
1．チーム名  2．代表者名（ふりがな含む） 3．連絡先住所＆電
話番号（郵便番号含む） 4．予定チーム人数を明記の上、下記
までお申し込み下さい。
●〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 京商株式会社
KYOSHO CUP実行委員会「KYOSHO CUP 2006 レ
ギュレーションBOOK 請求係」
※ファクシミリの場合はFAX：046-229-4031まで。京商
ホームページからでもお申し込みできます。

  日  程　 大会名　                             会   場　　　　　　　　　

4月23日 関東Ａ 神奈川県横浜市　こどもの国（特設）

5月28日 関西Ａ 兵庫県神戸市　ポートアイランドII期内（特設）

6月11日 中京 愛知県蒲郡市　ラグーナ蒲郡（特設）

6月18日 北海道 北海道札幌市　月寒グリーンドーム（特設）

7月30日 中国 岡山県玉野市　おもちゃ王国（特設）

8月20日 東北 宮城県柴田郡　スポーツランドＳＵＧＯ（特設）

9月3日 関西Ｂ 和歌山県和歌山市　和歌山マリーナシティー（特設）

9月17日 九州 熊本県鹿本郡　ＲＣカープロショップ・Ｓ-ＰＯＩＮＴ（常設）

9月24日 関東Ｂ 神奈川県横浜市　横浜・八景島シーパラダイス（特設）

10月1日 信越 長野県北佐久郡　軽井沢タリアセン（特設）

●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
を得て製作されております。●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

ホイールべースの違いにまでこだわったから、このリアルな走りの世界が完成した。

心ゆくまで、ミニッツワールドを！

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

●3速A/T装備のフルタイム4WDマシン
●前後リジッドアクスルならではの走破力！
●GX21エンジン搭載済み
●ウイリー走行もOKのファンな走り！

●2速A/T+GXR28エンジン搭載済み
●インファーノを母体にした優れた走行性能と操縦性
●1/8サイズ新感覚レーシング性能！

1/8 .21エンジン 4WD モンスタートラック

マッドフォース レディセット
No.31225　￥60,900（税込）

インファーノ GT スバルインプレッサ WRC
レディセット　No.31811

カルソニック インパル Z　
レディセット　No.31813

《レディセット内容》
●完全完成シャシー ●塗装・カット・ステッカー貼り済み工場完成ボディ ●パーフェックスKT3DX/
2ch2サーボプロポ搭載済み ●プラグヒーター ●燃料ポンプ  ※送・受信機用単3乾電池12本、プ
ラグヒート用単1乾電池2本、燃料は別売。

1/8 28エンジン 4WD ツーリングカー

インファーノ GT シリーズ
各￥56,700（税込）

ＢＭＷ M3 GTR 2005 Team BMW Motorsport
レディセット　No.31812

《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 ●調整用フロントサススペー
サー〈HMのみ〉 ●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。

1/8世界チャンピオンの血統が、ファンな走りを実現！
迫力の1/8マシンを、レディセットで始めよう！

世界戦優勝のポテンシャルが勝利へ導く！

12エンジン ピュアテンGP  4WD

FW-05RＲ
KYOSHO CUP エディション
No.31584　
キット価格 ￥39,900（税込）

12エンジン ピュアテンGP 4WD

V-ONE RRR（ラバータイヤ仕様）　
No.31257　
キット価格 ￥42,000（税込）

究極の駆動効率を誇るシャフトドライブマシン！

●軽量・低重心設計 ●ラバータイ
ヤ専用特性 ●高精度4ベベル式
F/Ｒデフ ●φ1.1×2ダンパーピ
ストン ●VZ073-4016ダン
パースプリング ●3Dクラッチ ●
リアにソフトタイプスタビライザー

●シモレーシング7075ジュラル
ミンメインシャシー ●V-ONE
RRR共用リアハブ ●インナース
ポンジ装備の硬度35°Vスリック
タイヤを採用 ●シュー式2速A／
T ●遠心クラッチ

KYOSHO CUP参戦への第一歩、
レギュレーションブックを手に入れよう！

2006シーズン KYOSHO CUPレースカレンダー

参
戦
。

RRRのノウハウが活きる最新ベルトドライブマシン！

15エンジン ピュアテンGP 4WD

V-ONE SⅢ
KYOSHO CUP エディション
No.31330KC　
キット価格 ￥39,900（税込）

●17Sジュラルミンメインシャ
シー ●V-ONEダンパー ●フロン
トにソフト、リアに Φ 1.3のスタビ
ライザー ●Vスリック35MNタイ
ヤ ●エアロ24ホイール（黒） ●
前後4ベベル・デフ

15エンジン ピュアテンGP 4WD

FW-05S KYOSHO CUP
ジャパンエディション 2
No.31480JP2　
キット価格 ￥47,250（税込）

15エンジン ピュアテンGP 4WD

FW-05Tプラス
No.31360P　シャシーセット価格 ￥36,750（税込）

Sクラスに旋風を巻き起こすFW -05S！

●GXR15エンジン ●ポリッシュ
仕上げチューンドサイレンサー＆
専用マニホールド ●ボディが選
べるボディレスキット ●7075
SPメインシャシー ●2速A／T
●前後4ベベル・デフ

Sクラスで勝ち抜くための装備満載！

●GXR15エンジン ●フロントに
ユニバーサルスイングシャフト ●
無段階調整可能アルミケース・オ
イルダンパー ●V-ONE RRRの
リアハブ ●2速A／T ●樹脂製
4WDセンターシャフト

R/C TOURING CAR ALL JAPAN CHAMPIONSHIPS

いよいよ時は訪れた。牙を磨いてきた

狼たちがサーキットで咆哮を連ねるそ

んなシーンが日本中で繰り広げられる

日がやって来た。血がたぎる「京商

カップ2006」の開戦の合図を聞き逃すな。出走の

準備を怠るな。そして目撃者になろう。熱い戦いを

全力で走り抜くためのマシンが、今シーズンもアナ

タのチョイスを待っている。こんなにも熱くなれる

京商カップが、アナタのチーム参戦を待っている。

ミニッツレーサー MR-015RM

ニッサン フェアレディＺ Ｚ33
No.30388MB（メタリックブルー）￥16,590（税込）

NEW MODEL

NEW MODEL

ミニッツレーサーＭＲ-015HM

ミニ クーパーＳ
No.30385MB（メタリックブルー）　
￥16,590（税込）

NEW MODEL

ミニッツレーサーＭＲ-015RML

シェルビーコブラ デイトナクーペ
No.30389R（レッド）　￥16,590（税込）

神奈川県　山下　倫久
石川県　　大村　昭彦
愛知県　　村松　正一
山口県　　田中　宏明
福岡県　　植田　好太郎

北海道　　大森　ルミ
宮城県　　及川　透
栃木県　　矢口　浩久
栃木県　　木村　良
東京都　　市倉　敬
神奈川県　伊丹　克企
愛知県　　中根　憲治
大阪府　　稲葉　謙次
佐賀県　　百武　聰
長崎県　　荒木　智宣

栃木県　　伊藤　卓
東京都　　廣瀬　義明
千葉県　　町田　雅己
千葉県　　早野　明彦
愛知県　　鳥井　伸治
愛知県　　植田　元気
滋賀県　　南　孝之
兵庫県　　八木田　義夫
徳島県　　九十九　肇
福岡県　　田中　博美

たくさんのご応募有り難うございました。（敬称略）

●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。

◎エンジン別売

◎エンジン別売

ピュアテンボディセット ￥7,350（税込）～とセット販売になります。　

ミニッツグランプリ
サーキット30 当選者

ミニッツAWD 当選者 ○

○

○

○

○

○

○

○

K.R.Fモーター
チェッカー 当選者

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※１万円コースのＡＷＤシャシーキットスペシャル仕様のみ４月上旬のお届けとなりますことご了承願います。

当選者発表！

クラス公認車両� 腕に覚えのあるアナタなら、Rクラスで日本一を勝ち取ろう！

クラス公認車両� R/Cモータースポーツの登龍門。Ｓクラスで夢をかなえよう！

世界が注目する表参道から、日本のホビーカルチャーが変わる！�
�「ショップ」「サーキット」「バー」が融合した、これまでになかった大人も遊べる空間「KYOSHO OMOTE�
SANDO」。R/Cカーのエントリーに最適な「MINI-Z」シリーズや、ダイキャストモデルを直営ショップなら
ではの豊富な品揃えでご用意しております。 � 2006年度版 京商総合カタログ ￥1,260（税込）

総合カタログはお近くのホビーショップでお買い求め下さい。直接当
社へのお申し込みの場合は1,470円（送料税込）を郵便普通為替ま
たは現金書留で、2006年総合カタログ係までお申し込みください。

最新モデル、最新情報をもれなく網羅。
R/Cライフに欠かせないハンドブック。NEW

レースの歓びと醍醐味をアナタに！
KYOSHO ピュアテン マイスターカップ

詳しくは京商ホームページまで。

開幕！2006
シーズン


