
リアピボットの組み立て

ピボットの基本設定は下記の通りです。

　＊ローピボット
　　　スポンジタイヤで低グリップ路面
　＊ハイピボット

　　　スポンジタイヤの高グリップ及びゴムタイヤ

　
　　＊ピボットパーツは完成後でも簡単に交換可能です。

ローピボットタイプ
　　＊使用パーツ袋No.F&H

ハイピボットタイプ
    ＊使用パーツ袋No.F&G

Ｍ２ｘ６皿ビス

Ｍ２ｘ６皿ビス
Ｍ３ｘ１２皿ビス Ｍ３ｘ１２皿ビス

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット 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

φ３ｘφ６ｘｔ１
　アルミスペーサー

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

φ３ｘφ６.５ｘｔ１
　樹脂スペーサー

Ｐ３Ｏリング

ピボットボール

ピボットシートＡ

ピボットシートＢ

Ｍ３ｘ１５皿ビス

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。



サイドバーの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｉ＆Ｊ

シャーシポストの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ａ＆Ｏ

アルミフランジカラー

Ｐ３Ｏリング

Ｐ３Ｏリング φ３ｘ６φｘｔ２.０
   　　樹脂スペーサー

φ４ｘφ６ｘｔ０.５
    樹脂スペーサー
　＊ｔ１.５サイドバーのとき

 ＊ｔ１.２サイドバーのとき 

０.５
０.２
０.１

サイドバー 
　　ｔ１.５

Ｍ３ナイロン
　　ロックナット

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ１２皿ビス

サイドバーの使用例：

　　　・ローピボットの場合、ｔ１.５サイドバー
　　　・ハイピボットの場合、ｔ１.２サイドバー

＊付属のｔ１.５の
   樹脂スペーサーと
　　　使い分けます。

＊図は、ローピボット仕様です。

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。

Ｍ３ｘ６皿ビス



モーターマウントの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｌ

リアアッパープレートの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｋ

＊スペーサー等の順番に気を付けてください。

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ６ナベビス

Ｍ３ｘ６ナベビス

アルミポスト Ｌ１２

φ３ｘ６φｘｔ１.０
   　アルミスペーサー

φ３ｘ６φ
　　ｘｔ１.０
   アルミ
　　スペーサー φ３ｘ６φｘｔ５

  樹脂スペーサー

ボディマウント

アルミ
　クランク
　　　ポスト

φ５ｘ８φ
   フランジベアリング

φ５ｘ８φ
   フランジベアリング

φ８ｘ１０φｘｔ１.４
   　アルミスペーサー

φ８ｘ１０φｘｔ０.５
   　アルミスペーサー

φ３ｘ６φｘｔ０.５
   　ステンスペーサー

Ｍ３ｘ５低頭ビス

Ｍ３ｘ６低頭ビス

Ｍ３ｘ１０低頭ビス

Ｍ３ｘ６ナベビス

Ｍ２.６ｘ６皿ビス

Ｍ３六角スペーサー Ｌ８

Ｍ３ｘ２０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

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

φ４.３エンドボール
　Ｍ２.６ナット

φ４.８エンドボール
　Ｍ３ナット

φ３ｘ６φｘｔ６.５
   　アルミスペーサー

Ｍ３ｘ１２低頭ビス

φ３ｘ６φｘｔ１.０
   　アルミスペーサー

φ４.３エンドボール
　Ｍ３ｘ４.５

Ｍ３ナット



リアアッパープレートの取り付け

　　＊使用パーツ袋No.Ｏ

Ｍ３ｘ６ナベビス

フロントサスアームの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｏ

＊サスアームは、ロア、アッパーとも共通です。

＊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
　・アッパー右：ゴールド
　・アッパー左：シルバー

　＊上記の仕様は、キャスター６゜設定です。
　　アッパーのゴールドとシルバーを入れ替えることにより、
　　キャスター角３゜となります。

フロントサス
　アッパー　右

フロントサス
　アッパー　左

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

サスエンド／シルバー

サスエンド／ゴールド

Ｍ３ｘ８皿ビス

Ｍ３ｘ８皿ビス

アルミポスト Ｌ１６

Ｍ３ナット

Ｍ３ｘ８低頭ビス

Ｍ３ナット

アルミポスト Ｌ１９

Ｍ３ｘ１０
　　ナベビス

φ３ｘ９φｘｔ１
  アルミスペーサー



サーボマウントの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｎ

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と調整してください

* 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。



フロントサスの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｍ

Ｍ３ｘ６ナベビス

Ｍ３ｘ８シンヘッドビス
　　　　　　(六角穴)

アルミポスト Ｌ１６

アルミポスト Ｌ７.５

Ｍ３ｘ１５
　　ナベビス

φ３ｘ６φｘｔ１
  アルミスペーサー

Ｍ４ｘ８皿ビス

Ｍ４ｘ２０皿ビス

Ｍ３ｘ８ナベビス

Ｍ３ｘ２０皿ビス

アルミポスト Ｌ１６

Ｍ３ｘ８シンヘッドビス
　　　　　　(六角穴)

フロントサス
　アッパー　右

フロントサス
　アッパー　左

フロントサス
　ロア　左

フロントサス
　ロア　右

＊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
　前側二カ所のコネクト部分のポストの
　高さ調整が必要です。
　お手持ちのスペーサーで調整して下さい。



ロールダンパーの取り付け

　　＊使用パーツ袋No.Ｂ

Ｍ３ｘ６ナベビス

Ｏリング

Ｍ３ｘ８ナベビス

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

Ｍ３ｘ８ホーロービス

Ｍ３ｘ２０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

Ｍ３ｘ６皿ビス

＊Ｍ３ナットは、ゆるまないようにしっかり締めて下さい。

ピッチングダンパーの組み立て

　　＊使用パーツ袋No.Ｅ

スプリング
　ストッパー

Ｍ３
 ナット

アルミポスト
　　　 Ｌ１９

メガネキャップ 長

ボールキャップ 長

Ｍ３ｘ８
ホーロービス

φ３ｘ７φｘｔ１
  樹脂スペーサータミヤＴＲＦダンパー (Ｆ１０３ＧＴ)

アッパープレート側
モーターマウント側

＊ピッチングダンパーが、クランク等に干渉する場合は、スペーサー等で
　部分をマウント上げて調整して下さい。

＊ピッチングのボトム時とリバウンド時に各部に干渉しないように
ピッチングダンパーを調整して下さい。

＊ピッチングダンパーのスプリングは、出来るだけ柔らかいものをご使用下さい。

＊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。

その他
　　＊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の場合は、
　　　 オプションの専用バッテリートレイをご使用下さい。
　　 ＊バッテリーの積み下ろしは、リアアッパープレートの前側の左右どちらか一方のポストをはずして行って下さい。　
　　 ＊バッテリーの固定は、シャーシフロント側の細い部分にしっかりとグラステープで止めて下さい。　　　　　　　　　　　　　
　　 ＊等キットは、カーボン等通電性の高い素材を多用しています。ショート等充分にご注意して下さい。
　　 ＊マシンへのバッテリーの積みっぱなしは、大変危険です。保管時は、マシンから必ずバッテリーを降ろして下さい。

〒274-0807 千葉県船橋市咲が丘2-35-4
TEL:047-449-9022  FAX:047-449-8971
Mail: info@rc-trg.com



* スペーサーの替わりにＯリング(Ｐ３)を入れます。

* 左右のＯリングに掛かる圧が、同じようになるよう、
　調整して下さい。

サイドバー／リアＯリング仕様

＊図のように、キット標準でスペーサーを入れるところへ替わりにＰ３Ｏリングを
　入れることにより、よりリアのトラクションを得る事が出来ます。
　是非、お試し下さい。　



＊アッパープレート側の取り付け位置が、
　　　　　　　　　　　標準の位置の場合

＊アッパープレート側の取り付け位置が、
　　　　　標準の位置よりひとつ前の場合

ＨＰＩ サイクロン１２用ショックの取り付け

* 使用するスペーサーは、ダンパーケース、シャフト等を傷つけぬよう樹脂製を使用して下さい。
* スペーサーサイズは、あくまでも基準です。実際に取り付け、各部に干渉しないように、シム，
　スペーサー等で調整して下さい。

(ピッチングストッパー用)

(ピッチングストッパー用)

(リバウンドストッパー用)

* リバウンドストッパー用のダンパー内部の
　スペーサーは、セッティングに合わせて、
　任意に設定して下さい。



＊標準のＬ７.５アルミスペーサーをキット付属の
　Ｌ６.５アルミスペーサーへ替えます。

＊標準でフロントサスブロックとロアアームの
　間に入れている１mm厚アルミスペーサーを
　ロアアーム後端のＬ１６アルミポストの下に
　入れます。

ロアアームを下げてフロントの車高を上げる方法

＊ロアアームを１mm下げた場合、サーボマウントブロックの
　この部分にビスの頭が干渉する場合があります。
　その場合、サーボマウントブロックのビスの頭と干渉して
　いる部分を干渉しないように削る等加工して下さい。

＊フロントに小径タイヤを使用する等、フロントの車高を上げたい場合は、
　図のようにロアアームを下げ、車高を１mm上げることができます。


