
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズB3F   
TEL：03-5785-0280
◎営業時間：［年中無休］ 11：00～21：00 ※日曜日は20：00まで

東京都千代田区神田佐久間町1-6-5 アキバ・トリムB1F  
TEL：03-6273-1101
◎営業時間：［年中無休］ 11：00～21：00

KYOSHO OMOTESANDO HOBBY ROAD SECONDKYOSHO AKIHABARA

東京都立川市柴崎町3-7-25　TEL：042-524-7621
◎営業時間：［火曜定休・祝日の場合は営業］ 
平日／12：00～21：00  土・日・祝日／11：00～21：00

dNaNo On-Line ShopdNaNo Official Shop dNaNo Pro Shop

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　

www.dnano.jp 随時アップデート中。

あなたの街にdNaNoがやって来た！！

グリーン「Ｋ」が約束する、さらなるdNaNoワールド。
京商のホビーライフへのこだわりを、直接お伝えするために誕生したステージ、それが“グリーン「Ｋ」”を冠したdNaNo
オフィシャルショップ＆プロショップです。専用サーキットならではの醍醐味で、皆様をお待ちしています。

京商認定のプロショップ。京商直営のオフィシャルショップ。

　　　すべての車ファンに捧げたい
　　　フォルムと走り。

1車種ごとにこだわったフォルムとディティール再現

性は、ダイキャストカークラスのリアルさ。しかも車

種ごとのディメンションの差が、実車のようにそれぞ

れの車別の操縦性さえ引き出します。実車ファンも納

得の出来映えです。

　　　1/43サイズでかなえた究極の走行性能。
　　　ジャイロユニットの装備も可能！
手のひらに隠れてしまうサイズの中に、精密なサスペンションとリポバッテ

リーを採用した卓越のドライブトレーンを実装。デフギヤも組み込んだ妥

協なきシャシーが、レーシングマシンそのものの走りを実現。オプションの

ジャイロ等の装着を施せ

ば、さらにコントローラブ

ル極まりないハイスピー

ドドライブを披露します。

　　　ICタグでリンクする、
　　　壮大なネットワークシステム。
リビング程度の広さがあれば楽しめるのは

もちろん、専用サーキットなら、1台1台に

装着したICタグにより、コースインするだ

けでログイン。自動計測されるラップタイ

ム等のデータが「dNaNoサーバ」にWeb経

由で送られ、個別のログデータを作成します。自宅のPC等からも自由にダ

ウンロードできる、世界初のシステムを実現しました。　　　2.4GHz専用プロポで快適。
　　　最大40台の同時走行。
バンド待ち不要なので、スイッチを入れるだけでスタート可能。多人数での

レースでも、クリスタル不要で安全かつ確実なコントロールを約束。

●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。

あなたはもう、ディーナノを体感したか。
あなたの街に、あのdNaNoがやって来る。世界でただひとつの興奮を身近に楽しんでいただくために、ついに全国規模での販売開始。

1/43スケールで実現した、dNaNoだけのハイクオリティ、先進のレーシング性能を、今こそあなたに試して欲しい。

ご自宅のPCからdNaNo関連商品のすべてを、ご購入いただけます。
上記URLでアクセスいただき、ご注文フォームに従って進んでいただ
くだけでOK。気軽なアクセスをお待ちしています。

http://www.dnano.jp/online/index.html

7 月の販売ラインナップ

dNaNo On-Line Shop

Lamborghini Murcielago LP640 
Pearl Yellow

SUBARU IMPREZA WRC2006 
Metallic Blue

ENZO Ferrari 
Red

NISSAN SKYLINE GT-R 
V-Spec II Nur(R34) 
Metallic Blue

..

Porsche Carrera GT 
Silver

Porsche 962C LH MAZDA No.55 
Le Mans 1991 Winner

Porsche 917K No.23 
Le Mans 1970 Winner

Porsche 911GT3 
White

LANCIA DELTA HF 
Integrale Evoluzione 

Red

NISSAN GT-R(R35) 
Ultimate Metal Silver

Ferrari 360 Modena 
Red

NISSAN GT-R(R35) NISSAN GT-R(R35) 

8 月の販売予定ラインナップ 9 月の販売予定ラインナップ

◎日産自動車（株）申請中

and more!

期間&数量限定
販売中！
期間&数量限定
販売中！
2008年7月18日～2009年1月31日まで

北海道 
スポーツホビー RCカー売場 札幌市北区屯田11条3丁目1-13  011-773-5090 
(株) オーム模型 札幌市豊平区平岩3条14丁目1番22号  011-821-1367 
イルカHillsサーキット 函館市本通4-14-7  0138-32-2665 
ホビーショップ てづか 旭川市豊岡11条2丁目1-7  0166-33-9126 
(有) 竹内モデル 旭川市永山2条18丁目2-26  0166-48-7725 
青森県 
ミウラ電波模型店 八戸市根城1丁目15-8  0178-45-0156 
秋田県 
ホビーショップ K2 秋田市南通みその町1-5 2F 018-832-3006 
岩手県 
ホビースクエア にしな 盛岡市みたけ3-18-29  019-641-2580 
ホビープライム 盛岡市愛宕町3-9  019-654-1130 
宮城県 
ファースト模型 仙台市宮城野区出花3-28-6 ファミーユ中野1F 022-254-7081 
ナカムラ模型 仙台市泉区松森字沢目1-2  022-372-1818 
ホビーショップ ぐらんぷり 柴田郡柴田町槻木下町1-4-38  0224-58-7060 
タムタム　仙台店 仙台市泉区松森字後田45-1 八乙女SC内 022-771-9322 
山形県 
ホビーショップ セイワ 米沢市中央1-8-23  0238-21-4912 
福島県 
(有) せきや 福島市置賜町6-16  024-522-5497 
ラジコンサーキット ラボ 福島市小倉寺字五升内14-1  024-573-5121 
ラジコンセンター シルバーウィング 郡山市横塚5丁目17  024-943-8700 
群馬県 
ホビーザトミー 下大島 前橋市下大島町372-1  027-266-9840 
ホビーザトミー 高崎 高崎市緑町1-28-4  027-363-1792 
アンデルセン R/C パーク 安中市松井田町新堀1770-84  027-393-3322 
茨城県 
勝田ラジコン模型 ひたちなか市東石川3-16-18  029-272-0038 
(有) エムワンモデル つくば市天久保2-14-2 つくばイーストビル1FB 029-854-8533 
埼玉県 
スカイホビー2 北葛飾郡鷲宮町鷲宮4-2-40  0480-58-8773 
イエローサブマリン 戸田市美女木1193  048-422-1812 
イーズホビー さいたま市見沼区深作5-158  048-682-1044 
タムタム　大宮店 さいたま市見沼区春野2-8 Patria 東大宮3F 048-688-9666 
AUTO NOW 浦和 さいたま市南区沼影2-5-1  048-865-6631 
千葉県 
ホビーショップ　アライ 浦安市堀江1-10-14  047-353-3261 
フタバ模型専門店 船橋市夏見1-13-32  047-425-2034 
タムタム　千葉店 千葉市中央区問屋町1-50 千葉ポートスクエア3F 043-204-2626 
PIT･IN 君津市外箕輪3-5-30  0439-55-2053 
東京都 
フタバ産業 (株) 千代田区神田須田町2丁目9番地 宮川ビル1F･2F 03-3255-9984 
(株) 洛西モデル 東京店 千代田区岩本町3-5-5  050-3461-4331 
フジヤ 板橋区常盤台2-27-9  03-3960-2829 
高島平模型 板橋区高島平7-1-40  03-3979-2922 
スパイラル 板橋区中台3-26-11  03-5398-4007 
スーパーラジコン 秋葉原店 台東区1-10-3 エコー秋葉原ビル2F 03-5688-1414 
(株)チャンプ 秋葉原 千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル（外神田）1F 03-5807-5239 
RCHOUSE CHAMP 昭島市武蔵野3丁目2番1号  042-549-1553 
神奈川県 
タムタム　相模原店 相模原市西大沼1-5-5  042-752-2727 
サガミ堂 相模原市陽光台3丁目6-7  0427-56-3477 
ホビーショップ ダイヤ 横浜市磯子区洋光台3-12-9  045-831-2380 
ホビーショップ だいまつ 横浜市旭区川井本町9-13  045-951-4931 
ハンザ (有) 平塚市老松町4-9  0463-21-5354 
(有) ケイ･ショップ 衣笠店 横須賀市衣笠栄町3-44  046-853-2888 
八風堂模型店 逗子市久木4-21-16  0468-72-0570 
山梨県 
MAC TOOLS MAC SHOP 甲府1/43 甲府市城東4-16-10  055-226-6629 
Hobby Center ロイヤルモデル 甲府市中央2-10-15  055-233-2727 
長野県 
(有) ホビーショップ 丸信 諏訪市清水1-2-20  0266-52-3287 
なべや模型 中野市大字中野1564  0269-22-3655 
新潟県 
モロテック・スピードウェイ 長岡市北園町220  0258-25-3122 
静岡県 
(有) マルサンホビー 本店 沼津市上土町66  055-962-5048 
マルサンホビー 原町店 沼津市原町中3丁目13-19  055-967-3032 
(有) マルサンモケイ 三島市新谷47番6  0559-72-1932 
ホビーショップ 湖月堂 富士市今泉1丁目11-1  0545-52-1768 
HobbyShop BOYHOOD 富士市今泉9-6-2  0545-53-7722 
CHIRAYA 焼津市本町3-9-20  054-626-7525 
(有) 日光無線 御殿場市二枚橋166-1  0550-82-3040 
尾崎模型店 浜松市中区泉2-2-41  053-471-8858 
愛知県 
榎模型 名古屋市西区押切1丁目6-10  052-521-3411 
フクシマヤ 名古屋市緑区鳴海町本町83-1  052-621-0124 
(株) 洛西モデル 名古屋店 名古屋市千種区仲田2-2-7  050-3386-7188 
ジュニア模型 豊橋市西羽田町6-1  0532-31-5769 

愛知県
トヨカワホビー 豊川市中央通2丁目50番地  0533-86-2779 
(株) セーラル 新城市的場57番地4  0536-23-6270 
ドリームランド 本店 豊明市前後町５軒屋1523  0562-97-3667 
(有) コロモ･ホビー 豊田市挙母町3丁目7番地  0565-31-7066 
本町ラジコン 豊田市本町清43  0565-52-4412 
ミニカーギャラリーＦ 刈谷市東新町2-105  0566-22-3332 
ウィークエンドホビー 刈谷市一ツ木町朝暮50-2  0566-22-7725 
タムタム　名古屋店 北名古屋市中之郷神明7  0568-27-2777 
ラジコンランド 小牧市曙町32番地  0568-43-1966 
F-1HOBBY 小牧市春日寺3-203  0568-76-7838 
RC STUDIO プラネット 江南市宮後町砂場北55  0587-55-9755 
岐阜県 
合同会社 マイホーム 土岐市下石町304-1  0572-57-2121 
ラジコンホビー TOMO 瑞浪市南小田町2-39  0572-68-9260 
タムタム　岐阜店 羽島郡岐南町三宅8-7-1  058-240-1212 
ホビーゲット＆サーキット 羽島市正木町大浦3602-7  058-393-2491 
ART．ZERO 揖斐郡揖斐川町和田455-2  0585-22-0899 
三重県 
小林模型 津市出雲本郷町1393-8  059-234-2488 
だいに模型 四日市市生桑町桑花109-1  059-333-4111 
ギンガ模型 四日市市南浜田町5-9  0593-51-2611 
モータードライブ 伊賀市小田町256-1 ジョイシティＡ館1F 0595-24-2410 
TRS ラジコンショップ&サーキット 松阪市五主町1684  0598-56-7388 
滋賀県 
ホビーワールド ピノキオ 彦根市後三条町626-5  0749-22-4187 
京都府 
(株) 洛西モデル 京都店 京都市右京区西院西淳和院町49番地  050-3363-5546 
タムタム　木津川店 木津川市州見台1丁目1番地1-1 ガーデンモール木津川2F 0774-75-1771 
大阪府 
スーパーラジコン 日本橋 大阪市中央区高津3-14-6 島之内ビル2F 06-6644-3139 
(株)チャンプ 大阪店 平野区長吉川辺3-18-37  06-6702-8870 
ラジコンサーキット51 松原市三宅中1-1-7  072-338-0051 
兵庫県 
タムタム　尼崎店 尼崎市潮江1-16-1 アミング潮江ウェスト2番館3F 06-6496-6170 
ホビーショップ 高木 明石市本町1-7-2  078-912-5616 
和歌山県 
うちはら模型 和歌山市内原996-4  073-446-1561 
イコマホビー 和歌山市新中島610-5  073-472-5326 
石川県 
チャンピオン金沢模型 金沢市伏見台1-13-1  076-242-3316 
(有) みなと模型 若宮店 金沢市若宮町ホ34-1  076-262-2006 
(有) みなと模型 金沢店 金沢市額新町1丁目194-4  076-298-9591 
富山県 
ENJOY HOBBY プラモの店 富山市千石町5-6-2 ライトビューティーハイツ1F 076-492-6903 
キタガワモデル 富山市掛尾町283-1  076-493-0058 
福井県 
ナカヤホビー 福井 福井市文京1丁目28-10  0776-23-5484 
山口県 
(有) ラジコン天国下関 下関市椋野町3-5-7  083-250-5523 
フジイホビー 湯田温泉1-2-17  083-923-1208 
鳥取県 
スターホビー 鳥取市湖山町東4丁目87  0857-31-2878 
広島県 
RCパーク ら・じれ 福山市赤坂町赤坂1303-8  084-951-8760 
岡山県 
岡山プラトピア 岡山市青江4-22-20  086-264-7880 
香川県 
ラジコン天国 観音寺店 三豊市豊中町比地大928番地1  0875-56-6226 
ホビーセンター ＳＰＫ店 高松市香川町東谷9番地  087-879-8445 
徳島県 
クリッパー さこ 徳島市佐古四番町13-11  088-623-5653 
高知県 
モデルショップ ヨシオカ 高知市本町1-3-19  088-872-6420 
愛媛県 
今治模型社 今治市室屋町2-2-13  0898-22-5655 
福岡県 
スーパーラジコン 博多店 福岡市博多区博多駅前1-3-22 かき善ビル3F 092-434-7878 
(株) 洛西モデル 福岡店 福岡市博多駅前4-9-12  050-3459-9343 
K2Factory 行橋市大橋3-13-7  0930-25-2117 
(株) 洛西モデル 小倉店 北九州市小倉北区中島1丁目17-13  093-511-1885 
Racing Park 北九州 北九州市八幡西区浅川台1丁目9-3  093-603-3851 
佐賀県 
MODEL MART 神埼郡吉野ヶ里町石動  0952-55-7788 
熊本県 
RC SHOP S-POINT 鹿本郡植木町小野117-17  096-215-3515 
West Mountain 宇城市松橋町浦川内268-1  0964-42-7711 
ホビーショップ シオザキ 山鹿市古閑1280-11  0968-44-7287 
大分県 
RCショップ ステップアップ 大分市宮崎字天神目8-97-1  097-568-3000 

あなたの街のホビーショップでdNaNoをGETしよう！

取扱店

dNaNoオンラインショップ

はじめての dNaNoはこの組合せから！

dNaNo Starter Pack
価格 ￥11,550（税込）
［ スターターパック内容 ］
■ 送信機 ■ リチウムポリマーバッテリー
■ バッテリーケース
■ ポータブル クイックチャージャー
■ 取扱説明書

※送信機用単4アルカリ電池4本
とチャージャー用単3アルカリ
電池4本は別売

+
プラス

　　　スロットル全開でも低速走行が可能な
　　　トレーニングモードを装備。

　　　豊富なオプションパーツで
　　　自分好みにカスタマイズ。

dNaNo Complete Chassis Set
価格 ￥16,275～￥16,800（税込）
［ コンプリートシャシーセット内容 ］
■ オートスケールコレクション
■ 完成シャシー
■ 取扱説明書

dNaNo Auto Scale Collection
価格 ￥3,675～￥4,200（税込）

dNaNoのお求めは、
このポスターのある
ホビーショップで！

詳細
情報


