9月ＲＣ製品・ワンポイント情報①
22002 CCCC-02 アルミサーボマウント

9月14日
14日(火)発送

2,860円（税込
2,860円（税込)
円（税込)

9月14日
14日(火)発送

220円（税込
220円（税込)
円（税込)

9月28日
28日(火)発送

1,056円（税込
1,056円（税込)
円（税込)

9月28日
28日(火)発送

2,420円（税込
2,420円（税込)
円（税込)

9月28日
28日(火)発送

880円（税込
880円（税込)
円（税込)

○標準装備の樹脂製パーツ(F5)に換えて使用する、アルミ切削製サーボ
マウント。サーボの取り付け剛性を高めてハンドリングを向上させます。
○前後逆に装着すれば、サーボの搭載位置を2mmオフセットさせることも
可能。ダンパーマウントのメンバーとしても機能するため、シャーシ剛性も
高めます。
○質感と高級感ある仕上がりのガンメタルアルマイト処理を施しました。
適用製品： CC-02シャーシ

22008 3x6㎜
3x6㎜スチールフランジビス(5
スチールフランジビス(5本
(5本)
○RCカーで多く使われる3×6mm六角ビスとワッシャーを一体化。メンテナ
ンス時の作業効率を高めます。
○強度の高いスチール製、しかも六角ヘッドにより締め込み時に十分トルク
がかけられ、いっそう確実に固定できます。
適用製品： 汎用部品

22010 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S フルベアリングセット
○1280ベアリングの8ヶセット。ボールベアリングの装着はチューンナップ
の第1歩。駆動ロスを減らしてトップスピードを高めるだけでなく、走行時間
も伸ばします。
○ホイール軸受け部に標準装備されているプラベアリング(J10部品)に換
えて使用。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
※T3-01用370スポーツチューンモーターや370トルクチューンモーターを搭載する場合は、必
ずボールベアリングを使用してください。

22011 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S CVA ダンパーセット(4
ダンパーセット(4本
(4本)
○足まわりの性能アップに欠かせないオイルダンパー。タムテックギア用に
開発されたCVAオイルダンパーです。
○標準装備のフリクションダンパーに比べて、ショック吸収性に優れ、オフ
ロード走行時の安定性を高めます。さらに、別売のダンパーオイルの粘度
を変えてセッティングも楽しめます。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
※スプリングは付属しません。グラスホッパーミニ付属のスプリングまたは、｢22012 セッティン
グスプリングセット」と組合せて使用。

22012 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S セッティングスプリングセット
○ダンパーのセッティングに欠かせないスプリング。標準仕様のミディアム
に対して、ソフト(黒)、ハード(銀)の2種類の硬さのスプリングを用意しました。
○「22011 タムテックギアCVAオイルダンパーセット」と組み合わせて、路面
に合わせた幅広いセッティングができ、走行性能を高めます。
○ソフトとハードの2種類のスプリングを前後2本ずつセット
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

9月ＲＣ製品・ワンポイント情報②
22013 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S ホイールカラー(
ホイールカラー(ブルー)
ブルー)＆ボルトセット

9月28日
28日(火)発送

990円（税込
990円（税込)
円（税込)

○標準装備のホイール取り付けパーツに変えて使用します。
○鮮やかなブルーアルマイトのアルミ製カラーが足もとを引き締め、ホイールボルト
(キャップスクリュー)の荷重をしっかり受け止め、いっそう確実にホイールを取り付けら
れます。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

22014 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S アルミホイールハブ(
アルミホイールハブ(ブルー･
ブルー･2個)

9月28日
28日(火)発送

1,540円（税込
1,540円（税込)
円（税込)

○標準装備の樹脂製ホイールハブ(D2)に換えて使用します。高品質なアルミ切削製ホ
イールハブは剛性も高く、ホイールの取り付け精度を高め、回転ブレを抑えます。
○鮮やかなブルーアルマイトカラーはドレスアップパーツとしても効果的です。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

22017 ﾀﾑﾃｯｸｷﾞｱGB
ﾀﾑﾃｯｸｷﾞｱGBGB-01S 2.6x29mmｱﾙﾐﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙｼｬﾌﾄ
2.6x29mmｱﾙﾐﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙｼｬﾌﾄ(
ｱﾙﾐﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙｼｬﾌﾄ(ﾌﾞﾙｰ･6
ﾌﾞﾙｰ･6本)

9月28日
28日(火)発送

1,430円（税込
1,430円（税込)
円（税込)

○標準装備のスチール製ネジ部品(M23)に換えて使用。精度が高く軽量なアルミ製。
○左右が逆ネジのターンバックル仕様なので、アジャスターからシャフトを外すことなく、
中央の四角柱部分を回すことで長さの調整が可能。キャンバー角やトー角の調整がス
ピーディーに行えます。
○鮮やかなブルーアルマイトカラーはドレスアップ効果も十分です。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

22018 タムテックギア
タムテックギアGB
GBGB-01S SCフロントタイヤ
SCフロントタイヤ
22019 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S SCリヤタイヤ
SCリヤタイヤ

9月28日
28日(火)発送
9月28日
28日(火)発送

1,100円（税込
1,100円（税込)
円（税込)
1,210円（税込
1,210円（税込)
円（税込)

○マイクロピン形状が特徴的な、ソフトコンパウンドを使用したハイグ
リップタイヤです。
○硬く締まったオフロードやカーペット路面で威力を発揮。ソフトコン
パウンドの採用とインナースポンジを内蔵して走る場所を選びません。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
▲ 22018

22020 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S バンパーセット

▲ 22019

9月28日
28日(火)発送

990円（税込
990円（税込)
円（税込)

9月28日
28日(火)発送
9月28日
28日(火)発送

770円（税込
770円（税込)
円（税込)
770円（税込
円（税込)
770
円（税込)

○車体のフロント部、サイド部を保護するバンパー部品です。往年の
1/10RCバギーに装着されていたフロントバンパーやサイドガードをモチー
フに、タムテックギア用にアレンジ。
○バンパーはフラットバー形状とアニマルバー形状の2種類を用意しまし
た。取り付け用ビスやアンテナパイプ(ブラック)もセット。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

22021 タムテックギア
タムテックギアGB
GBGB-01S 05ハードコートアルミピニオンギヤ
05ハードコートアルミピニオンギヤ(16T)
ハードコートアルミピニオンギヤ(16T)
22022 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S 05ハードコートアルミピニオンギヤ
05ハードコートアルミピニオンギヤ(18T)
ハードコートアルミピニオンギヤ(18T)
○05モジュールのアルミピニオンギヤ。標準装備の樹脂製ピニオンギヤに
換えて使います。
○高精度なアルミ製のため、駆動効率が向上。また、ハードコートを施した
高い耐久性も特徴です。さらに、イモネジを確実に固定できるのもポイント。
モーター交換などでパワーアップしたときには欠かせないパーツです。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

▲ 22021

▲ 22022

9月ＲＣ製品・ワンポイント情報③
51679 タムテックギア
タムテックギアGB
GBGB-01S フロントホイール(S
フロントホイール(Sタイプ
(Sタイプ)
タイプ)
51680 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S リヤホイール(S
リヤホイール(Sタイプ
(Sタイプ)
タイプ)

9月28日
28日(火)発送
9月28日
28日(火)発送

330円（税込
330円（税込)
円（税込)
330円（税込
円（税込)
330
円（税込)

○タムテックギア グラスホッパーミニに標準装備されるホイールです。
○メンテナンス用のスペアパーツとしてや、OPパーツのSCタイヤを装
着する際にも組み合わせて使用します。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
▲ 51679

51681 タムテックギア
タムテックギアGB
GBGB-01S フロントホイール(D
フロントホイール(Dタイプ
(Dタイプ)
タイプ)
51682 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S リヤホイール(D
リヤホイール(Dタイプ
(Dタイプ)
タイプ)

9月28日
28日(火)発送
9月28日
28日(火)発送

▲ 51680

330円（税込
330円（税込)
円（税込)
330円（税込
330円（税込)
円（税込)

○タムテックギアに使用可能なディッシュタイプのホイールです。
○メンテナンス用のスペアパーツとしてや、OPパーツのSCタイヤを装
着する際にも組み合わせて使用します。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
▲ 51681

51683 タムテックギア
タムテックギアGB
GBGB-01S フロントリブタイヤ
51684 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S リヤスパイクタイヤ

9月28日
28日(火)発送
9月28日
28日(火)発送

▲ 51682

330円（税込
330円（税込)
円（税込)
440円（税込
440円（税込)
円（税込)

○タムテックギア グラスホッパーミニに標準装備されるタイヤです。
○メンテナンス用のスペアパーツとして使用します。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
51683はT3-01シャーシ(ダンシングライダー等)のフロントに使用可能。
▲ 51683

51685 タムテックギアGB
タムテックギアGBGB-01S スペアギヤセット

9月28日
28日(火)発送

▲ 51684

440円（税込
440円（税込)
円（税込)

○GB-01Sシャーシ(タムテックギヤ グラスホッパーミニ)標準のギヤパーツセット。16T
ピニオン、19Tカウンターギヤ、64Tスパーギヤ、38Tデフケース、デフジョイント×2、
デフピニオン×6が含まれます。
○メンテナンス用のスペアパーツとして使用します。
適用製品： GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

56714 タムテックギア グラスホッパーミニ (GB(GB-01Sシャーシ
01Sシャーシ)
シャーシ)

9月28日
28日(火)発送

23,980 円（税込)
円（税込)

○A4サイズのコンパクトな車体に本格的なRCメカニズムを凝縮したタム
テックギアシリーズに「グラスホッパーミニ」が登場。
○シャーシは単三電池ボックス、ノーマルサ
イズサーボ仕様にリニューアルしたリヤ駆動
2WD「GB-01Sシャーシ」を採用。ギヤボックス
内にはベアリング、スリッパークラッチを標準
装備。

●全長266mm 、全幅181mm 、全高90mm ●
ホイールベース177mm ●駆動方式=横置き
モーターリヤドライブ ●デフギヤ=プラネタリー
タイプギヤデフ ●最小回転半径：35cm ●標
準連続走行時間：ノーマルモードで約60分、
パワーモードで約25分(単3形乾電池使用)

○付属のプロポはファインスペック
2.4G。受信機とESCが一体となった
コンパクトなTRE-01ユニットを装備。
オールインワンパッケージもコンパ
クトサイズにまとめました。

