SPADA 09

www.kyosho.com

覚醒する走りの本能。ほとばしる速さをアナタに。

1:12 SCALE GP09 4WD RACING CAR

いつだって、走りを忘れないアナタに。
レーサーの心の中に潜む走りの本能に応える1/12GPレーサー。
新時代を告げるカテゴリーに、あの世界最高峰エンジンブランド
SIRIO の09エンジンを引っ提げて、
「スパーダ09」誕生。
速く、さらにコントローラブルな性能は、
エキスパートドライバーをも唸らすパフォーマンスを発揮。
いまだかつてない、楽しさにあふれた走りを試して欲しい！

新発想シャシーで誕生した、
新時代の1/12GPレーサー
●1/12スケールGPレーシングカーという新た
なカテゴリーが先進のシャシーで登場！
●2ベルトドライブ4WD+フロントワンウェイユニッ
ト・リヤボールデフによる卓越のレーシング性能。
●2速A/Tユニットを標準装備。
●ピュアテンシリーズ同様の標準サイズのサーボ
が使用可能。

V-ONE S III EVO.
.15 ENGINE POWERED TOURING CAR SERIES PureTen GP 4WD

●上級クラスのV-ONEシリーズと同様の構造の
ブレーキユニットを採用。
●受信機用BECコネクタ付単4電池ボックスを付属。
●ミニインファーノ09に標準付属のRx用ニッケ

1/12 GP09 レーシングカー

SPADA 09

ル水素バッテリーパックも使用可能。
●優れた空力特性で速さを引き出すレーシングタ

No.31321
￥33,600（税込）

イプボディ「CRC-Ⅲ」を付属。
●ボールベアリング14個を装着したフルベアリ

NEW

ング仕様。
●8本スポークデザインの専用ホイールに接着成
形済みスポンジタイヤを標準装備。
※ハーフエイト09のスターターBOX（No.36311)
は使用不可

さらなる進化。ついにエボリューション誕生。
PROTOTYPE
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世界最高峰エンジンブランド
SIRIO の09エンジン標準装備！

オープンインタフェース トムス SC430
No.31339（リコイルスターター）￥35,700（税込）
No.31339T（タッチスターター）￥37,800（税込）

《Evo.だけの新装備の数々》●脱落防止をさらに確実にしたロングタイプのスイングシャフトをフロントに

ここが新しくなった！

装備。●スプリング調整可能なダイヤルアジャスト式オイルダンパーを採用。●ギヤ欠損などのトラブルを大幅に減

快適セルスタータ内蔵の
新タッチスターターユニット。

●堅牢なセレーション部を太くするなど、強度を増したサーボホーンを採用。●スパーギヤ交換を簡単にする新タイ
プのシャシー形状を新開発。●固定ポイントを増やしたメカボックスハッチ等で、耐久性とメンテナン ス性を両立。
●空力に優れ、効果的なダウンフォースを発生するレクサスSC430ボディを採用。●高回転時の抵抗を排除した特

V-ONE RRR EVO.

TF-5 STALLION SHIN

V-ONE SⅢ Evo.

タッチスターター仕様では始動しやすさをさらに向上。軽量なリコイルスター

らす高硬度素材のメインシャフトを採用。●スロットルリンケージのレバー角度を変更してリニアな操作感を実現。

ファクトリーエンジンのパワーがもたらす新たな伝説。
RRR Evo.の真の実力が、
今再び覚醒する。

NEW

15エンジン ピュアテンGP 4WD

のEvo.へと進化。数々の専用装備により、レースでの戦闘力を大幅向上。さらに
ター仕様もラインナップして、勝ちへのこだわりが、新たな次元を切り開く。
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レースビギナーはもとより、エキスパートをも魅了する V-ONE S Ⅲ が、待望

許出願中のワンウェイクラッチレス・コ ンパクトサイズ・リコイルスターターを装備。
（リコイルスターター仕様）

◎専用回路内蔵ユニットで安定した
プラグヒートが可能。
◎スターターのギア比変更により始動性が
大幅に向上。
◎プラグの通電が確認できるLEDを
装備し、初心者にも優しい設計。

足立伸之介選手による熟成化バージョン誕生！
世界の頂点を目指すための、
さらなる速さを獲得。

with KYOSHO X312T ENGINE

NEW

※写真はタッチスターター仕様

1/10電動ツーリングカー

TF-5 STALLION SHIN
No.30023 ￥81,900（税込）

Gr.4最強マシンの名を欲しいままにした怪物が
MR-015RMシャシーで今よみがえる。
世界中のトップコンペティター
達がうらやむパワーを発生す
るＸ312Ｔエンジン搭載。

NEW

栄光のGT40を現代によみがえらせたフォードGTを
MR-02MMシャシー＆最新カラーで再現。

独創のサスペンションで速さと走破力を両立。
ハマーH2にホワイト登場！
ミニッツオーバーランドシリーズ
￥17,325（税込）

ミニッツレーサー シリーズ
各￥17,325（税込）

12エンジン ピュアテンGP 4WD

ポルシェ934RSR
ターボ1976

KYOSHO Ｘ312Ｔ エンジン付
(マフラー・マニホールドセット付)
No.31259K-R12 ￥87,150（税込）

No.30393R/BK
(レッド/ブラック）

※エアクリーナーは別売

ホビーショップが見つかる！

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

NEW

NEW

V-ONE RRR Evo.

●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。

携帯電話で、
このQR/MSコードにアクセス
するとアナタのお近くのホビーショップが簡
単に見つかります！※機種によってはご覧頂
けない場合があります。

http://www.kyosho.com/i-shop/

あなたの参戦で、
レースの面白さは加速する！
●8月5日（日） 静岡県駿東郡
富士スピードウェイ イベント広場
●8月26日（日）岩手県雫石町
けんじワールド 駐車場

●7月7日(土)、8日（日）
北海道札幌市中央区北『サッポロファクトリー』
●7月28日(土)、29日（日）
愛知県名古屋市中区栄『丸栄』本館8F催事場
※詳しくは京商ホームページまで。

フォードGT
No.30470BKS
（ブラック・シルバー）
No.30470YS
（イエロー・ブラック）

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2007！
《北海道》●オーム模型・7/15・8/19 ●イルカサーキット・7/8 《新潟》●ホビーショップコクピット・7/8・8/26《埼玉》●SKY・HOBBY
Ⅱ・8/12 《群馬》●アンデルセンＲＣパーク・7/15 ●サンホビー・7/22 ●ホビーザトミー下大島店・7/15 《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）・7/1 《福井》●ナカヤホビー福井・7/1 《岐阜》● Misty・7/1 《石川》●チャンピオン金沢
模型・8/12 《愛知》●トヨカワホビー・8/5 《大阪》●模型・ホビーの店 ぽけっと・7/22 《和歌山》● TM サーキット わかやま・8/5 《岡山》●フジモデル岡山
店・7/8 ● RC ストアー Ｊ＆ K・8/5 《山口》● R/C SHOP Joren's・7/29 《香川》●ホビーセンター SPK・7/15・8/26 《佐賀》●童遊館・7/1 《大分》●
RC SHOP STEP ONE（STEP ONE あじむ MY サーキット）・8/19 《鹿児島》● LOFT-RC- サーキット・8/19
※詳しくは京商ホームページまで。

ハマーH2
No.30271W(ホワイト)

KYOSHOフェア＆ミニチュアモデル2007

※詳しくは京商ホームページまで。

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！

［名古屋］マルエイ本館
●日時：7月26日（木）〜31日（火）
●会場：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

［横浜］横浜松坂屋
●日時：8月9日(木)〜14日(火)
●会場：神奈川県横浜市中区 横浜松坂屋
●主催：京商（株）
・
（株）松坂屋

特設プールで
R/Cヨットによる
セーリング
体験をしよう！

