
レースの歓びと醍醐味をアナタに！ KYOSHOマイスターカップ開幕！
《北海道》●オーム模型・8/6・9/3 ●イルカサーキット・8/13・9/10　《新潟》●ホビーショップコクピット・8/20・9/10
《群馬》 ●アンデルセンＲＣパーク・8/13・9/10 ●サンホビー・9/24 ●ホビーザトミー下大島店・8/20・9/17

《千葉》●南千葉RCサーキット（岩崎模型・オガワ模型・ナルケホビー）・9/3　《石川》●チャンピオン金沢模型・9/10　《愛知》●トヨカワホビー・
8/6　《滋賀》●HERO・8/6・9/3　《大阪》●模型・ホビーの店 ぽけっと・9/10　《岡山》●フジモデル岡山店・8/20　《香川》●ホビーセンター
SPK・8/20　《長崎》●ホビーショップ ウェスタン・9/3　《佐賀》●童遊館・8/6・9/3　《大分》●RC SHOP STEP ONE（STEP ONE あじ
むMYサーキット）・8/20　《鹿児島》●LOFT-RC-サーキット・8/20　

全国各地で開催される予選をチームで勝ち抜き、日本一の座を目指す
KYOSHO CUP。優勝チームは、世界一を競う京商ワールドカップへご招
待。さぁアナタもピュアテンでレースに参戦しよう！

●8月20日（日）／東北ブロック／宮城県柴田郡スポーツランドＳＵＧＯ
●9月3日（日）／関西Ｂブロック／和歌山県和歌山市和歌山マリ－ナシティ－
※詳しくは当社ホームページまで

で日本一を目指そう！

その走り、まさに神の技。
熟成の驚異のシャシー。

1/10 EP 4WDツーリングカー

TF-5 《シャフトドライブ》　
No.30021　￥50,400（税込）

EPツーリングに新時代の夜明けがやって来た。シャフトとベルトそれぞれに用意した究極のピュアレーサー出現！

※詳しくは当社ホームページまで

その名はスタリオン。革命的ベルト4WDツーリング、出撃！
左右、前後、上下のねじりモーメントや応力、そして静・動両面での荷重にまで目を光らせた、究極のベルトドライブ4WDツーリン

グマシン誕生。幅広いセッティングパート、絶妙の姿勢制御を身につけて、世界の頂点を狙える速さを獲得。パワフルなモディファ

イドモーターを搭載しても、シャシーが勝るゆとりの設計が、ベルトならではの素直な操縦性を維持。あの足立伸之介選手も開発

に携わった、勝つためのマシンが、いよいよサーキットへと出撃する。

1/10EPレーシングバギーとして、世界

トップレベルの戦闘力を誇る“レーザー

ZX-5”を母体に、その優れたシャシー能

力をツーリングカーへとコンバート。誕生

したその時点で熟成を果たした、極限の

シャフトドライブ4WDマシン“TF-5”。

シャフトならではの駆動特性をラバータイ

ヤに特化させた各部の構成は、特にストッ

ククラスで圧倒的な優位性を発揮。反トル

クを封じ込めるべく考え抜かれたレイアウ

トは、優れた操縦性を約束。世界的な盛り

上がりを見せるEPツーリングカーレース

での勝利を、TF-5でつかんで欲しい！

クローズドボディ装着
時にアンテナが完全内
蔵されるループアンテ
ナを新開発。確実な操
縦を実現しつつ、リア
ルな走りも両立。

スケール感に配慮したアンテナを装備

コペンには取り外し可能
なデタッチャブルハード
トップと、ループアンテナ、
ロッドアンテナが付属。

オープンもクローズもリアルさ優先

塗装済みボディ
実車感あふれる仕上がりを完成状態で
提供。すべてのカラーリングと組立が
完了しているボディは、ディスプレイモ
デルとしても抜群の出来映えを実現。

新構造ホイールで
走りとリアルさを両立
2ピース構造のホイールを新開
発。固定ナットを露出させないス
ケール感重視の設計に加え、容易
に脱着が可能なので、レース時な
どのタイヤ交換もスムーズ。

SH030モーターで
トルクフルな走り

サイズを超えた走行性能を実
現したSH030モーターを搭
載済み。コンパクトサイズな
がら、ミニッツリットに最適化
した巻き線と巻き数の設定
で、パワフルかつ優れたピッ
クアップを実現。

吟味を重ねた素材を
採用したリアサスプ
レートにより、ミッショ
ン＆モーターユニット
がスイング＆ロール。

スイング＆ロールするリアサスペンション

スムーズな作動を
約束するコイルス
プリングによるキ
ングピンストロー
ク式のサスペン
ションを採用。

独立懸架のフロントサスペンション

パワフルなアンプで
レーシーな走り
ミニッツレーサーと同じ
回路（※I.C.S機能付）
とFET素子を採用して
いるスピードコントロー
ルアンプを内蔵。

高性能FM方式BETバンド
京商ならではのFM方式BETバン
ド採用のプロポの搭載が、複数マ
シン走行が当たり前のレース環境
で抜群の安定性を発揮。

I.C.S機能で多彩なセッティング
別売のI.C.S  PCインターフェース（近
藤科学（株）より発売）により、レースで
アドバンテージを発揮する各種セッティ
ングが、PC上で容易に設定可能。

きめ細かな分解能と
円滑な動作を実現し
たステアリングサー
ボを内蔵。力強い動
きで確実なステアリ
ング操作を約束。

サーボセイバーを実装したステアリング

石畳の街角に佇む様をイメー
ジさせる、ジオラマテイストの
充電器を付属。街灯を模した
インジケーターが付属し、お
好みにより選択可能。充電開
始をLEDの点灯により表示。
充電終了時には消灯。単3ア
ルカリ乾電池6本で、付属バッ
テリーパックを約15分で満
充電（タイマー充電）。約30
回の充電が可能。

《レディセット内容》
●R/Cユニット組込済み工場完成
シャシー ●塗装・マーキング済み
プラスチックボディ ●ホイーラー
タイプ送信機 ●4.8V-150mAh
ニッケル水素バッテリーパック ●
タイマー式ジオラマテイスト急速
充電器 ●ピニオンギヤ（6T、7T）
●ホイールレンチ
※送信機用単3乾電池8本、充電器
用単3アルカリ乾電池6本は別売。

ミニッツ リットシリーズ
レディセット 各￥21,000（税込）

ダイハツ コペン　
No.30752R (レッド)　No.30752S (シルバー)

フィアット 500　
No.30751Y (イエロー)　No.30751W （ホワイト)

ニッケル水素バッテリーパックを付属
4.8V-150mAhのニッケル水素バッテ
リーパックを付属。シャシー内に一体化す
るインテグレートデザインを実践。満充電
で10分ものパワフルな走行が可能。脱着
も容易で、充電も簡単な専用設計。

ジオラマテイストのLED付き充電器

《シャシーテクニカルデータ》
●全長 ： 100mm～ ●全幅 ： 48～52mm ●グランドクリアラン
ス ： 3.5mm ●ホイールベース（可変） ： 65～78mm ●トレッド
（F／R共） ： 42.5～46mm ●タイヤ（F／R共） ： φ18×5.5mm
●ギヤレシオ ： 5.16、4.43 ：1 ●全備重量 ： 約100g ●モーター
： SHO30クラス

NEW MODEL

《レディセット内容》
●R/Cユニット（ブレーキ＆バック付）組
込済み完全完成シャシー ●塗装・グラ
フィック再現済み工場完成プラスチック
ボディ ●ホイーラータイプ送信機 ●ピ
ニオンギヤ（6T、7T、8T、9T） ●ホ
イールレンチ ●ホイールベース変更用
ダンパーステー2種  ●ピニオンはずし
工具 ●予備ナット
※送信機用単3乾電池8本と、走行用単
4乾電池（アルカリまたはニッケル水
素）4本は別売。

●ボディは艶やかで深い光沢を
実現したグロスコート処理。

ミニッツレーサー MR-015 RM

ポルシェ 934 RSR ターボ
1976 イェーガーマイスター
No.30393J　￥17,325（税込）

NEW MODEL

息づかいまで聞こえてきそうだ。
輝けるヒストリーを、
ミニッツレーサーで楽しもう。
70年代のGr.4を制覇した934。出現と同時にGr.5を席巻し続け

た935。そして当時の誰もが描いた夢を実体化してしまったカウ

ンタックLP500S。'70年代から始まったスーパーマシンの栄光

の歴史をミニッツレーサーが甦らせる。誰も追いつけないノウハウ

が、極限のリアルなフォルムと走りを実現した。

ミニッツレーサー MR-015 RM

ポルシェ 935 ターボ
1977 イェーガーマイスター
No.30391J　￥17,325（税込）

NEW MODEL

ミニッツレーサー MR-02 RML

ランボルギーニカウンタック LP500S
◎ロールダンパー特別装備！
No.30473R（レッド）　No.30473BL（ブルー）
￥17,325（税込）

NEW MODEL

●ボディは艶やかで深い光沢を
　実現したグロスコート処理。

全長約100mm
（フィアット500）

1/10 EP 4WDツーリングカー

TF-5 スタリオン 《ベルトドライブ》
No.30022　￥66,150（税込）

1/10 EP 4WDツーリングカー

TF-5 スタリオン 《ベルトドライブ》
No.30022　￥66,150（税込）

このQR/MSコードから、アナ

タの近くのショップが見つかる！
すぐにつながる！
http://www.kyosho.com/i-shop/
※機種によってはご覧頂けない場合があります。

携帯電話から

簡単アクセス！

サイズはミニマム。性能はマキシマム。
不可能を可能にする京商マジックが、プチモータースポーツの世界を、新たなスケールへのこだわりで出現させた。

驚愕のミニサイズに驚きのハイメカを内蔵。その出来映えはミニカークオリティ。

そして走りを試したすべての人が「！・！・！」。 感嘆符しか出てこない！

不可能を可能にする京商マジックが、プチモータースポーツの世界を、新たなスケールへのこだわりで出現させた。

驚愕のミニサイズに驚きのハイメカを内蔵。その出来映えはミニカークオリティ。

そして走りを試したすべての人が「！・！・！」。 感嘆符しか出てこない！

サイズはミニマム。性能はマキシマム。

●8月27日（日）北海道札幌市『サッポロファクトリー』アトリウム
●受付7月27日～8月6日  ●抽選結果のご案内8月8日より
※詳しくは当社ホームページまで

いろんな楽しみをギュッと詰め込ん
だミニッツカップに、あなたも参加し
てみませんか？

ミニッツカップで腕を競おう！

●ここに掲載されているモデルの商品名、及び
デザインは全て正式認可を得ております。●製
品改良のため、仕様を変更する場合がありま
す。●この製品の組立て、取扱いは付属の説明
書、注意事項を必ず読み正しく理解してからマ
ナーを守り安全に走行を楽しみましょう。

www.kyosho.com

京商株式会社　〒243‐0034 神奈川県厚木市船子153　

製品に対するお問い合わせは…ユーザー相談室 TEL：046‐229‐4115　

◎受付時間：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00


