
このたびは、ＴＲＧ１１１コンバージョンキットをお買い上げ頂きありがとうございます。

このＴＲＧ１１１コンバージョンキットは、Ｆ１０３及びＦ１０４(Ｗ)からのコンバートパーツセットです。

＊アップデートコンバージョンは、ＴＲＧ１０９オーナー様対象です。基本的にＴＲＧ１０９との共通パーツは付属していません。

＊このキットには、別途下記のパーツが必要です。

・ベアリング各種 ( フロントアクスル用：850 x 4 ／ リアアクスル用：1060 x 2 )

* デフ用ベアリングは、タイプによりサイズ及び使用数が異なります。

・ステアリングリンケージパーツ

・サーボセイバー(*ロングタイプ推奨)

・フロントキングピンスプリング

・レフトハブ以外のリアアクスル&デフパーツ一式 (各社F103及びF104用)

・タイヤ&ホイール(F103用)

・フロント&リアウイング等

・ボディ

* その他： 動力用モーター、バッテリー、スピードコントローラー、ＲＣメカ等が走行には必要です。

ＴＲＧ１１１ 基本セッティングデータ

●フロントスプリング ： ・タミヤ ゴールド。

* より曲げたい時にはタミヤシルバーを選択します。

●キャンバー／キャスター： ・0.5゜／ 7゜からセットアップを始めると良いでしょう。

●ピッチングダンパー ： ・オイル#250

●ロールチューブ ： ・ダブル仕様の場合は#5,000番(レバー比 1対1)

： ・シングル仕様の場合は#15,000(コントロールタイヤ使用時)

： ・トラクション剤使用の場合は＃30,000を推奨します。

●サイドリンクの使い分け： ・新しいサイドリンクのロングタイプは非常に安定性に優れます。

グリップを得難いトラックではしなやかなリヤの追従性によって最大限の

リアグリップを得る事ができます。

・従来のショートタイプ(TRG109用)のバーにも利点があります。

TRG109はロング、ショートの2種類のバーを選択出来るメインシャーシを

採用しています。

細かなシケインの切り替えしの速さで、大きくラップタイムが短縮できる

ようなトラックではショートタイプのサイドバーを選択するべきでしょう。

そして、中速コーナーが連続するトラックでもショートタイプはアンダー

ステアーを誘発し難い為に非常に速く走る事が出来るでしょう。

・ロングタイプサイドバーのメリットは、その安定性を生かしてフロントに

よりグリップするタイヤを使用できる事です。

そのしなやかさは路面のギャップに対しても非常に有効です。

非常に大切なセッティングポイントです、是非適切なサイドバーを選択し

アドバンテージを得てください。

●タイヤ径／車高 ： ・フロント： 55mm ／ 4.5mm

・リア ： 56mm ／ 5.5m

< 注意!!> ＊このキットは、カーボン等通電性の高い素材を多用しています。ショート等には充分にご注意して下さい。

＊マシンへバッテリーを搭載したまま放置する事は大変危険です。保管時はマシンから必ずバッテリーを取り外して下さい。

〒274-0807 千葉県船橋市咲が丘2-35-4

Tel :047-449-9022 Fax: 047-449-8971

Email: mail@rc-trg.com ／ http://www.rc-trg.com/



T3カーボン
　メインシャーシ

T2カーボン
　フロントアッパープレート

T2カーボン
　リアアッパープレート

T3カーボン
　モーターマウント　
　　フロントプレート

＊ T3カーボン
　   モーターマウント　
　　　   バックプレート

＊ カーボン
　   アジャスタブル
　　   サーボマウント　
　

＊ リンクtype
     デュアルロールダンパー
                  ユニット

アジャスタブル
　フロントアップライト
　　　　　　　　　 Ｌ+Ｒ

ＱＴＥＱ
  リアアクスル
　　  レフトハブ

ＰＲＩＭＥ
  ピッチングダンパー

＊ Lowタイプ
　   センターピボット

＊ T3カーボン
　   ロアアーム
　　　   　 Ｌ+Ｒ

＊ 7075-T6
　   モーターマウント
　　　　　　   　Ｌ+Ｒ　
　

T2.4カーボン
　リアロアブレース

リンクtype
　フロントアッパー
        サスユニット

＊ 17S フロントサスブロック
　

＊ MCナイロン
　  ロアサスエンド　　　
　　　　       Ｌ+Ｒ　　

T1.2FRP
　ロングtypeサイドバー
　　　　  　　　　 Ｌ+Ｒ

TRG111 パーツ構成表

＊印のついたパーツは、アップデートコンバージョンキット(TRG111Z)には付属しません。    
  TRG109と共通パーツです。



① リアピボットの組み立て

＊使用パーツ袋No.A & B

Ｍ２ｘ６皿ビス

Ｍ３ｘ１２皿ビス

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

ローピボット
　　アダプター

φ３ｘφ６ｘｔ１
　アルミスペーサー

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

φ３ｘφ６.５ｘｔ１
　樹脂スペーサー

Ｐ３Ｏリング

φ５ピボットボール
　　　　Ｍ３ｘ１５

＊φ５ピボットボールの締め込み具合は、
　メインシャーシとリアブレースの下面が
　面位置になるようにします。
　位置が決まりましたら、ズレないように
　Ｍ３ナイロンロックナットで固定します。

カーボン
　メインシャーシ

カーボン
　リアロアブレース

② サイドバーの組み立て

アルミ
　フランジカラー

Ｐ３Ｏリング

φ３ｘφ６ｘｔ１.５
   樹脂スペーサー 黒

サイドバー 

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

Ｍ３ｘ１２皿ビス

＊使用パーツ袋No.C,D,E

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

φ４ｘφ８ｘｔ４.０
   樹脂スペーサー 黒

φ４ｘφ６.５ｘｔ０.５
        樹脂スペーサー 

φ５ピボットボールビス
　　　　　　Ｍ３ x １５

アルミフランジカラー

シリコンＰ３Ｏリング
＊

　 ＊ ローピボットビスの締め込みは、アルミフランジカラーと
　　　Ｐ３Ｏリングが接したところから、１／２回転締め込んだ
　　　ところが基準です。

　　　後は、アルミフランジカラーが回らぬよう、φ５ピボット
　　　ボールビスを固定してＭ３ロックナットを締め込みます。

＜ 左右ピボットボールビスの締め具合 ＞



付属のゴムチューブを長さ20mmにカットして使用します。
　　　
　＊φ７とφ９は、バッテリーのサイズ(幅)によって使い分けます。

アルミポスト Ｌ２６

ゴムチューブ

＊後ろの２ヶには、ポストとゴムチューブの間にグリス等を塗ると
　バッテリー取り外しがスムーズ行えます。

③ シャーシポストの組み立て

＊使用パーツ袋No.F & G

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ１０ナベビス

Ｍ３ｘ８ナベビス

アルミポスト Ｌ１２

φ３ｘφ６ｘｔ２.０
   　アルミスペーサー

Ｍ３ｘ６ナベビス

Ｍ３六角スペーサー
             Ｌ７.５

Ｍ３ｘ１８ナベビス

Ｍ３ナット

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

＊使用パーツ袋No.H,J,R

④ モーターマウントの組み立て

Ｍ３ｘ８皿ビス

レフトバルク

カーボン
　リアプレート

カーボン
　フロントプレート

モーターマウント

カーボン
　リアロアブレース



＊使用ビスのサイズ、スペーサー等の順番に注意してください。

φ３ｘφ６
　　ｘｔ１.０
   アルミ
　　スペーサー

φ３ｘφ６ｘｔ５
  樹脂スペーサー

ボディマウント
アルミ
　クランク
　　　ポスト

φ５ｘφ８
   フランジベアリング

φ５ｘφ８
   フランジベアリング

φ８ｘφ１０ｘｔ１.４
   　アルミスペーサー

φ８ｘφ１０ｘｔ０.５
   　アルミスペーサー

* φ３ｘφ６ｘｔ０.５
   　ステンスペーサー

Ｍ３ｘ５低頭ビス

Ｍ３ｘ６低頭ビス

Ｍ３ｘ１０低頭ビス

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

φ４.３エンドボール
　Ｍ２.６ナット

φ３ｘＬ７.０
   アルミ六角スペーサー

Ｍ３ナット

⑤ リアアッパープレートの組み立て

＊使用パーツ袋No.I,J,S

カーボン
クランクプレート

Ｍ３ｘ５低頭ビス

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

カーボン
　リアアッパープレート

φ２.６ｘφ５ｘｔ１.０
   　アルミスペーサー

＊組み立て後、カーボンクランクプレートが、ガタがなく
　スムーズに動くか確認してください。
　ステンレススペーサーで微調整ができます。
　動きがやや渋い場合は、取り外してください、

Ｍ３ｘ６ナベビス

⑥ リアアッパープレートの取り付け

＊使用パーツ袋No.F

＊仮組で後ろの 2カ所のみ固定します。

Ｍ３ｘ６低頭ビス



マウントブロック

M2.6x6皿ビス
M2.6x8皿ビス

M3x8皿ビス

M3ナット

サーボの厚み
　　２０～２１mm  

サーボの厚み
　　　　１９mm  

サーボの厚み
　　１５～１６mm  

カーボン
　サーボステー

ａ．＜サーボの厚み：２０mm場合＞
　　付属の両面テープかタミヤ等の厚手の両面テープをご使用ください
　　＜サーボの厚み：２１mm場合＞
　　薄手の両面テープをご使用ください
ｂ．＜サーボの厚み：１９mm場合＞
　　薄手の両面テープをご使用ください
ｃ．＜サーボの厚み：１５mm場合＞
　　付属の両面テープかタミヤ等の厚手の両面テープをご使用ください
　　＜サーボの厚み：１６mm場合＞
　　薄手の両面テープをご使用ください

ａ ｂ ｃ * サーボマウントブロックのカーボンサーボマウントプレートに取り付ける穴は
  オフセットされています。サーボのサイズに合わせてセットしてください。
  

標準タイプサーボの場合
　　　厚み：１９～２１mm

　* F103キット標準と同じようにサーボのメインシャーシ側のミミは、
　　切り取って使用します。

　* カーボンサーボステーを付属の両面テープ等で左右同じ位置に
　　なるようにサーボに固定してください。

* ミニサーボ搭載の場合のスペーサーは、付属していません。
　お手持ちのスペーサーをご利用して調整してください

* カーボンサーボマウントプレートを止める４点のビスを緩めることにより、
サーボを前後に移動することにより、アッカーマン調整が出来ます。
位置が決まりましたら、４点のビスを締め固定してください。

⑦ サーボマウントの組み立て

＊使用パーツ袋No.K

カーボン
　サーボマウント
　　　　　プレート



＊ロアサスアームは、左右共通です。

＊サスエンドの見分け方は、裏側のマーキングです。
　・ロア右：無印
　・ロア左：ホワイト

フロントサス
　ロア　左

フロントサス
　ロア　右

サスエンド
　　　／無印

サスエンド
　／ホワイト

Ｍ３ｘ８皿ビス

アルミフランジカラー

Ｍ３ナット

Ｍ３ｘ６低頭ビス

六角アルミポスト
 　　　　　　Ｌ７

Ｍ３ｘ８
　　ナベビス

⑧ フロントロアサスの組み立て

＊使用パーツ袋No.M & N

＊フロントサスは、
　タミヤＦ１０３用のノーマルタイプも
　取り付け可能です。

　ノーマルタイプを取り付けの際に、
　フロントアッパープレートを使用する場合は、
　フロントアッパープレートの前側２カ所の
　コネクト部分のポストの高さ調整が必要です。
　お手持ちのｔ３スペーサーで調整して下さい。

フロントサス
　ロア　右

フロントサス
　ロア　左

アルミポスト
　　　 Ｌ１６

アルミスペーサー
　φ３ｘφ６ｘｔ１.５

六角アルミポスト
 　　　　　　Ｌ７

樹脂スペーサー 黒
　φ３ｘφ６ｘｔ６

Ｍ３ｘ１８
　 ナベビス

アルミスペーサー
　φ３ｘφ６ｘｔ１

φ４.８エンドボール
　　　　　Ｍ３ナット

φ４.３エンドボール
　　　　　Ｍ３ｘ４.５

Ｍ３ｘ２０
　　　皿ビス

Ｍ４ｘ２０皿ビス

Ｍ４ｘ８皿ビス



⑨ フロントアッパープレートの取り付け

＊使用パーツ袋No.F

Ｍ３ｘ６ナベビス

＊バッテリーの積み降しは、左右センターポストのどちらか片方を外して行います。
＊付属のスポンジシートをカットし、アッパープレートの裏側に貼り、バッテリー
　搭載時の上下方向のガタを押さえます。
＊バッテリーは、グラステープ等でメインシャーシに確実に固定してください。
＊このキットは、ストレートパックタイプバッテリー仕様です。その他のタイプの
　バッテリーを搭載する場合は、オプションの専用トレイをご使用ください。

Ｍ３ｘ８ナベビス

＊センターポスト

フリクション
　ダンパーケース

フリクション
　ダンパーピストン

Ｍ３ｘ１０
　ホーロービス

＊フリクションダンパーは、２ヶ作ります。

ボールキャップ
　　　 短

ボールキャップ
　　　長

Ｍ３ｘ８
　　皿ビス

⑩ ロールダンパーの取り付け

＊使用パーツ袋No.Q

Ｍ３ｘ２０
 ホーロービス

メガネキャップ 
      長

メガネキャップ 
      長

＊フリクションダンパーに使用するグリスは、
　出来るだけ低粘度のものをご使用下さい。



⑪ フロントアップライトの組み立て

＊使用パーツ袋No.L

Ｍ２.６ｘ６皿ビス

＊カーボンステアリングナックルアームには、左右があります。
＊スチールステアリングブロックは、左右共通です。
　上下左右を入れ替えることにより、インライン／トレールと
　フロントアクスルの　上下位置の変更が出来ます。

＊付属のＭ３x３ホーロービスを使用してキングピンに固定出来ます。

カーボン
　ステアリングナックル
　　　　　　　アーム　Ｌ

テフロンスペーサー
　

テフロンスペーサー

スペーサー
　φ５xφ８xｔ１.０

カーボン
　ステアリングナックル
　　　　　　　アーム　Ｒ

スチール
　ステアリングブロック

＊フロントアップライト
　　　　トレール　Ｌ　

＊フロントアップライト
　　　　トレール　Ｒ　

＊フロントアップライト
　　　インライン　Ｌ　

＊フロントアップライト
　　　インライン　Ｒ　

＊テフロンスペーサーを入れ替えてフロントアップライトの
　高さ調整を行ってください。　

＊フロントホイールを取り付ける前に、
　付属のφ５xφ８xｔ１スペーサーを
　アクスルへ先に入れてください。

＊組み方でインライン仕様とトレール仕様が選択できます。

Ｍ２.６ｘ６皿ビス

カーボン
　ステアリングナックル
　　　　　　　アーム　Ｌ

スチール
　ステアリングブロック テフロンスペーサー

　φ３xφ７xｔ０.５

カーボン
　ステアリングナックル
　　　　　　　アーム　Ｒ

＊田宮純正と同じ高さです。＊小径タイヤが使用できます。

＊田宮純正とほぼ同じトレール量です。



⑫ フロントアッパーアームの取り付け

＊使用パーツ袋No.N & L

フロント
　アッパーロッド
　　　　前

＊フロントアップライト
　　　        Ｌ　

フロント
　アッパーロッド
　　　　後

フロントアッパーロッド　前 フロントアッパーロッド　後

ターンバックル Ｌ４４ ターンバックル Ｌ４７

φ４.８ボールエンド φ５.８ボールエンド
φ４.３ボールキャップ 長

テフロンスペーサー
           ｔ１.０

Ｗボールキングピン

⑬ ピッチングダンパーの取り付け

＊使用パーツ袋No.R

＊樹脂スペーサー　白
　　φ２xφ５xｔ１.０

＊リアアッパープレート
　　　　　　取り付け位置

＊ボールキャップとアルミポストは、付属のＭ３x１０のホーロービスで、　
　しっかりと固定してください。
＊図のように、ダンパー内部に付属のφ２スペーサーを入れることにより、　
　リバウンドを０に設定できます。　

＊リバウンド調整は、★の部分にスペーサーを入れ調整します。
　　例： リバウンド量＋１mmの場合は、１mm厚のスペーサーを入れます。

★

＊左右対称です。２組づつ作成してください。

φ４.３ボールキャップ
　　　メガネタイプ 短

アルミポスト Ｌ１９

φ４.８ボールエンド

＊右側も同じように取り付けてください。

テフロンスペーサー
           ｔ２.０


