーのシャフトに3mmナットを入れてからスプリングワッシャ

－，スプリング受皿（JF－41）を通しボールリングにはめる．

二）ステ一に接続ボルト（JF－40）をつける．

ホ）オイルダンパーにリヤースプリング（Jト42）を通し接続ボルトに固定し，

最后に上のステー（JF－39）をつける．ボデー用ストッパー，リヤーバンパー

も図の様に取りつける．

a．Mount the Rear Stay（JF－38）on rear chassis．

b・Fasten the Ba”Ring（JF一応）with screw on rear arm．

C・PJace3mm nut on the shaft of OilDumper，then mountit on the BallRing

dlru the spring washer and Spring Holder（JF－41）・

d・Fasten Linkage Bolt（JF－40）on Stay with nut．

e・Put Rear Spring（JF－42）thru OilDumper and connectit firmly withlinkage

bolt・Lastly，fasten upper stay（JF－39）with bolt and nut．AIso，mOunt the

BodY Stopper and Rear BumDer aSi”ustrated．



リヤーシャーシー
REAR SHASSIS

○

⑲リヤーブロックの置き方に注意し，リヤーアーム（JF－32）をリヤース

イングポール（JF－30）に通しリヤーアームがスムースに動く様にUボ

ルトで止める．

CarefullyplacetheRearBlocks．PuttheRearArm（JF－32）thru

RearSpringPole（JF－30）andfastenwithUbolta”owingsmooth

movementofreararm．

口）ポールリンク（JF－05）をリヤーアームに付ける．

ハ）オイルダンパーのシャフトに3mmナットを入れてからスプリングワッシャ

一．スプリング受皿（JF－41）を通しポールリングにはめる．

二）ステ一に接続ボルト（JF－40）をつける．

ホ）オイルダンパーにリヤースプリング（JF－42）を通し接続ボルトに固定し，

最后に上のステー（JF－39）をつける．ボデー用ストッパー，リヤーバンパー

も図の様に取りつける．

a・Mount the Rear Stay（JF－38）on rear ohassis．

b・Fasten the BalL Ring（JF一彷）with screw on rear arm．

C・Place3mm nuton the shaftof OilDumper・then mountiton the Ba”Rlng

dlru the spring washer and Spring Holder（JF－41）．

d・Fasten Linkage Bolt（JF－40）on Stay with nut．

e・Put Rear Spring（JF－42）thru OjlDumperand connectit firmlywithlinkage

boLt・Lastly，fasten upper stay（JF－39）with bolt and nut．Also，mOunt the

Body Stopper and Rear Bumper asillustrated．

L、㊦　メインシャーシーとリヤーシャーシーをスペーサーではさみ．しっかり固　　　⑲　タイヤは文字側を外にし．ゴム系接着剤で接著します．タイヤとホイール

定する．

Put the main chassis and rear chassis between the spacer and fix firmly・

の接着がかわきましたらシャフトにはめて下さい．

注）●フロントシャフトにはコレット（JF－54）をはめ，しっかり固定して下

さい．（リヤーには不要です）

●ホイルの内側にザクリがある方はフロント用です．

lnstaJlthe tyres with a character faclng OutSide and glue．When an

adhesive on tyre and wheelis dried．putit on the shaft．

（NOTEFix the Co”et（JF－54）firmレinto front shaft．0011etis not

required on rear shaft．）



P－5

タイヤ，メカケースの取付及びリンケージ　Ins・。IotionofTyre，MechoCoseondLinkoge
liJ　メカケースは左・右あります．それぞれのカット

ラインにそって切り取りますが，サーボの大小で

多少カットラインが変りますので，あくまでも現

物にあわせて下さい．

注）※印は通常使われている寸法のものです．

There areIeft and right mecha cases・Cut out

each case abng the cuttlngline・However．itis

recommended that the cuttIng Shourd be made to

match the size of your servo．

（NOTE：※　shows a dimension whichis normally used．）

⑲　リンケージは基本的に図の様に行い

ますが，サーボの廻転方向が各社に

より異なる場合があります．又，ロ

ッドのまげ寸法は各現物に合せてい

ねいにリンケージして下さい．

ロッドアジャスター（JF－57）はステ

アリング角のストッパーにも関係し

ますので左右のステアリングの角度

が同じになる中心部分にリンケージ

して下さい．

沌　ボデーの切りぬきはカットラインに

そって不要部分を切り取り，切口は

なめらかにヤスリ又はサンドペーパ

ーで仕上げ，中性洗剤でよく脱脂し

ビニール系，アクリル系．エポキシ

系で塗装します．ライト類はあらか

じめ内側より塗装しておき．ボデー

の塗装が仕上ってから接着して下さ

し＼．



が同じになる中心部分にリンケージ

して下さい．

沌　ボデーの切りぬきはカットラインに

そって不要部分を切り取り，切口は

なめらかにヤスリ又はサンドペーパ

ーで仕上げ．中性洗剤でよく脱脂し

ビニール系，アクリル系，エポキシ

系で塗装します．ライト類はあらか

じめ内側より塗装しておき，ボデー

の塗装が仕上ってから接着して下さ

Ll．

Cut off unnecessary part of body

along the cuttlngline and smoothen

a section us■ng a file or sand－PaPer．

Remove allgreese using neutral

Cleaner and paint．（Use Acryl，Vinyl

Or Epoxy type paint・）

Paint transparent headIamps，StOP

lamps．etc・frominside and paste

them after palntlng Of your car bodY

js completed．



より楽しさをますためのオプション

P－6

OPTJONAL PARTS

ボデー：フォードランチエローGT
BODY：FORD RANCHERO－GT

●セカンドマフラーは必ず使用下さい．又，他のマフラー等をご使用の場合は

必ず75ホーン（10mで測定時）以下にして下さい．

ディスプレー用ロールバー，バンパー．スペアタイヤ．ホイルの価格は裏面

のリストに書いてあります．

ボデー：ベンツ450SLC
BODY：BENZ　450SLC

1，1

●リヤーシャーシーを裏がえしにしてリヤー部分を組み（シャーシースペーサ

ーを使わず），メインシャーシーと接続すると車高が低くなり，レーシングタ

イプとして舗装路面での走行が楽しめます．

Jf you want to drjve the Buggy as rac■ng tyPe Car On PaVed ground，turn

a rear chassis over，mOunt rear SeCtion without uslng a Chassis spacer and

then conne（）t With main chassis．



十・、十．→一十十十、

●セカンドマフラーは必ず使用下さい．又．他のマフラー等をご使用の場合は

必ず75ホーン（用mで測定暗）以下にして下さい．

ディスプレー用ロールバー．バンパー，スペアタイヤ．ホイルの価格は裏面

のリストに書いてあります．

丈夫なポリカポネート製ボデー

走行後の整備

●リヤーシャーシーを裏がえしにしてリヤー部分を組み（シャーシースペーサ

ーを使わず），メインシャーシーと接続すると車高が低くなり．レーシングタ

イプとして舗装路面での走行が楽しめます．

lf you want to drive the Buggy as raclng tyPe Car On PaVed ground．turn

a rear chassis over，mOunt rear SeCtion without usIng a Chassis spacer and

then connect with main chassis．

レースに必携（消費効果が高く，パワーアップ）チュンドパイプマフラー

①ボデーをはずし．砂・ドロなどをアルコール又はグロークリーナーできれいに落として下さい．

②　水分を取り，回転部分には一滴ずつ給油して下さい．

（卦　ネジのゆるみ，脱落を点検します．

④　次回の走行間かくが長い場合には送・受信機の電池をタルておきましょう．

⑤　整備後，長期保管の場合はシャーシーの下に台を置き，タイヤを浮かせて保管して下さい．

lNSPECTlON OF YOUR BUGGY AFTER DRlVING

（》　Take off the ptastic body and cleanit with alcohoL or gbw cLeaner・

②　Wipe the water off your Buggyand apply oilto allthe rotating sections・

③　Check and seeif thereis any missing orloosen screw・

④lfyoudonotexpect touseyourBuggyformanydays，remOVeallthebatteriesfromtransmitterand receiveL

⑤　When you store your Buggy for along time，Phceit on a stnad baving some space between the wheels and stand・



P－7

（補修パーツリスト）下記のパーツリストはキット内の数ではありません。補修用パーツの掛こ入っている数です。

部品名

メインシャーシー

MAINCHASSIS

ギヤミッション

GEAR仙SS10N

ジョイントカップ

JOINTCUP

サーボセーバー

SERVO

SJWER

ボールリンク

BALLRING

タイロッドボルト

TlトRODBOLT

クラッチベル

CLUTCH BELL

クラッチベル
スプリング

CLUTCH BELL
SPRING

アームガイド

ARMGUIDE

アッパーアーム
（右）

UPPERARM
（RIGHT）

アッ／トアーム
（左）

UPPER ARM
（LEFT）

ローアーム
ガイド付

LOW ARM
W汀HGU旧E

ナックルアーム
（ベアリング付）左・右

KNUCKLE ARM

WITH BEARING

ピボット受

PIVOTGUIDE

部品名 数

ブレー　キ

BRAKE

ブレーキコルク

BRAKECORKS

ブレーキ用
スプリング

BRAKESPRING

エンジンマウント
セット

ENGINEMOUNT

Lクランク

L・CRANK

Lクランク用

ブラケット

LCRANK

BRACKET

ンヤーン‾
スペーサー

CHASSISSPACER

リヤーシャーシ

REARCHASSIS

リヤースイング

ポール

R【ARSWING

POLE

リヤーアーム

ブロックセット

REARARM BLOCK
SET

リヤーアーム

REAR ARM

フ封レタンクベッド

F〕ELmNKB【D

リヤーシャフト

REARSHAFT

フロント用ステー
上（左右）

RONTSTⅣUPPER

（貼HT・LE叩

部品名
フロント用ボデー

ストッパー

FRONTBODY
STOPPER

リヤー用ボデー

ストッパー

REARBODY
STOPPER

タ　イ　ヤ

TYRES

ホ　イ　ル

WHEELS

ア　ン　テナ

ANTENNA

タ　ン　ク

FUELTANK

リヤーバンパー

R【ARBUMPER

レース用バンパー

RACINGBUMPER

ジープボデー

JEEP BODY

メカケース佑）

MECHACAS【

（RIGHT）

メカケース（左）

MECHA CASE
（LEF¶

コ　レ　ット

COLLET

排気管ゴム
【XHAUSTRUBBE

PIP【

サーボブラケット

SERVOBRACK【T



／’ツ／l‾ノ’‾▲I

（右）
UPPERARM

（RIGHT）

ローアーム
ガイド付

LOW ARM
W汀HGU旧E

ナックルアーム
（ベアリンク付）左・右

KNUCKLE ARM

WITH B【A剛NG

ピボット受

HVOTGuDE

ピボ　ット

円VOT

フロントシャフト
（ジョイント付）

FRONTSHAFT

（WJTHJOINT）

フロントアーム／ト

FRO苫工片RM

フロントスプリング
セット

FRONTSPRJNG

SET

リヤーアーム

ブロックセット

EARARM8LOCK
SET

リヤーアーム

REAR ARM

フエルタンクベッド

FUELllNKBED

リヤーシャフト

REARSHAFT

フロント用ステー
上（左右）

RONTSW UPPER

（貼HT・LEFT）

フロント用ステー
下（左右）

FRONTSl紺UNDER

（RIGHT・LEFT）

オイルダンパー

qLDUMPER

リヤー用ステー
（左・右）

RmR SW

リヤー用ステー
（上）

REAR S¶W
（UPPER）

接続ボ

メカケース（右）

MECHACASE

（RIGHT）

メカケース佐）

M【CHA CASE

（LEFT）

コ　レ　ット

COLLET

排気管ゴム
EXHAUSTRUB8【

PIPE

サーボブラケット

SERVOBRACKET

ロッドアジャスター

RODADJUSTER

（「＝　＿　■■■‾

2・。d◎ほ）

ステアリング

ロッドセット

STE【RINGROD
S【T

ネジセット

BOLrSET

1卵ロッド

1．5≠ROD

後使用があります

Jト
19

，雪 息 l．対ストッ／ト

l．5或STPPP【R
4 3 0 0

l

」ト
4 0

廊 グ 接続ボルト

JO胴TBOLT
2 10 0 　 一†・ ．＝・・・・ ・・・・．・主・ －●・′・－＿＝l下さい．

JF一

、．2 0

◎ フライホイル

FLY WHEEL
1 1，000 JF－

4 1
季 スプリング受皿

SPRINGGUIDE
2 2‾0 0 ト

5 2 5

鵡 診 マフラーセット

MUFFLERSET
l
Set

2，450

Jト
2 1

摩 冗 クラッチシュー　セット

CLUTCHSHOE

　SET

l
Set

6 0 0 JF－
4 2

㌔ リヤースプリング

REARSPRING
2 3 0 0 ト

5045
・あも雪

グラスフアイ／ト製
メインシャシー（アンダーガード付）
GLASCHASSIS

1 3，800●　喧塾

オ プ シ ョンパ ー ツ O P N A L　P A R T S ト
3 5 5

フォードランチェロGT
（ポリ加持－トデカール仰
BODY・FORD
RANCHEROtGT

1 6，000

JF－
10 05

♂ ジープ翔バンパー

JEEPBUMP【R
1 8 0 0 」ト

10 2i
圃 ベアリング

（16≠）
BEARING（1印）

2 2，200 ト
3 5 5

ベンツ450SLC
体り加持－トデカール付）
BODY・BENZ
450SLC

1 6，000

Jト
10 15

紳 掛 デスプレー用
ロールバー

ROLLBAR
l
Set

2，000 JF－
10 35

極 ） ベアリング
（2≠）

BEARING（2≠）
2 2，200 ト

0 7卓

日日 ランチェロ・ベンツ用
ボデー用ストッ／ト
ANCH【RO・8【NZ
80DYSTOPPER

l
Set

1，000

○　　ポリカボデー

○　チュンドパイプマフラー

000
’

71

　

1

★JF46ホイルは前使用 お求めの時は指定して

価格は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。
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