
ＴＲＧ Ｆ１０３シャーシ パーツ対応表(2-1)
＊ＴＲＧシャーシを使用した、F103(F1)を完成させる為に必要なパーツのリストです。

TRG F103 ｼｬｰｼ TRG F103 ｶｰﾎﾞﾝ
部品名 各社 商品名 ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｾｯﾄ ﾒｲﾝｼｬｰｼ

(TR5024/TR5025) (TR-5002)

フロントサス タミヤ 50503(SP503) F-1 ﾌﾛﾝﾄｻｽｱｰﾑ(F103)
*1どちらか一つを選択 GT ○ ○

〃 53258(OP258) ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾘﾝｸﾀｲﾌﾟﾌﾛﾝﾄｻｽｾｯﾄ

アップライト タミヤ 50395(SP395) RD ﾌﾛﾝﾄｱｯﾌﾟﾗｲﾄｾｯﾄ
*1どれか一つを選択

〃 53259(OP259) ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾄﾚｰﾙ付ｱｯﾌﾟﾗｲﾄ *2 ○ ○

〃 カスタマーサービス
・F103用 4315014 ｱｯﾌﾟﾗｲﾄ+ｷﾝｸﾞﾋﾟﾝｾｯﾄ

サーボセイバー タミヤ 50204(SP204) ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｰﾎﾞｾｲﾊﾞｰ
*1どれか一つを選択

〃 50473(SP473) ﾊｲﾄﾙｸｻｰﾎﾞｾｲﾊﾞｰ
GT ○ ○

〃 51000(SP1000)ﾊｲﾄﾙｸｻｰﾎﾞｾｲﾊﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ)

* その他、他社製等お好みのものをご使用ください。

リンケージ タミヤ 53150(OP150) F-1 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾀｲﾛｯﾄﾞ(F103)
*1どれか一つを選択 GT ○ ○

* 42mm程度ターンバックルでお好みのものをご使用ください。

サーボマウント タミヤ SP1227 F103GT R部品(ｻｰﾎﾞｽﾃｰ）
*1どちらか一つを選択 GT △*3 ○

ＴＲＧ TR5010 ﾐﾆｻｰﾎﾞﾏｳﾝﾄ *ミニサーボ専用

Ｔバーブリッジ タミヤ 50655(SP655) F103 D部品 *4

*1どちらか一つを選択 GT ○
ＴＲＧ TR5007 Tﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞｾｯﾄ

バッテリーホルダー タミヤ 50655(SP655) F103 D部品 *4

*1どれか一つを選択

ＴＲＧ TR5005 ﾊﾞﾗｾﾙｾﾊﾟﾚｰﾄﾊﾞｯﾃﾘｰｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ *5 GT ○

ＴＲＧ TR5008 ﾊﾞﾗｾﾙｽﾄﾚｰﾄﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙﾀﾞｰｾｯﾄ *5

ボディマウント タミヤ 50655(SP655) F103 D部品 *4

*6 GT ○ ○
〃 53120(OP120) RD F-1ｱﾙﾐﾎﾞﾃﾞｨﾏｳﾝﾄ *7

フリクションパッド タミヤ 50655(SP655) F103 D部品 *4

*1どちらか一つを選択 GT ○ ○
〃 53149(OP149)F-1 ﾛｰﾌﾘｸｼｮﾝﾊﾟｯﾄﾞ(F103)

フリクション タミヤ 53148(OP148)F-1ｶｰﾎﾞﾝﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ(F103)
プレート GT ○ ○

*1どちらか一つを選択 〃 カスタマーサービス
*8 ・F103GT用 4315014 ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ

フリクション タミヤ 53247(OP247) ﾌｫｰﾐｭﾗ調整式ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾎﾟｽﾄ
ダンパーポスト

*1どちらか1setを選択 〃 カスタマーサービス GT ○ ○
・F103GT用 9805525 ﾎﾟｽﾄ + ﾎﾟｰﾙ + ﾅｯﾄ
・F103GT用 9808056 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

＊･･･TR5024はバラセルセパレート、TR5025はバラセルストレート仕様です。
GT ･･･ F103GTのパーツが流用出来ます。
＊1･･･複数の中から選択が可能です。一つを選択してください。
＊2･･･別途、OP119 RD ｽﾍﾟｼｬﾙｷﾝｸﾞﾋﾟﾝｾｯﾄ(¥200)が必要となります。
＊3･･･TR5024,5025にも付属の TRG TR5010ﾐﾆｻｰﾎﾞﾏｳﾝﾄは、サーボの厚みが15～16mm用です。
＊4･･･こちらは、Ｔバーブリッジ、バッテリーホルダー、ボディマウント、フリクションパッドのパーツ４点セットです。
＊5･･･TRG TR5005,5008 のどちらかを使用の場合は、Ｔバーブリッジは必要ありません。
＊6･･･フロントボディマウントはボディによってスペーサー等で高さ調整が必要です。
＊7･･･こちらの内容は、フロントのみです。リアボディマウントは含まれません。
＊8･･･モーターマウントへの取り付けに際し、高さを調整の為、3mm厚スペーサー2ヶが必要です。

次ページ(裏面)につづく
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ＴＲＧ Ｆ１０３シャーシ パーツ対応表(2-2)
＊ＴＲＧシャーシを使用した、F103(F1)を完成させる為に必要なパーツのリストです。

TRG F103 ｼｬｰｼ TRG F103 ｶｰﾎﾞﾝ
部品名 各社 商品名 ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｾｯﾄ ﾒｲﾝｼｬｰｼ

(TR5024/TR5025) (TR-5002)

ピッチダンパー タミヤ 53391(OP391)ﾌｫｰﾐｭﾗｽｰﾊﾟｰﾛｰﾌﾘｸｼｮﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ
*1どちらか一つを選択 GT ○ ○

*9 〃 OP901 TRFスペシャルダンパー(F103GT)

アッパープレート タミヤ 53147(OP147) F-1 ｶｰﾎﾞﾝｱｯﾊﾟｰﾃﾞｯｷ
*1どれか一つを選択

〃 カスタマーサービス
・F103GT用 4025043 FRPｱｯﾊﾟｰﾃﾞｯｷ GT ○
・F103GT用 4305371 ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾏｳﾝﾄ

ＴＲＧ TR5008 ﾊﾞﾗｾﾙｽﾄﾚｰﾄﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙﾀﾞｰｾｯﾄ

Ｔバー タミヤ 50505(SP505) F-1 Tﾊﾞｰ(F103)
*1どちらか一つを選択 GT ○ ○

〃 53169(OP169) F-1 ｿﾌﾄTﾊﾞｰｾｯﾄ(F103)

ギアケース タミヤ 51243(OP1243) F103GT ｷﾞｱｹｰｽｾｯﾄ *10 GT ○ ○

アクスルシャフト タミヤ 53116(OP116) RD 6mmｶｰﾎﾞﾝﾘﾔｰｼｬﾌﾄ
*1どれか一つを選択

〃 53396(OP396) RD 6mmﾁﾀﾝﾘﾔｼｬﾌﾄ GT ○ ○

〃 カスタマーサービス
・F103GT用 3485036 ﾘｱｽﾁｰﾙｼｬﾌﾄ

アクスルハブ タミヤ 50507(SP507) F-1 ﾃﾞﾌｼﾞｮｲﾝﾄ(F103) *11

*1どれか1setを選択

〃 53248(OP248) ﾌｫｰﾐｭﾗ軽量ﾃﾞﾌｼﾞｮｲﾝﾄ *11 ○ ○

ＴＲＧ TR5011 7075T6 ﾘｱｱｸｽﾙﾊﾌﾞ ﾚﾌﾄ
〃 TR5012 7075T6 ﾘｱｱｸｽﾙﾊﾌﾞ ﾗｲﾄ

デフハウジング タミヤ 50506(SP506) F-1 ｷﾞﾔｰｾｯﾄ
*1どちらか1つを選択 ○ ○

ＴＲＧ TR5009 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾌﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾｯﾄ

ボールデフ タミヤ 50388(SP388) RD ﾃﾞｨｽｸﾎﾞｰﾙｾｯﾄ ○ ○

スパーギア タミヤ 53900(OP900)04GPｽﾊﾟｰｷﾞｱ93/104T ○ ○

＊･･･TR5024はバラセルセパレート、TR5025はバラセルストレート仕様です。
GT ･･･ F103GTのパーツが流用出来ます。
＊1･･･複数の中から選択が可能です。一つを選択してください。
＊9･･･違いは、スプリング調整のネジの他に、OP901の方がスプリングが固い。
＊10･･これに加え、ﾀﾐﾔ OP902 F103GT アルミモーターマウント(車高調整式・ブルー)の使用をお勧めします。
＊11･･左側のデフジョイントの取り付けには、長さ16mmのスペーサーが必要です。（補修部品等）

TRG TR5011 は、一体タイプですのでスペーサーは必要ありません。

その他必要パーツとして．．．

ベアリング ： 850 x 4ヶ、 1060 x 2ヶ、 1280 x 3ヶ

ビス&ナット： M4ﾅｯﾄ x 1ヶ 他、各種ビス&ナット

フロント ： ＴＲＧ TR5016 Ｆ１フロントウイング ブラック

リアウイング ： ＴＲＧ TR5017 Ｆ１リアウイング ブラック

フロントホイール： ＴＲＧ TR5022 Ｆ１スポンジタイヤホイール フロント

リアホイール ： ＴＲＧ TR5023 Ｆ１スポンジタイヤホイール リア

タイヤ ： タミヤブチルタイヤ、カワダロングライフタイヤがF-1用として発売中

ボディ ： ＴＲＧ Ｆ１ボディ ＳＷ-０Ｎ(TR3001)，９４Ｔ(TR3002)，９４Ｗ(TR3003)好評発売中


