
Ｍ4ナット

Ｅリング(大)

Ｍ３ｘ１０
　ボタンビス

*ステアリングナックル
　             Ｒ

 *1 フロント
　    アクスル

Ｍ４ｘ２５
　　皿ビス

Ｍ３ｘ６皿ビス

アルミポスト
     Ｌ１２.５

Ｍ３ｘ６
ボタンビス Ｍ３ブッシュ

        (OF1003)

ＦＲＰ
  メインシャーシ
         (OF1001B)

Ｍ３ｘ１０皿ビス

Ｍ３ｘ６皿ビス

樹脂ポスト<黒>
 Ｌ１０ (TRG1145#)

ロープロサーボ

ボディマウント

アルミ
　モーターマウント Ｒ

　   サーボセイバーホーン
 ⑤        　　          (OF0006)

*締めすぎに注意してください。

エンドボール

Ｍ３ナット

Ｍ３ｘ１０
　フランジボタンビス

ＦＲＰ
  サーボマウント

Ｍ３ナット

フロントサス
   (TRG5066#)

＊ステアリングサーボは、ロープロ(取付ピッチ10mm)専用です。

＊サーボセイバーホーンは、各社用があります。
　確認のうえ取り付けてください。

＊ ステアリングナックルは左右(Ｌ／Ｒ)対称で組み立てます。
＊1   フロントアクスルは、取付向きによって、インラインか　
　　３mmトレールの選択が可能。(*図はインライン仕様)
＊2   Ｍ３ホーロービスを使用してキングピンに固定可能。
＊3  スペーサーを入れ替えることでフロント車高調可能。 

＊バッテリー搭載位置は、横積み３カ所、
　縦積み１カ所が選択可能です。
　
＊横積みの場合、その位置によって図のように
　L10樹脂製ストッパーポストを取り付け、
　グラステープやナイロンストラップ等を使用して
　確実に固定してください。

＊フロントタイヤの取り付けに付属のM4ナイロンロックナットを使用しますが、締めすぎに注意してください。
　フロントタイヤがスムーズに回転する程度に締め付けます。
＊フロントタイヤを取付の際、横方向のガタが大きい場合、
　調整用として付属のφ５ｘφ８厚み１mmの樹脂スペーサーを内側に入れてください。
　ホイールによってはステアリングを切ったときにホイールが干渉して走行を阻害する場合があります。
＊ボディ搭載時、ステアリングを切った状態でもリンケージやサーボホーンの動きに干渉しないようにしてください。
　走行を阻害する場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊推奨タイヤ　リア ：  Z EN／オメガ(Z9112#)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   フロント ：  ZE N／オメガ(Z9111#) 

Ｏリング

*3  φ３樹脂スペーサー
         ３mm厚／白

キングピン
 

*ステアリングナックル
　             Ｌ

*ステアリングナックル
　            Ｒ

Ｏリング
  

Ｏリング

エンドボール

＊ステアリングロッドは基本的に下図の寸法で組み立てますが、サーボによって
　多少位置が変わる為、長さを変えてトー角を調整してください。
　基本的にトー角０ﾟに設定します。

ロッドエンド
     (OF1004) ステアリングロッド  

　 (TRG1523#)

ロッドエンド
     (OF1004)

Ｍ３ｘ１０
　 ボタンビス

Ｍ３ｘ１５
　    皿ビス

Ｍ３ｘ８
　ボタンビス

Ｍ３ｘ８
  ボタンビス

Ｍ３ゴム
ブッシュナット

ブッシュ 

凸

*  

Ｍ４ｘ３０
　　皿ビス

＊メカプレート下に配線を配する場合は、
　メインシャーシからはみ出ないように注意してください。
　配線が路面等に接触し、ショートやノーコンの危険性があります。
　ストラップやテープを使用して配線を確実に固定してください。

ＦＲＰ
  メカプレート
        (OF1002B)

＊フロント側のゴムブッシュナットは、図のように
　ビスの先端が３.５～４mm以上出るように取り付けます。
＊リア側をゴムブッシュ仕様にした場合(*図はＢＳＳ仕様)、
　リアのゴムブッシュナットは、１～１.５mm位から始めて下さい。
＊ゴムブッシュナットは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。

メインシャーシ

メカプレート

Ｍ３ゴム
ブッシュナット

＊ウイングは別売りです。

①

③サンワ、ＫＯ
④フタバ

スプリング
  ／ゴールド

スプリング／シルバー
＊３つのスプリングを重ねます。
　 シルバーが一番外周です。
　＊この部分をグリスアップすることで
　　作動時の動きがスムーズになります。

*3  φ３樹脂スペーサー
         ４mm厚／黒

*2

キングピン
 

Ｅリング(大)

Ｅリング(小)

Ｅリング(小)

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ６
ボタンビス

Ｍ３ｘ８
ボタンビス

Ｍ３ｘ６
ボタンビス

Ｍ３ｘ６
ボタンビス

＊樹脂ポスト Ｍ３ｘ２４              
＊３or５点止めの場合取り付けます。

Ｍ３ｘ６
ボタンビス

アルミ 
   モーターマウント Ｌ

車高調整アダプタ

車高調整アダプタ

FRPフロントプレート

FRPリアプレート

ブッシュ 凸*

アルミ六角ポスト
　　　Ｍ３ｘ６.５

金属ポスト
Ｍ３ｘ８.５

ゴムスペーサー

＊Ｍ３ワッシャー
              (外径６mm)

OF-01

図はＢＳＳ仕様です。
　＊上下のブッシュの向きに注意してください。
　＊付属パーツでゴムブッシュ仕様も可能です。

Ｍ３ナット

Ｍ３ナイロン
　ロックナット



デフハウジング ＜Ｌ＞
                     (OF2001A)

デフハウジング ＜Ｓ＞
                    (OF2001A)

* スパーギアアダプター

スパーギア
*Ｏリング
   (OF2001B)

８x１２ベアリング

デフボール
     (OF2005C)

* デフリング
        (OF2005C)

８x１２ベアリング

*Ｏリング
      (OF2001B)

* デフリング
       (OF2005C)

図ようにアルミデフジョイントとアルミレフトハブを付属のＭ３x３ホーロービスを使用して
アクスルシャフトに固定する際、アクスルシャフトがスムーズに回転するよう横方向が
キツくなり抵抗にならないように注意してください。

＊ライドハイトアダプタは、基本は ” ０ “ です。車高、タイヤ径に合わせて変更してください。

図のようにボールデフを組み立てます。

　＊Ｏリングをデフハウジングの溝に合わせます。

　＊事前にＯリングにデフグリス等の高粘度のグリスを塗って置くことで
　　デフハウジングとデフリングを軽く固定する事が出来、組み立て作業や　
　　メンテナンスがしやすくなります。
　　組み上がったときにはみ出たグリスは拭き取ってください。
　＊粘度の低いグリスを使用すると逆に作業がしづらくなってしまいます。
　　ご注意ください。

　＊デフリングの向きに注意してください。
　　デフハウジングＬとＳのＤカット部分に確実に合わせてください。

　＊スパーギアカラーの内側には必ず潤滑グリスを塗ってご使用ください。　
　　スムーズなデフの作動の為に必要です。

＊この後の作業をしやすくするため、
図のように、アルミレフトハブに左タイヤ ( ホイール ) を
M4フランジナイロンロックナットを使用して固定します。

図のように、右タイヤ ( ホイール ) を取り付けます。

　＊パーツの取り付け順及び各の向きに注意して下さい。

　＊アルミデフジョイントのスラストベアリング内側が接する部分にはスムーズなデフ作動
　　及びデフジョイントの損傷防止の為、必ず潤滑グリスを塗ってください。

　＊スラストベアリングにはモリブデングリス等を添付してください。

　＊スムーズなデフの作動を阻害しないようにＭ４ナイロンロックナットを締め込む際には、
　　各パーツが偏らないよう慎重に行ってください。特にスラストベアリングとスプリング
　　ワッシャーの位置がずれないよう上を向けての作業をお勧めします。ご注意ください。

　　　　　　　＊Ｍ４フランジナイロンロックナットの締め付けには注意して下さい。
　　　　　　　　最初は締めすぎないように特に注意してください。破損の恐れがあります。
　　　　　　　　左右のタイヤを固定した状態でスパーギアが滑らない程度に調整します。
　　　　　　　　スパーギアが空回りせず、デフがスムーズに動くように
　　　　　　　　１／８～１／４回転以下でロックナットを回して調整してください。

アルミデフスペーサー
                      (OF2001E) スプリングワッシャー

                      (OF2001E)

スラストベアリング
                  (OF2001D)

① ②

③

④

デフボール (1/8inch)

アクスルシャフト
                  (TRG1501#)

アルミレフトハブ
               (TRG1502#)

アクスルスペーサー
                      (TRG1517#)

アルミデフジョイント
                     (TRG1503#)

ハイトアダプタ
         (TRG1525#)

ハイトアダプタ
           (TRG1525#)

φ６ベアリング

φ６ベアリング

Ｍ３x３
ホーロービス

Ｍ３x３
ホーロービス

デフボールが脱落しやすいので、下図のように上向きの状態で
スパーギアのデフボールが入る部分に事前に少量のデフグリスを
塗ったうえでデフボールを装着してください。
　＊外周の１２カ所に装着します。

Ｍ４フランジ
　ナイロンロックナット

Ｍ４フランジ
 ナイロン
  ロックナット

OF-01

固定輪
　( 内径φ５.０)

動輪
　( 内径φ５.１)

＊スラストベアリングの外輪は、内側用と外側用があります。
　内側用は内径の大きい方 (φ５.１) です。ご注意ください。



＊それぞれ単独でも組み合わせても使用出来ます。OF-01

ＴＲＧ (Technical Racing Gear)
〒274-0807 千葉県船橋市咲が丘 2-35-4
Tel : 090-7487-6691  Fax : 047-449-8971
mail : toiawase_trg@rc-trg.com

オプションパーツセット

＊取り付け可能なロープロサーボのサイズは、
　取り付け横ピッチ10mm、同縦ピッチ48.5～49.5mmです。

＊サーボを接続しなくても、ステフナー効果があります。

＊モーターマウントとメインシャーシの間に取り付けます。
　基本的に低グリップな状況下でグリップ感がアップします。

Ｍ３ナット

Ｍ３ブッシュ

Ｍ３ｘ１０
　フランジボタンビス

ＦＲＰ
  サーボサポート

ＦＲＰ
　フロントステフナー  

Ｍ３ｘ８
　皿キャップビス

Ｍ３ナット

ＦＲＰ
　ツイークプレート

Ｍ３ナット

Ｍ３ｘ６
　ホーロービス

Ｍ３ｘ６
　皿キャップビス

Ｍ３ナット

Ｍ３ｘ８
　皿キャップビス

アルミスペーサー
　　　　　１.０ｔ

Ｍ３ワッシャー

Ｍ３ナット
Ｍ３ｘ６
　ホーロービス

Ｍ３ｘ８
　皿キャップビス

Ｍ３ｘ６
　ボタンビス

＊ビス&ナットの取り付け位置変更でフロント部の硬さを調整できます。
　また、メインシャーシとの間にスペーサー等を挟むことでも特性が変わります。

＊メインシャーシとメカプレートの相対的なロール量が調整出来ます。
＊ツイーク用のM3x6ホーロービスを最初に取り付ける際は、先端が反対面から飛び出ないようにします。

ステアリングサーボ リアサポート
フロントステフナー Ｌ/Ｒ

ツイークプレート

フロントステフナー装着時

フロントステフナー未装着時

モーターマウントスペーサー

Ｍ３ｘ６
　皿キャップビス

Ｍ３ｘ６
 ボタンビス

樹脂ポスト<黒>
 　　　　Ｌ１０

Ｍ３ｘ１０
 皿キャップビス＊ＦＲＰフロントステフナー

　装着時は、使用しません。



リアウイング取り付け位置

＊標準取り付け位置

４点止め ( 標準 ) ５点止め ３点止め

固定バリエーション

ロングホイールベース ( 標準 ) 仕様の場合、
４点止め ( 標準 )、５点止め、３点止めが可能です。
止め方で走行特性が変わります。
　＊３or５点止めは、コース等の特性により強度的な
　　リスクがある場合があります。ご注意ください。

ショートホイールベース仕様は、４点止めのみです。

＊モーターマウントとメインシャーシの間に取り付けます。
　基本的に低グリップな状況下でグリップ感がアップします。
　
＊３or５点止めで樹脂ポストL24を使用する場合、ポストの上下どちらかに付属の１mm厚のアルミスペーサーを入れて高さを合わせてください。

モーターマウントスペーサー

＜ アルミモーターマウントについて ＞

＊図のようにFRPリアプレートの取り付けの向きと
　リアウイング取り付け穴位置でリアウイングの高さ調整が可能です。


