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M300GT2用パーツ①
RGC01

メインシャーシGT2用 ◆4,800

JAN/4946649037648

【適応】M300GT2

注文数

RGC02
サスプレートGT2用 ◆400

JAN/4946649037655

【適応】M300GT2

注文数

RGC03S
TバーGT2用　ｔ＝1.6mm ◆1,200

JAN/4946649037662

【適応】M300GT2

注文数

RGC04
アッパーブレースGT2用 ◆600

JAN/4946649037679

【適応】M300GT2

注文数

RGC05
ダンパーブレースGT2用 ◆800

JAN/4946649037686

【適応】M300GT2

注文数

RGC08
モーターマウントブレースGT2用 ◆600

JAN/4946649037693

【適応】M300GT2

注文数

RGT12a
アクスルシャフト　M300GT用 ◆550

JAN/4946649035576

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

注文数

RSR13
リヤボールピポットセット ◆700

JAN/4946649010849

【適応】M300GT、M300GT2、旧M300シリーズ（RSR～FX）

注文数

RGC15R
ピッチングスプリングGT2用　赤 ◆300

JAN/4946649037709

【適応】M300GT2

注文数

RGC17
ポストセットGT2用 ◆1, 000

JAN/4946649037716

【適応】M300GT2

注文数

RGT18
M300GT用リヤシャフトセット ◆1, 800

JAN/4946649031707

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK

注文数

RGT19B
左ハブ＆右ハブ用シャフト ◆900

JAN/4946649029841

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

注文数

RSZ30
デフリング ◆400

JAN/4946649006743

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R、ALCYON、SIGMA(2)、旧M300シリーズ（RSZ～RSW）

注文数

RGC76
キングピンGT2用 ◆500

JAN/4946649037723

【適応】M300GT2

注文数

RGC77
チューブダンパー ◆900

JAN/4946649037730

【適応】M300GT2

注文数

RSW19a
大径リヤハブ用プラパーツ ◆700

JAN/4946649017503

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R、旧M300シリーズ（RSZ～RSX）

注文数

RSD06
モーターマウントR ◆2,600

JAN/4946649033053

【適応】M300GT2、M300GT-LINK、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、M300FX3

注文数

RSD07
モーターマウントL ◆2,400

JAN/4946649033060

【適応】M300GT2、M300GT-LINK、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、M300FX3

注文数

キット標準
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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】M300GT2、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、旧M300シリーズ（RSR～FX3）

注文数

SV15
プラパーツ "L" SP用（ダンパーステー） ☆700

JAN/4946649010078

【適応】M300GT2、ALCYON SP、ALCYON GT

注文数

DN902F
テフロンコート・ダンパーシャフト：2個入 ★400

JAN/4946649016704

【適応】M300GT2、SIGMA(2)

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】M300GT2、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、SGMA(2)

注文数

DN907
シリコンO-リングﾞ φ3：10個入 ☆400

JAN/4946649004275

【適応】M300GT2、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、SGMA(2)

注文数

DN101
オイルシールセット：4個入 ☆360

JAN/4946649010047

【適応】M300GT2、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、SGMA(2)

注文数

RS17B
サス・スプリング（青）  K=240 ◆300

JAN/4946649035736

【適応】M300GT2、M300FX4

注文数

キット標準キット標準

KM9
プラパーツ Ａ（サスアーム） ☆1,000

JAN/4946649000925

【適応】M300GT2、旧M300（初代、88、EX）

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

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

RGC16
ダンパーエクステンション ◆200

JAN/4946649037754

【適応】M300GT2

注文数

NEW

NEW

今回より黒アルマイトに変更M300GT2で復活したパーツです。



オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

RSD42
プラパーツC（フロントショック） ◆800

JAN/4946649033121

【適応】M300GT2、M300GT-LINK、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、M300FX3～4

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500WGT-X、M500GT2R、F500(1)WS/NS、M300シリーズ（RSZ～FX4）

注文数

RGT52
プラパーツ "J" (ナックル＆リヤハブ）◆1,200

JAN/4946649021937

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

注文数

KD53
M500GT用プラパーツB2 ◆600

JAN/4946649030700

【適応】M300GT2、M500GT、M500GT2R、M500WGT-X

注文数

RGT73
プラパーツ "F" (モーターマウントL＆ポスト）◆1,000

JAN/4946649021999

【適応】M300GT2、M300GT

注文数
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M300GT2用パーツ②

AJ4301
ジョイントボール 座付きφ4.3：5個入 ☆400

JAN/4946649002806

【適応】汎用

注文数

RN40
4mm ナイロン・ロックナット：10個入 ☆400

JAN/4946649001731

【適応】汎用

注文数

RGT11B
アルミ・フロントハブ ◆900

JAN/4946649029827

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R　

注文数

RSW30
大径デフリング：2個入 ◆500

JAN/4946649017510

【適応】M300GT2、M500WGT-X、F500(1)WS/NS、M300FX4

注文数

オプション

RGT18C
カーボンシャフトM300GT用 ◆3,200

JAN/4946649031714

【適応】M300GT2、M300GT、旧M300シリーズ（RSZ～RSX）

注文数

BIF46
Rスペック・ボールベアリング　F1/4"×3/8"：2個入 ★900

JAN/4946649033961

【適応】汎用

注文数

BBR58
Rスペック・ボールベアリング　5×8：2個入 ★600

JAN/4946649033848

【適応】汎用

注文数

RGT70
ウレタンバンパーM300GT用 ◆500

JAN/4946649027717

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK

注文数

KD77
HGチューブダンパー：2本入 ◆2,000

JAN/4946649032537

【適応】M300GT2、M500WGT-X、F500(1)WS/NS、M300FX4

注文数

RGT78
クランプ式レフトハブM300GT用 ◆1,300

JAN/4946649029674

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

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

AJ4312S
モリブデン入ロッド･アジャスターφ4.3　L=12：8個入 ★300

JAN/4946649015134

【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

R30T42
ターンバックルロッド・M3　L=42：4本入 ☆600

JAN/4946649037389

【適応】汎用

注文数

SK2
デフボール　1/8インチ：12個入 ☆200

JAN/4946649002219

【適応】汎用

注文数

BBR610
Rスペック・ボールベアリング　6×10：2個入 ★500

JAN/4946649033886

【適応】汎用

注文数

S64100R
スーパータフ・スパーギヤ（内径φ10） 64Ｐ 100Ｔ ★400

JAN/4946649015691

【適応】汎用

注文数

RX45
キャッチピン：10個入 ☆100

JAN/4946649002028

【適応】汎用

注文数
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オプション

オプション

RS17R
サス・スプリング（赤）  K=180 ◆300

JAN/4946649035712

【適応】M300GT2、M300FX4

RS17O
サス・スプリング（橙）  K=200 ◆300

JAN/4946649035835

【適応】M300GT2、M300FX4

RS17Y
サス・スプリング（黄）  K=210 ◆300

JAN/4946649035729

【適応】M300GT2、M300FX4

オプション

オプション

RS17W
サス・スプリング（白）  K=270 ◆300

JAN/4946649036672

【適応】M300GT2、M300FX4

注文数

注文数

注文数

注文数

RS37
デフ調整用皿バネ（Ｓ）：4個入 ◆200

JAN/4946649006989

　　　　　　　　　　　　　　　　

注文数

RGT53
プラパーツ "K"（サススペーサー） ◆1,000

JAN/4946649021944

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R、M500WGT-X

注文数



オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

B81
φ6シャフト用インチスパー化カラー ★500

JAN/4946649033787

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

注文数

RS86B
アルミハブベース ◆1,700

JAN/4946649029865

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R

注文数
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M300GT2用パーツ③

RSB96
ベアリングホルダー9種類セット ◆1,500

JAN/4946649033770

【適応】M300GT2、M300GT、M300GT-LINK、M500GT、M500GT2R、M500WGT-X、F500(1)WS/NS

注文数

RSF95
フローティング・サーボマウント ◆2,000

JAN/4946649036269

【適応】M300GT2、M500WGT-X（最新ロット）、M300FX4

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

SCB32R
セラミック・ボール 1/8"：18個入 ◆2,000

JAN/4946649033343

【適応】汎用

注文数

TUM4020
ミニ用スリックタイヤKM20：4個入 ★2,400

JAN/4946649029742

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM4024
ミニ用スリックタイヤKM24：4個入 ★2,400

JAN/4946649027533

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM4028
ミニ用スリックタイヤKM28：4個入 ★2,400

JAN/4946649027540

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM4032
ミニ用スリックタイヤKM32：4個入 ★2,400

JAN/4946649027557

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM4036
ミニ用スリックタイヤKM36：4個入 ★2,400

JAN/4946649027564

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM43S
ミニ用タイヤ　カーペット用・ソフト：2個入 ★1,100

JAN/4946649030359

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM43M
ミニ用タイヤ　カーペット用・ミディアム：2個入 ★1,100

JAN/4946649030366

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM04W
標準インナースポンジ・ワイド：4個入 ☆250

JAN/4946649029360

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM42W
インナースポンジ・ワイド7.5mm：4個入 ☆250

JAN/4946649029773

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM25
ミニ用　ディッシュホイール：2個入 ☆500

JAN/4946649004855

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数
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TUM26
ミニ用　8メッシュホイール：2個入 ☆500

JAN/4946649004862

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM26C
ミニ用8メッシュホイール・クロームメッキ：2個入 ☆650

JAN/4946649028127

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM27
ミニ用　VXホイール・白：2個入 ☆500

JAN/4946649021838

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

TUM27K
ミニ用　VXホイール・黒：2個入 ☆500

JAN/4946649025690

【適応】M300GT2、M300GT、ミニシャーシ

注文数

RGB61L
CALSONIC IMPUL Z　軽量 ◆3,400

JAN/4946649025539

【適応】M300GT2、M300GT

注文数

RGT63L
Ｆボディー　軽量 ◆3,000

JAN/4946649025553

【適応】M300GT2、M300GT

注文数

RGB64L
XANAVI NISMO GT-R　軽量 ◆3,400

JAN/4946649025560

【適応】M300GT2、M300GT

注文数

RGB90
GTウイング　プラステー付 ◆900

JAN/4946649030298

【適応】M300GT用ボディー各種

注文数

RGB90a
GTウイング：2枚入 ◆700

JAN/4946649030304

【適応】M300GT用ボディー各種

注文数

※ウイングは別売です。

※ウイングは別売です。

※ウイングは別売です。

ミニサーボ搭載時に使用します。

M300GT2に使用するタイヤについて

M300GT2は、基本的に前後同じ硬度・コンパウンドでバランスよく走ります。
もしも前後同じ硬度・コンパウンドでハンドリングがクイックに感じる場合は、フロント
タイヤの硬度をワンランク硬い物にしてみてください。（前後で硬度差をつける）
タイヤは、当社製ミニ用タイヤ（品番：TUM4020、TUM4024、TUM4028、TUM4032、
TUM4036、TUM4040、TUM43M、TUM43S）がグリップ性能、コントロール性能が良く、
またタイヤの持ちも良く（ロングライフ）お薦めです。
インナーは、『TUM42W インナースポンジ・ワイド7.5mm』が扱い易く、比較的どの路
面でも良く走りお薦めです。
ホイールは、当社製ミニ用ホイールの使用を推奨します。（TUM27、TUM27K、TUM26、
TUM26C、TUM25）　　各社のミニ用ホイールも取り付け可能ですが、内径が小さい
ホイールの場合、キングピンと干渉する恐れがありますので注意してください。




