※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!
ミニッツレーサー MR-02/03 LMタイプ用

R

アルミフリクションポスト

THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

MINI-Z RACER MR-02/03 For LM Type

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW307

Aluminum Friction Post

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの
説明書とミニッツレーサーMR-02/03の組立説明書
を合せてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation,
please carefully read and follow the instructions on
this sheet in conjunction with the instruction manual in
your MINI-Z RACER MR-02/03.

注意

CAUTION
組立てに必要な工具
Tools required

本製品を装着することにより、
フリクション
ダンパー部分の剛性を向上させ、
スムーズな
動作を実現します。
With this product, the rigity of the rear friction
shock increases assuring the accurate and
smooth movement of the suspension.

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから行ってください。
Be sure to remove the battery for operation before assembling or
disassembling the chassis.
■ ＋ 精密ドライバーか、＋ドライバー
（小）

Phillips Screwdrivers (Precision type or a small sized)

1

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

2x6mm

*イラストはMR-03シャシーですが、
MR-02シャシーも同様です。
*Illustration shows MR-03 chassis
but is same for MR-02 chassis.

2x6mm

下記のビスに交換する。
Replace the screw with
the one shown below.
2 x 6mm ビス
Screw

2 x 6mm TPビス
TP Screw

1

7

別購入品。
Must be purchased separately!

2x6mm

モーターコード黒
Negative is Black

モーターコード赤
Positive is Red

MZW307-T01

2
取外し
Remove

取付け
Install

1

2

1

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >

2

< 組立てる時の注意 >
< Assembly Caution >
2 x 5mm TPサラビス
TP F/H Screw
1

エアーインテーク
Air Intake
はめ合いに注意。
Insert correctly.

アルミフリクション
ポストに交換する。
Replace this part with
the aluminum friction shock post.

モーターホルダー
Motor Holder

下記のビスに交換する。
Replace the screw with
the one shown below.
2 x 6mm サラビス
F/H Screw

1

※ネジロック剤の使用を
推奨します。
It is recommended to
apply thread locker.

3

2x5mm

手順 1 , 2 を参考にし、逆の手順で組立てる。
Follow steps above in reverse order to re-assemble.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
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