
品　番 パーツ名 定価(税別）
K159 CAT  K2  1/10 4WD　電動レーシングバギーカーキット ¥78,000
U1544 キャップビス M3(8) ¥380
U1547 ナット M3(20) ¥380
U1548 ワッシャー M3 ¥380
U1551 Eクリップ 2×8(8) ¥380
U1552 Rクリップ(10) ¥380
U1633 スモールピン ¥380
U1960 Ｏリングセット ¥380
U2128 イモネジ M3 M4 M5(15) ¥380
U2356 サラビス M3×16-30(10) ¥380
U2495 ボールベアリング　フランジ5x9x3 (2) ¥800
U2698 ボールベアリング　5x10x4 (2) ¥750
U2699 ボールベアリング　10x15x4(2) ¥750
U2760 ボタンビス M3X 4～20(14) ¥380
U2761 デフシム　10×12(8) ¥580
U3022 サラビス M3×8(10) ¥380
U3023 サラビス M3×10(10) ¥380
U3024 サラビス M3×12-ボタンビス M3×10 ¥380
U3075 ボールベアリング 4x8x3mm(2) ¥750
U3131 アルミスペーサーセットM3×7 0.5・1・2mm(18) ¥1,100
U3136 ボールベアリング　5x8x2.5 (2) ¥750
U3137 ショックマウントポスト ¥1,000
U3300 フロントステアリングハブ ¥1,600
U3305 ハブピン 12mm ¥1,000
U3311 アクスルスペーサー（２） ¥560
U3351 8３T スパーギヤ ¥1,200
U3361 ロールピンセット 2x3/8+4x1/2(6) ¥560
U3364 スリッパーパッド ¥1,000
U3407 フロントロアアーム ¥1,600
U3572 イモネジ M3×14(4) ¥380
U3583 キャップビス M4×12(8) ¥380
U3599 ドライブシャフトセット（フロント） ¥4,150
U3667 ダンパーシールブッシュセット(2) ¥750
U3668 ダンパーシャフト　ミディアム(2) ¥1,960
U3669 ダンパーシャフト　ロング(2) ¥1,960
U3708 クイッククリップ2.4mm(4) ¥600
U3719 フロントロアサスアームピン 45mm(2) ¥1,100
U3729 サスペンションパイロットスペーサー(4) ¥600
U3770 ダンパーピストン　3ホール(2) ¥840
U3850 ウイングマウントセット ¥1,500
U3871 ボールベアリング　5x9x3 ¥750
U3937 ショックマウントカラー(4) ¥750
U3938 ナイロンワッシャー2mm(10) ¥380
U4036 リヤハブ(2) ¥1,580
U4055 リヤロアアーム(2) ¥1,500
U4110 ダンパーＯリング(8) ¥380
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品　番 パーツ名 定価(税別）
U4124 シム 5×7×0.4(6) ¥380
U4138 カーボンリンクマウントリヤ 38mm ¥1,400
U4142 バンバー・デフカバー ¥1,600
U4146 フロントトランスミッションブレース ¥560
U4155 アルミワッシャーM3(10) ¥380
U4157 ボタンビス M3 x 25(4) ¥380
U4174 ギヤデフ ¥4,700
U4175 デフプーリー ¥1,100
U4176 デフギヤセット ¥1,880
U4177 ギヤデフパーツ ¥750
U4178 ギヤデフカップ ¥1,100
U4195 ドライブシャフトセット（リヤ） ¥4,700
U4207 ベルトスペーサー ¥380
U4223 ターンバックルロッド　45mm ¥930
U4274 プロボールエンド　ショート(4) ¥750
U4298 ターンバックルロッド　35mm ¥600
U4299 ターンバックルロッド　52mm ¥930
U4314 アルミワッシャー(16) ¥850
U4365 リヤホイールブラック(2) ¥950
U4370 ダンパーキャップ(2) ¥1,300
U4371 アジャスティングナットブラック ¥1,120
U4388 リヤホイールハブ ¥1,500
U4451 ショックカラーOリング(4) ¥380
U4468 ベルトアジャスター ¥750
U4476 カーボンリヤダンパーステー ¥2,980
U4488 ドライブピン12mm ¥380
U4489 ナットガードリヤ ¥580
U4490 ダンパーシリンダー　ミディアム ¥2,400
U4491 ダンパーシリンダー　ロング ¥2,400
U4495 フロントホイールブラック(2) ¥1,000
U4497 ナットガードフロント ¥580
U4505 カーボンフロントダンパーステー ¥2,200
U4507 フロントホイールハブ ¥1,500
CR024 M4ホイールナット ¥470
U4650 ナイロンナット M3(10) ¥400
U4668 リヤダートカバー ¥1,200
U4669 レイシャフト ¥1,400
U4670 スリッパーカバー ¥1,400
U4671 ミッドスリッパープレート ¥1,200
U4672 スリッパーアルミカバープレート ¥1,200
U4673 スリッパースプリング ¥400
U4674 スリッパースプリングブッシュ ¥400
U4675 レイシャフトスペーサー ¥400
U4683 サスペンションブロックR ¥1,000
U4684 サスペンションブロックL ¥1,000
U4685 アンチスクワットスペーサー ¥1,000
U4686 リヤサスペンションストラップ ¥2,000
U4689 ステアリングパイロットショート ¥400
U4702 ショックシールハウジングV2(2) ¥1,000
U4705 アルミインナースリッパープレート ¥1,200
U4707 ショートボールエンドソケット　(8) ¥1,200
U4712 デフ用Oリング ¥450
U4735 サイドパッド ¥2,000
U4736 ボールスタッドワッシャー(8) ¥400
U4737 ボールジョイントショート(4) ¥1,000
U4738 ボールジョイントロング(4) ¥1,000
U4739 ボールジョイントウルトラロング(4) ¥1,000
U4741 サーボホーン ¥600
U4742 ステアリングマウント ¥1,650
U4743 ショートソケット・ボール(4) ¥1,000
U4744 ギヤカバー ¥1,650
U4745 フロントハブ ¥1,650
U4746 アルミシャシー ¥7,200
U4747 マウントレフト ¥3,200



品　番 パーツ名 定価(税別）
U4748 マウントライト ¥3,000
U4749 モータープレート ¥1,650
U4750 ロアトランスミッションハウジング　レフト ¥3,000
U4751 ロアトランスミッションハウジング　ライト ¥3,000
U4752 ロアトランスミッションハウジングロアフロントレフト ¥3,000
U4753 ロアトランスミッションハウジングロアフロントライト ¥3,000
U4754 リヤベルト4mm×166T ¥1,850
U4755 フロントベルト4mm×95T ¥1,850
U4756 プーリー20T ¥1,650
U4757 サイドギヤ25T ¥2,000
U4758 サイドギヤ35T ¥2,000
U4759 シャシーブレース ¥1,450
U4760 フロントパイロットピン(2) ¥1,250
U4761 フロントパイロットブロックスチール ¥1,250
U4762 アイドルシャフト ¥1,250
U4763 アイドルシャフトリテーナー ¥1,250
U4764 リポポスト ¥800
U4765 リポポストナット ¥400
U4766 カーボンフロントトップデッキ(2) ¥1,650
U4767 カーボンリヤトップデッキ ¥2,000
U4768 カーボンリポバッテリーストラップ(2) ¥1,650
U4769 トランスミッションハウジング　アッパー(4) ¥2,000
U4770 アイドルポスト ¥600
U4771 プーリーフランジ20T ¥1,650
U4773 アンテナホルダー ¥600
U4775 パイロットボール5.5mm(4) ¥800
U4778 リポストップ ¥600
U4781 デカール CAT K2 ¥450
U4783 リヤアウトピン(2) ¥1,450
U4798 フロントパイロットブロック
U5128 K2ボディセット （ウィンドマスク/デカール） ¥3,800
U5129 ウイング（クリヤー） ¥1,850
CR183 CORE RC ビッグボアスプリング　ミドル 4.0 (2) ¥1,200
CR185 CORE RC ビッグボアスプリング　ロング 2.0 (2) ¥1,200



品　番 パーツ名 定価(税別）
U1573 ターンバックルロッドチタン　53mm ¥2,150
U1905 ターンバックルロッドチタン　35mm ¥1,250
U2566 ターンバックルロッドチタン　45mm ¥2,150
U2988 ワッシャー M3パープル(10) ¥740
U3348 80T スパーギヤ ¥1,200
U3350 82T スパーギヤ ¥1,200
U3556 アルミパイロットブロック　フロント10 ¥2,900
U3597 ウィシュボーンフロント ¥1,600
U3605 アルミリヤハブ1° ¥5,450
U3611 アルミダンパースプリングカップ ¥1,980
U3670 ビッグショックピストン2ホール ¥850
U3671 ビッグショックピストン4ホール ¥850
U3672 ビッグショックピストン6ホール ¥850
U3770 ビッグショックラウンドピストン3ホール(2) ¥850
U3771 ビッグショックラウンドピストン5ホール(2) ¥850
U3782 ダイヤフラム　ハード(4) ¥560
U3790 ７6T スパーギヤ ¥1,200
U4054 リヤロアアームミディアム(2) ¥1,500
U4125 スモールショックラウンドピストン1.2mm ¥750
U4126 スモールショックラウンドピストン1.3mm ¥750
U4127 スモールショックラウンドピストン1.4mm ¥750
U4130 ベンチュリーショックキャップ ¥1,850
U4152 スモールボアショックフロント ¥8,200
U4153 スモールボアショックリヤ ¥8,200
U4158 アルミキャップビス M4×12(4) ¥380
U4169 カーボンリンクマウントリヤ33.5mm ¥1,400
U4170 カーボンリンクマウントリヤ42.5mm ¥1,400
U4209 バルブダンパーキャップ ¥2,000
U4226 ７1T スパーギヤ ¥1,200
U4285 オフロードショックOリングプロ(8) ¥1,120
U4366 リヤホイールホワイト(2) ¥950
U4492 ビッグボアショックV2ミドル ¥7,480
U4493 ビッグボアショックV2ロング ¥7,480
U4496 フロントホイールホワイト ¥1,000
U4616 アルミリヤトランスミッションハウジング　アッパーV2 ¥5,700
U4640 アルミリンクマウント リヤ ¥2,400
U4772 フロントロールバーセット(3) ¥2,000
U4774 リポポストナットアルミ(2) ¥1,450
U4776 ステアリングマウントアルミ ¥4,500
U4779 ショートリポストラップ ¥1,250
U4777 カーボンシャシー ¥10,000
U4780 リヤロールバーセット(3) ¥2,850
U4784 アルミフロントハブ 7.5 ¥5,100
U4785 フロントアルミトランスミッションハウジング　アッパー ¥5,100
U4786 アルミドライブシャフトセット（フロント） ¥5,100
U4789 フロントアジャスタブルブレーキシステム ¥6,200
U4790 FAB用フロントプーリー・ワンウェイベアリング ¥1,650
U4791 FAB用アイドルシャフト ¥1,650
U4792 FAB用リヤプーリー ¥2,000
U4793 FAB用フェンス ¥2,000
U4794 FAB用ワッシャー ¥400
U5130 ウイング（ホワイト） ¥2,000
U5131 ウイング（ブラック） ¥2,000
U5132 ウイング（カーボン調） ¥2,000
CR035 M4ホイールナットブルー(4) ¥1,400
CR036 M4ホイールナットパープル(4) ¥1,400
CR177 ビッグボアショックスプリングセット　ミディアム ¥4,700
CR178 ビッグボアショックスプリングセット　ロング ¥4,700
CR196 M4ホイールナットブラック(4) ¥1,400
CR280 チタンプロボールエンド　ショート ¥1,200
CR465 アルミオフセットサーボホーン23T ¥1,000
CR466 アルミオフセットサーボホーン25T ¥1,000

為替の変動などにより予告無く価格変更を行うことがございます
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