
販売店様名 問屋様名

商品に関するお問い合わせは川田模型営業部まで！　TEL.0532-41-7771  FAX.0532-41-7772

F501WS/NS用パーツ①
KFB01
F501 用メインシャーシ ◆7,000

JAN/4946649036023

【適応】F501WS/NS

注文数

RSD10
サイドスプリングホルダー ◆500

JAN/4946649035774

【適応】M300FX4、F501WS/NS

注文数

KF11
F500 用サーボマウント ◆1,200

JAN/4946649034692

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD11Y
サイド・スプリング（黄）　ミディアム ◆320

JAN/4946649035750

【適応】M300FX4、F501WS/NS

注文数

KF12
F500 用フロントアクスル ◆400

JAN/4946649034708

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSC13
HEXピボットボール ◆1,200

JAN/4946649025461

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KD14
M500WGT 用バッテリーホルダーセット ◆1,600

JAN/4946649032339

【適応】M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF15
F500 用ポストセット ◆1,100

JAN/4946649034715

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KM17S
サススプリングＳ　φ0.45 ☆300

JAN/4946649000680

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF18
F500 用カーボンシャフト ◆3,400

JAN/4946649034722

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS、M300FX4US

注文数

KF18ｂ
デフ用タップナット：2個入 ◆250

JAN/4946649036368

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF19
F500 用右ハブセット ◆2,400

JAN/4946649034739

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF20
F500 用左ハブ ◆1,200

JAN/4946649034746

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF21
M2.5×6キャップビス：6個入 ◆200

JAN/4946649034791

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS、M300FX4US

注文数

KF02
F500 用ロアサスプレート（ワイド）◆2,000

JAN/4946649034623

【適応】F500WS、F501WS

注文数

KF102
F500 用ロアサスプレート（ナロー）◆1,800

JAN/4946649034814

【適応】F500NS、F501NS

注文数

KFB03
F501 用ロアブレース ◆3,000

JAN/4946649036030

【適応】F501WS/NS

注文数

KF04
F500 用アッパーブレース ◆1,000

JAN/4946649034647

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KFB05
F501 用ダンパーブレース ◆2,200

JAN/4946649036047

【適応】F501WS/NS

注文数

RSD06
モーターマウント・R ◆2,600

JAN/4946649033053

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD07
モーターマウント・L ◆2,400

JAN/4946649033060

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF08
F500 用モーターマウント・ブレース ◆1,400

JAN/4946649034661

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KFB09
F501 用ダンパーブリッジ ◆2,400

JAN/4946649036054

【適応】F501WS/NS

注文数

KF10
F500 用アッパーアーム（ワイド）◆1,600

JAN/4946649034685

【適応】F500WS、F501WS

注文数

KF110
F500 用アッパーアーム（ナロー）◆1,500

JAN/4946649034821

【適応】F500NS、F501NS

注文数
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KFB47
F501 用クランクステー ◆1,400

JAN/4946649036061

【適応】F501WS/NS

注文数

SY07
プラパーツ "B1"（ベアリングホルダー） ★800

JAN/4946649015998

【適応】SIGMA（2）、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSR10
プラパーツ "B"（ボールシート&フリクションプレート） ◆1,000

JAN/4946649010832

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

WSWSWS
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KD23
M500WGT 用バッテリーOリング：2個入 ◆260

JAN/4946649032377

【適応】M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数
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F501WS/NS用パーツ②

KF24
F500 用ボディーマウントセット ◆500

JAN/4946649034753

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS48
キングピン用シム ◆200

JAN/4946649003940

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF55
F500 用フロントバルクヘッド ◆1,200

JAN/4946649034777

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF74
F500 用アッパーアームシャフト ◆300

JAN/4946649034784

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KD77
HGチューブダンパー：2本入 ◆2,000

JAN/4946649032537

【適応】M300FX4、M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSC84H
プラパーツ J（ハード） ◆900

JAN/4946649034845

【適応】M300FX4、M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

AJ4804
ジョイントボールナットφ4.8：4個入 ☆400

JAN/4946649020213

【適応】汎用

注文数

AJ5810
ロッド･アジャスターφ5.8　L=10：10 個入 ☆400

JAN/4946649000062

【適応】汎用

注文数

AJT4810S
モリブデン入 ロッド･アジャスターφ4.8　L=10：8個入 ★300

JAN/4946649015141

【適応】汎用

注文数

AJT4815S
モリブデン入 ロッド･アジャスターφ4.8　L=15：8個入 ★300

JAN/4946649015158

【適応】汎用

注文数

R30T40
ターンバックル･ロッドM3　L=40：4本入☆400

JAN/4946649012270

【適応】汎用

注文数

DNB101
SPダンパー S ★1,600

JAN/4946649034807

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

DN907
シリコンO-リングﾞ φ3：10 個入 ☆400

JAN/4946649004275

【適応】汎用

注文数

DN906A
プラスチックパーツ　SPダンパー用：2セット入 ★600

JAN/4946649016285

【適応】DNB101

注文数

DN101
オイルシールセット：4個入 ☆360

JAN/4946649010047

【適応】DNB101

注文数

FO25
F103 用フロントホイール・ブラック ☆450

JAN/4946649019477

【適応】F500WS、F501WS

注文数

FO26
F103 用リヤホイール・ブラック ☆500

JAN/4946649019484

【適応】F500WS、F501WS

注文数

B29S
ダイレクトサーボセイバー ◆700

JAN/4946649016575

【適応】汎用

注文数

RSW30
大径デフリング ◆500

JAN/4946649017510

【適応】M300FX4、M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KD33
M500WGT 用デフコーン＆サラバネ ◆350

JAN/4946649032346

【適応】M500WGT-X、M300FX4、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS37
デフ調整用皿バネ（Ｓ）：4個入 ◆200

JAN/4946649006989

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD38
小ビスセット ◆300

JAN/4946649033190

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF40
プラパーツA（ロアサスエンド）◆1,600

JAN/4946649034760

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD42
プラパーツＣ（フロントショック） ◆800

JAN/4946649033121

【適応】M300FX4、M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD43
4.8 ボール付ターンバックル ◆500

JAN/4946649033138

【適応】M300FX4、M500WGT-X、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS44
サスアーム用ピポッドボール ◆500

JAN/4946649003902

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS45C
カーボン混入ナックルアーム ◆500

JAN/4946649005456

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数
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F501WS/NS用パーツ③
KF91
F500 用フロント・サススペーサー ◆1,000

JAN/4946649035101

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS17R
サス・スプリング（赤）　K=180 ◆300

JAN/4946649035712

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS17O
サス・スプリング（橙）　K=200 ◆300

JAN/4946649035835

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS17Y
サス・スプリング（黄）　K=210 ◆300

JAN/4946649035729

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS17B
サス・スプリング（青）　K=240 ◆300

JAN/4946649035736

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

AJ4804N
メッキ・ジョイントボールナット　φ4.8：4個入 ★500

JAN/4946649020190

【適応】汎用

注文数

SCB32
セラミック・ボール 1/8inch：8個入 ◆1,100

JAN/4946649021364

【適応】汎用

注文数

SK6F
タイヤセッターハブ F104&F103 用 ☆2,400

JAN/4946649024846

【適応】F103、F104用ホイール

注文数

KF80K
F1 用フロントウイング・ワイド　黒（170mm幅） ●800

JAN/4946649035149

【適応】各社F1用

注文数

KF80W
F1用フロントウイング・ワイド　白（170mm幅） ●800

JAN/4946649035156

【適応】各社F1用

注文数

KF81K
F1 用フロントウイング・ナロー　黒（130mm幅） ●800

JAN/4946649035163

【適応】各社F1用

注文数

KF81W
F1用フロントウイング・ナロー　白（130mm幅） ●800

JAN/4946649035170

【適応】各社F1用

注文数

KF85K
F1 用リヤウイング・3D　黒 ●1,000

JAN/4946649035187

【適応】各社F1用

注文数

KF85W
F1 用リヤウイング・3D　白 ●1,000

JAN/4946649035194

【適応】各社F1用

注文数

RS44B
サスボール　真鍮製：4個入 ◆500

JAN/4946649035514

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF91T
薄型サススペーサー・F500 用 ◆800

JAN/4946649035798

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KF92
フロント・ウイングホルダー ★550

JAN/4946649035279

【適応】F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSF34
ボールシートセット ◆950

JAN/4946649036337

【適応】M300FX4

注文数

RSF16
ビッグボアダンパーセット ◆3,400

JAN/4946649036184

【適応】M300FX4

注文数

RS76T
チタンコート・キングピン M300 用 ◆800

JAN/4946649023207

【適応】M300FX4、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RS96
ベアリングホルダー 2.25＆2.5 ◆2,000

JAN/4946649028912

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSB96
ベアリングホルダー 9種類セット◆1,500

JAN/4946649033770

【適応】M300FX3、M500WGT-X、M500GT2R、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

RSD11R
サイド・スプリング（赤） ソフト ◆320

JAN/4946649035743

【適応】M300FX4、F501WS/NS

注文数

RSD11B
サイド・スプリング（青） ハード ◆320

JAN/4946649035767

【適応】M300FX4、F501WS/NS

注文数

RSD11W
サイド・スプリング（白） S ハード ◆320

JAN/4946649035842

【適応】M300FX4、F501WS/NS

注文数

KM17
サススプリング　φ0.5 ☆300

JAN/4946649000666

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KM17MS
サス・スプリング（ミディアムソフト）☆300

JAN/4946649025171

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数

KM17SS
サススプリングSS　φ0.4 ☆300

JAN/4946649000697

【適応】1/12EPR、F500WS/NS、F501WS/NS

注文数
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