
●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。京商株式会社　〒243‐0034 神奈川県厚木市船子153　

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！

詳しくは京商ホームページまで。

《北海道》●オーム模型・7/2・8/6 ●イルカサーキット・7/9・8/13　《新潟》●ホビーショップコクピット・7/9・8/20　《群馬》
●アンデルセンＲＣパーク・7/9・8/13 ●サンホビー・7/23 ●ホビーザトミー下大島店・7/16・8/20　《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）・7/2　《福井》●ナカヤホビー福井・7/9　《石川》●チャンピオン金沢模型・7/9　《愛知》●トヨカワホビー・
8/6　《滋賀》●HERO・7/9・8/6　《大阪》●模型・ホビーの店 ぽけっと・7/9　《岡山》●フジモデル岡山店・8/20　《香川》●ホビーセンターSPK・8/20
《佐賀》●童遊館・7/2・8/6　《鹿児島》●LOFT-RC-サーキット・8/20　

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）

《シャシーテクニカルデータ》 ●全長 ： 360mm ●全幅（F／R） ： 186／185(可変）mm ●全高 ： 75mm ●グランドクリアランス ： 5mm ●ホイールベース ： 254～
261mm ●トレッド（F／R） ： 162／161mm ●タイヤ（F／R） ： φ 64×25mm ●全備重量 ： 約1,470g ●2次減速比 ：1:1.83

① ② ③ ④

話題の京商製品が勢揃い！ 体験走行も実施予定。そしてコレ
クター憧れのミニチュアモデルも集結！ 見逃せないイベント
に全員集合！ ★フェア限定オートスケールも発売！
●7月20日（木）～25日（火）／愛知県名古屋市中区マルエイ本館8階

●主催／京商（株）・（株）丸栄・ミニチュアモデル実行委員会

KYOSHOフェア＆ミニチュアモデル2006携帯電話から簡単アクセス！
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。

●7月30日（日）／中国ブロック／岡山県玉野市おもちゃ王国
●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
※詳しくは当社ホームページで。

で日本一を目指そう！

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。

《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 ●ピニオンギヤ
4種、スパーギヤ3種（ホイールベースに合わせて3種計6個）●車
高調整用カラー ●ピニオンはずし工具 ●予備ナット ●ホイール
レンチ ※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。

ミニッツ AWD MA-010

スバル インプレッサ WRX STI spec C
No.30563BK (ブラック)　No.30563W (ホワイト)
各￥21,000（税込）

Mini-Z Racer FORMULA CAR SERIES

繊細なのに骨太。そんなフォーミュラマシンならではの機能美を、パームトップで完璧再現。
しかも新FETアンプ搭載で、本格的走りにさらなるパンチ力を実現。
仲間とのレースが、もっともっと面白くなった！

ミニッツレーサー フォーミュラカー

マクラーレン メルセデス MP4/20
No.9/No.30502JM　
No.10/No.30502KR　
各￥20,160（税込）

フォーミュラだけの繊細さとダイナミズムを、新アンプシャシーの走りで再現。

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4種 ●取り外し可能クリアバンパー ●ホイールレンチ
※送信機用単3乾電池8本、走行用単4アルカ リまたはニッケル水素電池4本は別売。

理想の走りを形にしたミッ
ドシップモーターマウントに
前後デフを組み合わせた
シャフトドライブAWDシャ
シーを新開発。優れた路面
追従性を実現するキングピ
ンストラット方式の4輪独立
サスペンション採用。

AWDだから再現できた、WRC育ちの走り。
精密なデフギヤを前後に配したシャフトドライブAWDと4輪独立サスペンションの組合

せが繰り出す走りは、サイズを忘れさせる迫力に満ちている。この性能は、WRC生まれ

のこのマシンにこそ相応しい。ミニッツAWDで再現したスバルインプレッサWRX STI

spec C誕生。そのシンボルともいえるスポイラーもリアルに再現。フォルムも走りも、

まさにインプレッサそのものだ。

NEW MODEL

タッチスターターとリコイルスターター仕様をそれぞれラインナップ。リアルな最新カラーリングの
スーパーGTマシンが、Sクラスならではのスリリングなバトルを、さらに盛り上げる！

速さと扱いやすさに、最新チームマシンが融合。

V-ONE S Ⅲ シリーズ

エンドレスアドバンCCI Z
NEW MODEL

No.31337
（リコイルスターター仕様）　
￥35,700（税込）

No.31337T
（タッチスターター仕様）　
￥37,800（税込）

熟成のシャフトドライブシャシー。
その走り、まさに神の技。

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）

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”。

POWER ZONE
PS-25A
No.72321
￥14,700（税込）

EPレースを革新する新ブランド

冷却ファン2個内蔵。
長時間に渡って安定
した電源供給をバッ
クアップ。

【最低動作環境】
●デスクトップパソコン専用 ●対応OS／Windows® XP専用 ●プロセッサ／Intel Celeron1.6GHz
以上もしくは同等以上のCPU ●RAM／512MB以上 ●CD-ROMドライブ ●USB／Ver.1.1または
Ver.2.0の空き×1 ●インターネット接続環境（インストール時に必須） ●グラフィックカード／NVIDIA
GeForce FX5200以上の3Dグラフィックカード ●ATI RADEON9600以上の3Dグラフィックカー
ド ※AGPもしくはPCI-EXPRESSで接続された物
【推奨動作環境】
●プロセッサ／Intel Pentium4 2.4GHz以上 ●RAM／1GB以上 ●インターネット接続環境／ブロー
ドバンド環境 ●グラフィックカード／NVIDIA GeForce 6600以上の3Dグラフィックカード ●ATI
X700以上の3Dグラフィックカード ※AGPもしくはPCI-EXPRESSで接続された物

◎選べる
ボディは

30種類！

◎世界の
有名10コ

ース＋ボ
ーナスコ

ースを収
録。

RCカードライブ シミュレーター

ヴァーチャル RC レーシング
《USBアダプター付》　　　　　No.87981　￥19,950（税込）
《専用USBコントローラー付》　No.87982　￥22,050（税込）

NEW MODEL

●絶妙のトラクション伝達とトルク変動への対応を実現した、2ベルト4WDドライブマシン。●反トルク制御と駆動力配分、マスバランス等々で
ベルトドライブの優位性を活かしきるための設計・開発を徹底。①シングルワイパー式ステアリングリンケージ等々でシャシーの左右ねじれ剛
性にまで配慮。②メインシャシーへのパーツ取付ボルト位置を左右対称化してシャシーの左右特性を均質化。●希望ロール量にできるように前
後デフユニットの高さを1mm刻み3段階で調整可能。●理想の差動と駆動力を実現するため、シャフト中心から絶妙のデフボール位置を設定。
●パーツをはずさずに、簡単にボールデフ調整が可能な実戦で優位な構造。●合計14個のフルベアリング仕様。●前後長にもこだわったバル
クヘッド等の形状やサイズで理想のシャシー特性を実現。●駆動特性、サスペンションジオメトリーをラバータイヤに特化させた設計。●
0.75mm刻みの9段階でトレッド幅の変更が可能。③ロアサスホルダー3本（1本は専用）はすべて共通パーツ。抜群のメンテナンス性を発揮。
④全輪に新型オイルダンパー、ユニバーサルスイングシャフト、前後にスタビライザーを装備するなどレーシー装備を満載。●ワンウェイ、スプー
ル（リジッド）の両タイプを選択可能なフロントデフ。●テーマカラーのレッドアルマイト処理を各アルミパーツに施した精悍な仕上げ。●リア
にはボールデフを装備。●オプションのリア用ボールデフをフロントへ装着すれば、前後ボールデフ化も可能。

その名はスタリオン。
革命的ベルト4WDツーリング、出撃！

BONUS

COURSE

ボーナ
スコー

ス

世界規模で人気のR/Cカーシミュレーター登場！
実際の走行データに基づいたバトルが、本物以上の興奮を呼ぶ！
◎京商のエンジンカーを再現したRCカードライブシミュレーター。◎Gセンサー搭載のRCカーを実走させ収集した

データにより、マシンの挙動をリアルに再現。◎EVOLVA、V-ONE、FW-05の各シャシーを実物のRCカーと同等に

セッティング可能。◎独創的な3Dグラフィックス技術で、実物のコースを超リアルに再現。

インテレクト4200VR-1
ザップ済（24セル入BOX）
No.71402　￥32,550（税込）

インテレクト 4200VR-1
ザップ済（6セル入）
No.71401 ￥8,610（税込）

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。

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。

7/1
～7/
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タリア

コレ
グノ
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世界
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権に
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格始
動開
始！

エクスピード
ミニッツモーターV

標準装備

VRCはPCに対する負荷が大きいため、ソフトの動作環境を必ずお守りください。

夏休み公開の話題の映画「ダスト・トゥ・グローリー」
映画鑑賞券ペア・20組プレゼント！
※対象商品などの詳細は京商ホームページまで

ピークレーシング社
モーター＆バッテリー取り扱い開始！

チームKYOSHOインターナショナルドライバーも参戦！
第31回 京商グランプリ IN BOSS SPEED 開催
●8月6日（日）/神奈川県愛甲郡『レーシングトラック BOSS SPEED』
※詳細は京商ホームページまで

東京おもちゃショー 2006開催！
●7月13日（木）～26日（日）／東京ビックサイト

PROTOTYPE

www.kyosho.com

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


