SU-01 CHASSIS CUSTOM PARTS
S

タイヤ&ホイールの交換でカスタマイズ
イ
イズ
タミヤの RCカー《Mシャーシシリーズ》
の豊富な
す
す。
タイヤとホイールがジャストフィット、交換が楽しめます。

SU-01シャーシ カスタムパーツ

Let’s
CUSTOMIZE!

ホイールを取り付ける六角ハブ部品（製品に同梱）を交換すれば、
別売のMシャーシ用タイヤ
シャーシ用タイ ・
ホイールが装着できます。タイヤはオンロードからラリーブロックまで多くの種類がライン
の種類がライン
ナップ。それぞれ違った走行フィーリングが楽しめるから、遊びのフィールドが広がります。
びのフィールドが広がります。
びのフィールドが広がります。
す
【装着例】ITEM : 51237 Mシャーシ11本スポークホイール（白）4本
600円（税別）
ITEM : 53254 Mシャーシ 60Dラジアルスーパーグリップタイヤ（2本）900円（税別）
53340

M-05 専用

54216

M-05 専用

53254

M-05 専用

50684

M-05 専用

50683

M-05 専用

51427

M-05 専用

走行中の変形を抑えるアラミド繊維混

ITEM:53340よりも高温時で安定した性

ラジアルパターンの中で最高のグリップ

ITEM:50683よりもグリップ力の高い

RCキットにも使用されることが多いラジ

左右非対称のブロックパターンを持つ

合のハイグリップタイヤ。ホイール装着

能を発揮するハイグリップタイヤ。
ホイー

力を発揮するタイヤ。ホイール装着時の

ラジアルパターンタイヤ。ホイール装着

アルパターンのベーシックタイヤ。
ホイー

オフロード走行に適したタイヤ。ホイー

時のタイヤ直径は約60mm。

ル装着時のタイヤ直径は約60mm。

タイヤ直径は約60mm。

時のタイヤ直径は約60mm。

ル装着時のタイヤ直径は約60mm。

ル装着時のタイヤ直径は約60mm。

60Dファイバーモールドタイヤ
タイプA（2本）
1,200円（税別）

60Dファイバーモールドタイヤ
タイプB（2本）
1,300円（税別）

Mシャーシ 60Dラジアル
スーパーグリップタイヤ（2 本）
900円（税別）

Mシャーシ 60Dラジアル
Mグリップタイヤ（2 本）
700円（税別）

53222

小径サイズ

※1

53215

小径サイズ

※1

50568

小径サイズ

※1

54590

Mシャーシ 60Dラジアルタイヤ
（2 本）
500円（税別）
M-05 専用

※2

53255

M-05 専用

※2

60D ラリーブロックタイヤ（2 本）
560 円（税別）

50686

M-05 専用

※2

高いグリップ力を発揮するスリックタイ

レーシングムード満点なスリックタイプ

RCキットにも使 用されるラジアルパ

高速走行時の安定性を増す最も硬いイ

タイヤのグリップ力を高める硬めのイン

実車タイヤのエアと同様の役割を果た

プタイヤ。ホイール装着時のタイヤ直径

のベーシックタイヤ。ホイール装着時の

ターンのベーシックタイヤ。ホイール装

ンナースポンジ。60Dタイヤと組み合わ

ナースポンジ。60Dタイヤと組み合わせ

すインナースポンジ。60Dタイヤと組み

は約55mm。

タイヤ直径は約55mm。

着時のタイヤ直径は約55mm。

せて使用。

て使用。

合わせて使用。

Mシャーシ スリックタイヤ（2 本）

Mシャーシ ラジアルタイヤ（2 本）
400円（税別）

Mシャーシ インナースポンジ・
スーパーハード4 本セット
300円（税別）

Mシャーシ 60D タイヤ用

400円（税別）

Mシャーシ 60D タイヤ用
インナースポンジ 4 本セット
200円（税別）

Mシャーシ スーパースリックタイヤ
（2 本）
800円（税別）

53204

小径サイズ

51394

M-05 専用

51362

M-05 専用

51405

M-05 専用

インナースポンジ・ハード4 本セット

250円（税別）

51237

M-05 専用

51334

M-05 専用

※1 ※2

実車タイヤのエアと同様の役割を果た

レーシングスタイルの11本スポークホ

ヨーロッパテイスト漂う18本スポーク

スリットスポーク形状がおしゃれなホ

スポーツスタイルの11本スポークタイプ

直線的な形状が特徴の8本スポークホ

すインナースポンジ。小径サイズタイヤ

イール。スリックタイヤとの組合せがお

ホイール。シルバーメッキで鮮やかに足

イール。シルバーメッキが特徴的な形状

のホイール。ホワイトでボディカラーとの

イール。シルバーカラーで足元を引き締

と組み合わせて使用。

すすめ。

元を彩ります。

をさらに引き立てます。

マッチングも抜群。

めます。

Mシャーシ インナースポンジ
4 本セット
200円（税別）

Mシャーシ11本レーシングスポーク
ホイール（4 本）
600円（税別）

C スタイルスポークホイール（4 本）

Mシャーシ11本スポーク
ホイール（白）4 本
600円（税別）

Mシャーシ 8 本 フラットスポーク
ホイール（銀）4 本
600円（税別）

50569

M-05 専用

50676

M-05 専用

Mシャーシ18 本スポークホイール
（4 本）
600円（税別）

53341

M-05 専用

600円（税別）

54511

M-05 専用

※3

スタンダードなスタイルの8本スポーク

SP569と同形状の8本スポークホイー

スタンダードなスタイルの8本スポーク

RCカーのゴムタイヤとホイールの接着

デザインホイール。色はベーシックなシ

ル。シルバーメッキでドレスアップ効果

タイプのホイール。カーボン混入樹脂で

に適した瞬間接着剤です。流動性と食

ルバーカラー。

も抜群。

強度も抜群。

Mシャーシ8 本スポークホイール（銀） Mシャーシ8 本スポークホイール
（メッキタイプ）2 本
2本
400円（税別）
500円（税別）

Mシャーシ8 本スポークホイール
（強化タイプ）2 本
550円（税別）

いつきに優れ、たっぷり入った25g

ゴムタイヤ用瞬間接着剤
（低粘度タイプ 25g）
900円（税別）

※1 60Dタイプに比べタイヤ外径が小さい小径サイズです。インナースポンジはITEM:53204 を使用してください。
※2 各タイヤにはインナースポンジが使用可能です。インナースポンジはタイヤサイズに合った物を使用します。 ※3 タイヤとホイールを接着する際に使用します。

SU-01シャーシ カスタムパーツ

《タムテックギアシリーズ》
のタイヤとホイールも装着できます。
ライトニングホークに標準装備されているタイプと同じタイヤ（40111・40112）はスペアとして、またデザインやカラーの異なるホイールはドレスアップ
パーツとして使えます。タムテックギアシリーズのタイヤとホイールは六角ハブ部品を交換することなく、
そのまま装着できます。
M-05 専用

40111

M-05 専用

40112

40133

M-05 専用

40134

M-05 専用

M-05 専用

40109

40110

M-05 専用

ライトニングホーク標準タイヤと同じフ

ライトニングホーク標準タイヤと同じリ

往年の名車フォックスを彷彿させるデザ

往年の名車フォックスを彷彿させるデザ

ライトニングホーク標準と同形状のフ

ライトニングホーク標準と同形状のリ

ロント用リブタイヤ。スペアパーツとして

ヤ用スパイクタイヤ。スペアパーツとして

インのフロント用金メッキホイール。
ライ

インのリヤ用金メッキホイール。ライト

ロントホイール。ホワイトカラーでドレス

ヤホイール。ホワイトカラーでドレスアッ

使用。

使用。

トニングホーク標準ホイールと同サイズ。

ニングホーク標準ホイールと同サイズ。

アップ効果もあります。

プ効果もあります。

GB-01 フロントリブタイヤ

GB-01 リヤスパイクタイヤ

GB-01 フォックスミニ

GB-01 リヤホイール

400円（税別）

GB-01 フォックスミニ
リヤホイール
380円（税別）

GB-01 フロントホイ−ル

フロントホイ−ル
380円（税別）

300円（税別）

300円（税別）

300円（税別）

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。
●写真は実際の商品と仕様が異なる場合があります。
●予告なく商品の仕様を変更、
または生産が終了する場合があります。
●このカタログを私的利用の範囲を超えて許可なく改変、転載、
再配布する事を禁じます。

タミヤのホームページで製品情報をGETしよう!
製品の詳細はタミヤホームページにも掲載。RCモデルのページの「RC 製品 & 対応パーツ検索」で5 桁の製品番号を入力してください。
タミヤホームページ

製品情報

RCモデル

RC 製品& 対応パーツ検索▶

54310

検索

製品に関するお問い合せはタミヤ・カスタマーサービスまで。TEL 054-283-0003［静岡］03-3899-3765［東京］
（静岡へ自動転送） 営業時間：平日・9：00〜18：00 土、
日、
祝・8：00〜17：00
お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの上、
おかけ間違いのないようお願いいたします。
この情報は2015年10月現在のものです。
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