
TRX-4® Chevrolet® K10 High Trail Edition™
(型式 92056-4) パーツリスト

太字はオプションの付属品です。パーツ カテゴリと個々のパーツ リストは、アルファベット順に並べられています。

⾞軸部品 ボディ (1969 Chevrolet® Blazer)
8241
8242
8227
8228
8229
8060

アクスル ハウジング、フロント

アクスル ハウジング、中間 (TRX-6™) またはリア (TRX-4®) アクスル マウント 
セット (⼀式) (フロント & リア) (サスペンション リンク⽤) アクスル シャフ
ト、フロント (左)/ドライブ ピン/クロス ピン
アクスルシャフト フロント(右)/ドライブピン/クロスピン

9112 ボディ、シボレー ブレイザー (1969 - 1970) (クリア、要塗装) (グリ
ル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウマ
スクを含む)

9112X ボディ、シボレー ブレイザー (1969)、完成品、ブラック (塗装済み) (グ
リル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバン
パー、デカールを含む)アクスル シャフト、フロント、ヘビー デューティー (左右) (#8064 フロント ポータル ドラ

イブ インプット ギアが必要) 9125 バンパー パッド/ バンパー ガード (クローム)/ 2.5x12 BCS (4)/ 2.7mm ドリル ビット 
(#9126 または #9127 フロント バンパーに適合)8062 アクスル シャフト、フロント、ヘビー デューティー (左右)/ポータル ドライブ インプット ギ

ア、フロント (機械加⼯) (2) (組み⽴て済み) 9127
9124
9113
6593

バンパー、フロント (クローム)/ バンパー マウント/ 3x10 BCS (2) 
バンパー、リア (クローム)/ バンパー マウント/ 3x10 BCS (2) デ
カール シート、シボレー ブレイザー (1969 - 1972)

8230
8231
8063

アクスルシャフト リヤ（左） ア

クスルシャフト リヤ（右）

アクスル シャフト、リア、ヘビー デューティー (左右) (#8065 リア ポータル ドラ
イブ インプット ギアが必要)
アクスル シャフト リア ヘビー デューティー (左右)/ポータル ドライブ インプット ギ
ア リア (機械加⼯) (2) (組み⽴て済み)
クロス ピン (2)/ドライブ ピン (2) (フロント アクスル シャフトの再構築⽤) 
ポータル ドライブ アクスル マウント、リア (左右)
ポータル ドライブ アクスル マウント、リア、6061-T6 アルミニウム (ブルー ア
ルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)
ポータル ドライブ アクスル マウント、リア、6061-T6 アルミニウム (チャコー
ル グレイ アルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)
ポータル ドライブ アクスル マウント、リア、6061-T6 アルミニウム 
(グリーンアルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)
ポータル ドライブ アクスル マウント、リア、6061-T6 アルミニウム (⾚アル
マイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)
ポータル ドライブ ハウジング、内側、フロント (左右)/ 2.5x4 BCS (6) 
ポータル ドライブ ハウジング、内側、リア (左右) (2)
ポータル ドライブ ハウジング、アウター (フロントまたはリア) (2)

ポータル ドライブ⼊⼒ギア、フロント (機械加⼯) (左または右) (必要
#8060 フロントアクスルシャフト)

⾨脈駆動⼊⼒ギア 前‧ドライブピン‧クロスピン 
⾨脈駆動⼊⼒ギア 後
ポータル ドライブ⼊⼒ギア、リア (機械加⼯) (左または右) (必要
#8063 リアアクスル)
ポータル ドライブ出⼒ギア、フロントまたはリア
ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) 
(2)/ 3x12 BCS (2)
ポータル ハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (チャコール グ
レー アルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)
ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (グリー
ンアルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)
ポータル ハウジング、内側 (フロント)、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト) 
(2)/ 3x12 BCS (2)
ポータル ハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (ブルー アルマイト) 
(2)/ 2.5x10 CS (2)
ポータル ハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (チャコール グレー ア
ルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)
ポータルハウジング、内側 (リア)、6061-T6 アルミニウム (グリーン
アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)
ポータル ハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト) (2)/ 
2.5x10 CS (2)
ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (⻘アルマイト) (2)/ 
2.5x10 CS (12)
ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレー
アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (12)
ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (2)/ 
2.5x10 CS (12)
ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト) (2)/ 
2.5x10 CS (12)
スタブアクスル、拡張スレッド (ポータルドライブ) (2)
重量、ポータル ハウジング、真鍮 (2) (34 グラム)/ 2.5x8 CS (6) (#8251X、
8251R、8251A、または 8251G 外部ポータル ハウジングが必要)

分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8061 9115 ドアハンドル、左、右、およびリア/ リテーナー (3)/ フロントガラスワイ
パー、左右/ リテーナー (1)/ 燃料キャップ/ 燃料フランジ/ 燃料キャップマ
ウント/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7)/ 2.6 x8 BCS (1)8233

8256
8256X

9123 グリル、シボレー ブレイザー (1969 - 1970)/ グリル リテーナー (5)/ ヘッドライト 
ハウジング (2)/ ヘッドライト レンズ (2)/ ターン シグナル レンズ (2)/ ボンネット エ
ンブレム/ ボンネット エンブレム マウント/ 2.6x8 BCS (5)/ 2.5 x6 BCS (4)/ 1.6x5 
BCS (セルフタッピング) (2) (#9112 ボディに適合)8256A 8091 インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972) (マウント、リバース ライト、ターン 
シグナル ハーネス、ハードウェアを含む)8256G

8090 LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマー
カーライト、配電ブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)8256R

8252
8253
8251
8064

9116 マーカー ライト ハウジング (4)/マーカー ライト マウント (4)/マーカー ライト レ
ンズ (レッド (2)、アンバー (2))/リバース レンズ (左右)/1.6x5 BCS (セルフタッピ
ング) (8)

9121

6592

6591

8090X

ミラー、サイド、クローム (左右)/ O リング (4)/ ボディ クリップ (4) (フィット
#9112 本体)

8257
8259
8065

電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)

8258
8252X

Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 
1972)、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、サイド マー
カー ライト、ディストリビューション ブロックを含む) (#9111 または 
9112 ボディに適合)8252A

6594

9122

受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8252G

テールライトハウジング、ブラック (2)/ レンズ (2)/ リテーナー (左右)/ 2.6x8 BCS (セ
ルフタッピング) (4)8252R

8253X ボディ (1972 Chevrolet® Blazer)
9111 ボディ、シボレー ブレイザー (1972) (クリア、要塗装) (グリル、サイドミ

ラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウマ
スクを含む)

8253A

8253G 9111X ボディ、シボレー ブレイザー (1972)、完成品、ブルー (塗装済み) (グリ
ル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、
デカールを含む)8253R

9125

9126

バンパー パッド/ バンパー ガード (クローム)/ 2.5x12 BCS (4)/ 2.7mm ドリル ビット 
(#9126 または #9127 フロント バンパーに適合)8251X
バンパー、フロント (クローム)/ バンパー マウント/ レンズ (左右) (2)/ 
レンズ マウント (左右) (2)/ 3x10 BCS (2)/ 2.6x6 BCS (4)8251A

9124
9113
6593

バンパー、リア (クローム)/ バンパー マウント/ 3x10 BCS (2) デ
カール シート、シボレー ブレイザー (1969 - 1972)8251G
分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8251R
9115 ドアハンドル、左、右、およびリア/ リテーナー (3)/ フロントガラスワイ

パー、左右/ リテーナー (1)/ 燃料キャップ/ 燃料フランジ/ 燃料キャップマ
ウント/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7)/ 2.6 x8 BCS (1)

8255A
8267

9120 グリル、シボレー ブレイザー (1972)/ グリル リテーナー (5)/ ヘッドライト ハウ
ジング (2)/ レンズ (2)/ 2.6x8 BCS (5)/ 2.5x6 BCS (4) (#9111 ボディに適合)

ベアリング＆ブッシング
5119A
5120A
5104A
5115A
5116A
5114A
5117A
5180A
5103A

ボール ベアリング、ブラック ラバー シール (10x15x4mm) (2) 
ボール ベアリング、ブラック ラバー シール (12x18x4mm) (2) 
ボール ベアリング、ブラック ラバー シール (4x10x4mm) (2) ボー
ル ベアリング、ブラック ラバー シール (5x10x4mm) (2) ボール 
ベアリング、ブラック ラバー シール (5x11x4mm) (2) ボール ベア
リング、ブラック ラバー シール (5x8x2.5mm) (2) ボール ベアリ
ング、ブラック ラバー シール (6x12x4mm) (2) ボール ベアリン
グ、ブラック ラバー シール (6x13x5mm) (2) ボール ベアリング、
黒⾊のラバーシール (7x14x5mm) (2)

8091 インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972) (マウント、リバース ライト、ターン 
シグナル ハーネス、ハードウェアを含む)

8090 LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマー
カーライト、配電ブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)

9116 マーカー ライト ハウジング (4)/マーカー ライト マウント (4)/マーカー ライト レ
ンズ (レッド (2)、アンバー (2))/リバース レンズ (左右)/1.6x5 BCS (セルフタッピ
ング) (8)

9118 ミラー、サイド、クローム (左右)/ O リング (4)/ ボディ クリップ (4) (フィット
#9111 本体)

サポートが必要な場合は、1-888-TRAXXAS に電話するか、support@Traxxas.com までいつでも Traxxas に電⼦メールを送信してください。 REV.230117 0103

  



Page 2 TRX-4® Chevrolet® K10 High Trail Edition™: TQi™ Traxxas Link™ 対応 2.4GHz ラジオ (モデル 92056-4) 部品リスト

6592

6591

8090X

電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)

8039 LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、ディストリ
ビューションブロックを含む）（#8130シリーズボディに適合、#8028電源が必要）

Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む) 8038 LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイド

マーカーライト、ディストリビューションブロックを含む）（#8130系
ボディに適合）

Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 
1972)、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、サイド マー
カー ライト、ディストリビューション ブロックを含む) (#9111 または 
9112 ボディに適合)

6592

6591

8038X

電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)

6594

9117

受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)

サイド トリム、シボレー ブレイザー (1972)、左 & 右 / リア トリム、アッパー 
& ロワー / リテーナー、左、右 & リア / 2.6x8 BCS (23)/ 1.6x5 BCS (セルフ
タッピング) (5) (#9111 に適合)体）

Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® シボレー ブレイザーまたは K10 トラック 
(1979 年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイド マーカー ライト、
およびディストリビューション ブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズ
のボディに適合)9119 テールライト ハウジング、クローム (2)/ レンズ (2)/ リテーナー (左右)/ 

2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4) 6594

9262X

9262

8135

受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

ボディ (1979 Chevrolet® Blazer) ロールバー(LEDライトバー組込)/ロールバーマウント左右/2.6x12mm 
BCS(セルフタッピング)(4)(#9212ボディに適合)8130T ボディ、シボレー ブレイザー (1979)、コンプリート (ブラック) (グリル、サイ

ドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカールを含
む)

ロールバー/ ロールバーマウント、左右/ 2.6x12mm BCS (セルフタッピ
ング) (4) (#9212 ボディに適合)

8130P ボディ、シボレー ブレイザー (1979)、コンプリート (クリヤー、要塗
装) (グリル、サイドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、
デカール、ウィンドウマスクを含む)

テールライト左右(組付)/テールライトリテーナー左右/サイドマーカーラ
イト(組付)(2個)/サイドマーカーリテーナー(2個)/取付テープ(2個)/1.6x5 
BCS(セルフタッピング)( 4)/ 2.6x8 BCS (2) (#8130 または 9212 シリーズの
ボディに適合)8130X ボディ、シボレー ブレイザー (1979)、⼀式 (オレンジ) (グリル、サイドミ

ラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカールを含
む) ボディ (1979 フォード® ブロンコ)

8130R ボディ、シボレー ブレイザー (1979)、⼀式 (⾚) (グリル、サイドミ
ラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカール
を含む)

8010X ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート (ブラック) (フロントおよびリア バン
パー、プッシュ バー、リア ボディ マウント、グリル、サイド ミラー、ドア ハンド
ル、ワイパー、スペア タイヤ マウント、⾚およびサンセット デカールを含む) (要 
#8072 インナー フェンダー)8131

6593
デカールシート、シボレー ブレイザー (1979)
分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System 8078R

6593
デカールシート、ブロンコ、レッド (#8010 ボディに適合)
分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8132

8134

ドアハンドル、左右＆リアテールゲート/フロントガラスワイパー、左右/リテー
ナー (2)/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7) (#8130 シリーズボディに適合) 8075

8070

8032

ドアハンドル左右/ワイパー左右/リテーナー(3)/1.6×5 BCS(セル
フタッピング)(4)(#8010ボディに適合)グリル、シボレー ブレイザーまたは K10 トラック (1979)/グリル リテーナー (4)/

ヘッドライト ハウジング (2)/レンズ (2)/2.6x8 BCS (4)/2.5x6 BCS (2) (適合)
＃8130または9212シリーズのボディ）
インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Chevrolet Blazer または K10 Truck (1979) (マウント、リバース ラ
イト ハーネス、ハードウェアを含む)

グリル、フォード ブロンコ/グリル リテーナー (6)/ヘッドライト ハウジング (2)/レ
ンズ (2)/2.6x8 BCS (6)/2.5x6 BCS (2) (#8010 ボディに適合)

8082 インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Ford Bronco (1979) または Chevrolet K10 Truck (1979) (マウン
ト、リバース ライト ハーネス、ハードウェアを含む)

8039 LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、ディストリ
ビューションブロックを含む）（#8130シリーズボディに適合、#8028電源が必要）

8036 LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、
ディストリビューションブロックを含む）（#8010ボディに適合、#8028電源
が必要）

8038 LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイド
マーカーライト、ディストリビューションブロックを含む）（#8130系
ボディに適合）

8035 LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカー
ライト、ディストリビューションブロックを含む）（＃8010ボディに適合）

8133X
8133

ミラー、サイド(折りたたみ式)(#8130系ボディに適合) 8037
8073

LED ライト、ハイ/ロー スイッチ (#8035 または #8036 LED ライト キット⽤)
ミラー、サイド、クローム (左右)/ O リング (4)/ ボディ クリップ (4) (フィット
#8130系ボディ)
電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)

ミラー、サイド、ブラック (左右)/ リテーナー (2)/ ボディ クリップ (4) (フィット
#8010本体)

6592

6591

8038X

8073X

6592

6591

8035X

ミラー、サイド、クローム (左右)/ リテーナー (2)/ ボディ クリップ (4) 
(#8010 ボディに適合)

Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)

電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)

Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® シボレー ブレイザーまたは K10 トラック 
(1979 年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイド マーカー ライト、
およびディストリビューション ブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズ
のボディに適合)

Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)
Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® Ford Bronco (1979)、電源モジュール付き 
(ヘッドライト、テールライト、サイド マーカー ライト、およびディストリビュー
ション ブロックを含む) (#8010 ボディに適合)6594

8135

受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
6594

8076

8074

8077

8071

受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
テールライト左右(組付)/テールライトリテーナー左右/サイドマーカーラ
イト(組付)(2個)/サイドマーカーリテーナー(2個)/取付テープ(2個)/1.6x5 
BCS(セルフタッピング)( 4)/ 2.6x8 BCS (2) (#8130 または 9212 シリーズの
ボディに適合)

サイド トリム、左右 (クローム)/リテーナー/LED レンズ/2.6x8 BCS (24) 
(#8010 ボディに適合)
スペアタイヤマウント/取付⾦具/スペアタイヤカバー/取付⾦具

ボディ (1979 Chevrolet® K10 トラック)
テールゲート パネル インサート (透明、要塗装)/ 粘着フォーム テープ 
(2) (#8010 ボディに適合)9226

9228
9212

ボディケージ（#9212ボディに適合）
ボディマウント (フロント & リア)/ 3x10mm BCS (7) (#9212 ボディに適合) テールゲートパネル/テールライトレンズ (2) (左右) (#8010 ボディに適合)
ボディ、シボレー K10 トラック (1979) (クリア、塗装が必要)/デカール/
ウィンドウ マスク (グリル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フロント ガ
ラス ワイパー、クリップレス マウント、ハードウェアを含む) (#9288 イ
ンナー フェンダーが必要)

ボディ（フォード®ブロンコ）
9215
9211

ボディケージ（#9211ボディに適合）
ボディ、フォード ブロンコ (クリア、塗装が必要)/デカール/ウィンドウ マスク (グリ
ル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、フロント ガラス ワイパー、
スペア タイヤ マウント、クリップレス マウント、ハードウェアを含む) (#8080X イン
ナー フェンダーが必要)

9212X ボディ、シボレー K10 トラック (1979)、完成品、ブラック (塗装済み、デカー
ル適⽤済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、クリップレス
マウントを含む) (#9288 インナーフェンダーが必要)

9212R ボディ、シボレー K10 トラック (1979)、完成品、⾚ (塗装、デカール
適⽤) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、クリップレ
ス取り付けを含む) (#9288 インナーフェンダーが必要) 分配ブロック、
Pro Scale® Advanced Lighting Control System

9211X ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、サイバー オレンジ (塗装済み) (グ
リル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア 
タイヤ マウント、クリップレス マウントを含む) (要 #8080X インナー フェン
ダー)6593

8134
9211G ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、アイコニック シルバー (塗装済み) (グリ

ル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア タイヤ マ
ウント、クリップレス マウントを含む) (#8080X インナー フェンダーが必要)

グリル、シボレー ブレイザーまたは K10 トラック (1979)/グリル リテーナー (4)/
ヘッドライト ハウジング (2)/レンズ (2)/2.6x8 BCS (4)/2.5x6 BCS (2) (適合)
＃8130または9212シリーズのボディ）
インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Chevrolet Blazer または K10 Truck (1979) (マウント、リバース ラ
イト ハーネス、ハードウェアを含む)

8082
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9211L ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、オックスフォード ホワイト (塗装済み) 
(グリル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア タイ
ヤ マウント、クリップレス マウントを含む) (要 #8080X インナー フェンダー)

ボディ（Mercedes-Benz® G 500®）
8811 ボディ、Mercedes-Benz® G 500® (クリア、塗装が必要)/デカール/ウィン

ドウ マスク (リア ボディ ポスト、グリル、サイド ミラー、ドア ハンド
ル、ワイパーを含む)
デカール、Mercedes-Benz® G 500®
分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

グリル、Mercedes-Benz® G 500® 4x4²/グリル マウント & インサート/レンズ、ヘッ
ドライト (2 ea)/リフレクター (2)/バンパー ＆ マウント、フロント (2 ea)/ウィンカー 
ハウジング & レンズ (2 ea)/ハードウェア(#8811/8825ボディに適合)

インストール キット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、
TRX-4® Mercedes® G 500® & G 63® (マウント、リア バンパー レンズ、ター
ン シグナル、リバース ライト、フォグ ライト ハーネス、ハードウェアを含
む)
LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、ディス
トリビューションブロックを含む）（#8811ボディに適合、#8028電源が
必要）
LED ライト セット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフラ
イト、配電ブロックを含む) (#8811 ボディに適合) ミラー、サイド、ブ
ラック (左右)/O リング (4)/ワイパー、左、右、およびリア/ ワイパー リ
テーナー (2)/ ボディ クリップ (4)/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (3)

電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)
Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® Mercedes® G 500® & G 63®、
電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフ ライト、配
電ブロックを含む) (#8811 または 8825 ボディに適合) 受信機通信ケー
ブル、Pro Scale® ⾼度な照明制御システム

ルーフ バイザー/ バイザー リテーナー/ バイザー レンズ (2)/ 2.6x6 BCS (3)/ 3x4 GS (4)

サイドマーカーライトハウジング (2) / マウント (2) / レンズ (2) / 1.6x7 BCS (セ
ルフタッピング) (2)
テールライトレンズ(2)/テールライトハウジング(2)/テールライトハウジング
マウント(2)/リバースレンズ(2)/1.6x5 BCS(4)(左右)

9211R ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、ラピッド レッド (塗装済み) (グリ
ル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア タ
イヤ マウント、クリップレス マウントを含む) (要 #8080X インナー フェン
ダー)

8812
6593

9211T ボディ、フォード ブロンコ、⼀式、シャドー ブラック (塗装済み) (グリル、サ
イド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア タイヤ マ
ウント、クリップレス マウントを含む) (要 #8080X インナー フェンダー)

8813X

9211A ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、ベロシティ ブルー (塗装) (グリ
ル、サイド ミラー、ドア ハンドル、フェンダー フレア、ワイパー、スペア タ
イヤ マウント、クリップレス マウントを含む) (要 #8080X インナー フェン
ダー)

8893

6593

9218

分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System 8899

ドアハンドル、左右/トレイルサイト、左右/トレイルサイトリテー
ナー (2)/ 2.6x8 BCS (4)/ 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (5) (適合)
#9211 本体)
フロント ライト ハーネス、Ford Bronco (#6592 ライティング パワー モジュールと 
#6593 ディストリビューション ブロックが必要)
グリル、フォード ブロンコ/グリル マウント/2.6x8 BCS (6)/3x8 BCS (4) (フィット
#9211 本体)
ヘッドライトアッセンブリー⼀式 (2)/ 2.6x8mm BCS (2) (#9211 ボディに適
合)
ラッチ、ボディマウント (2)/3x8 BCS (8)

8898

88179291

9220

9222
6592

6591

8898X
9216
6592 電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ

ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6591

9290

Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む) 6594

8822

8816X

8814X

Pro Scale® LED ライト セット、Ford Bronco、電源モジュール (ヘッドラ
イト、テールライト、配電ブロックを含む) を完備 (フィット
#9211 本体)

9292

6594

9217

9219

9221

リア ライト ハーネス、Ford Bronco (#6592 ライティング パワー モジュールと 
#6593 ディストリビューション ブロックが必要)
受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

サイドミラー、ブラック (左右)/ フロントガラス ワイパー (2)/ カウル/ 
2.5x8 BCS (3)/ 2.5x10 CS (2)/ 1.6x5 BCS (2) (#9211 ボディに適合)

本体（戦術ユニット）
8211X
8019
8017

ボディ、タクティカルユニット、ナイト迷彩(塗装済み)/デカール フェン
ダーブレース、インナー、フロント&リア

スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/ 3x8 BCS (3)/ 3x12 BCS (4) 
(#9211 ボディに適合)

フェンダー フレア、フロント & リア (各 2 個) (#8011 または #8211 シリーズのボディに適
合)

テールライトアッセンブリー⼀式 (2)/ 3x8mm BCS (4) (#9211 ボディに適
合) 8018

8020
フェンダー、インナー、前後各2個/ロックライトカバー(8個)

ボディ（ランドローバー®ディフェンダー®） ミラー、サイド (左右)/シュノーケル/取り付け⾦具 (フィット
#8011系ボディ)8011A ボディ、ランドローバー ディフェンダー、アドベンチャー オレンジ（ExoCage、

インナー フェンダー、フューエル キャニスター、ジャッキ付き） 8021 スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/ネジピン (2)
8011T
8011X
8011R
8012
6593

ボディ、ランドローバー ディフェンダー、ブルー（塗装）∕デカール ボディ、ランド
ローバー ディフェンダー、グラファイトシルバー（塗装）∕デカール ボディ、ランド
ローバー ディフェンダー、レッド（塗装）∕デカール
デカール、ランドローバー ディフェンダー

ボディ（TRX-4®スポーツ）
8112

8111R

8111

キャンピングカー付きボディ、TRX-4®スポーツ（クリア、トリム、塗装
が必要）/ウィンドウマスク/デカールシート
ボディ、TRX-4® Sport (クリア、トリム、LEDライトキット⽤ダイ
カット、要塗装)/ウィンドウマスク/デカールシート分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

ボディ、TRX-4®Sport(クリア‧トリム‧要塗装)/ウィンドウマスク/デ
カールシート8016 ExoCage (組み⽴て⾦具付き。#8015 ルーフ バスケットは別売り) 

(#8011 シリーズのボディに適合) 8113
6593

デカールシート、TRX-4® Sport8019
8017

フェンダーブレース、インナー、フロント、リア

フェンダー フレア、フロント & リア (各 2 個) (#8011 または #8211 シリーズのボディに適
合)
フェンダー、インナー、フロント & リア (各 2)/ロック ライト カバー (8) グリル、ラ
ンド ローバー ディフェンダー/グリル マウント (3)/ヘッドライト ハウジング (2)/レン
ズ (2)/ヘッドライト マウント (2) (#8011 に適合)シリーズ本体）
LEDヘッドライト/テールライトキット（#8011系ボディに適合、別途必要）
#8028電源)
LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフライ
トバー、ロックライト、配電ブロックを含む) (適合)
#8011系ボディ)
LED ライトバー (リジッド)、TRX-4® (#8028 電源が必要) LED ライ
トバー キット (リジッド)/電源、TRX-4®
ミラー、サイド (左右)/シュノーケル/取り付け⾦具 (フィット
#8011系ボディ)
電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)
受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

ルーフバスケット (#8216 ExoCage が必要) (#8011 シリーズのボディに適合) スペア
タイヤマウント/取り付けブラケット/スクリューピン (2)
テールライトハウジング(2)/レンズ(2)/デカール(左右)(#8011系ボ
ディに適合)

分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8120X 遠征⽤ラック⼀式 (牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消⽕器、燃料
⽸、取り付け⾦具を含む) (フィット
#8111または#8111R本体)

8018
8013

8120
8422
8116

遠征ラック/取り付け⾦具 (#8111 または #8111R 本体に適合) 消⽕器、⾚ 
(2)
グリル/グリル リテーナー (2)/グリル マウント/レンズ (2)/2.5x8 BCS (6) (#8111 
または #8112 ボディに適合)
インストール キット、Pro Scale® アドバンスド ライティング コントロール システム、

8027

8095
8083

TRX-4® Sport (マウント、リア レンズ、リバース ライトとターン シグナル ハー
ネス、ハードウェアを含む)8025

8029
8020

8086

8084

8088

8087

8085

8119

6592

LED 遠征ラック シーン ライト キット (#8111 本体に適合、
#8028電源)
LED ヘッドライト/テールライトキット (#8111 または #8112 ボディに適合。
#8028電源)6592

6591

6594

LED ライトバー、フロント バンパー (#8124 フロント バンパーに適合、
#8028電源)
LED ライトバー、ルーフライト (#8111 ボディに適合、#8028 電源が必
要)
LED ライト セット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、配電ブ
ロックを含む) (#8111 または #8112 ボディに適合) ミラー、サイド (左
右)/シュノーケル/取り付け⾦具 (適合)
#8111または#8112本体)
電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)

8015
8021
8014
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6591 Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)

8225 シール キット、レシーバー ボックス (O リング、シール、シリコン グリース
を含む)

8085X Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® Sport、電源モジュール付き 
(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む) (フィット
#8111または#8112本体)

8240X
8239
8216
8226

サーボマウント、2スピード/サーボマウント、T-Lock/ワイヤークリップ 
サーボマウント、ステアリング/シャーシクロスメンバー
ショックタワー、フロント&リア(左右) トレイ、
バッテリー6594 受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8122
8118
8117

シャベル‧斧‧アクセサリーマウント‧取付⾦具 スペア
タイヤマウント‧取付⾦具

差動コンポーネント
8281
8280A
8280X
8280
8280R
8195

キャリア、デフ/デフスライダー/Tロックフォーク 
デフカバー フロント or リア (ブラック) デフカバー 
フロント or リア (クロームメッキ) デフカバー フロ
ント or リア (グレー) デフカバー フロント or リア 
(レッド)
ディファレンシャル、ロッキング、フロントとリア (組み⽴て済み) (T-Lock ケー
ブルとサーボを含む)
ギヤセット、デフ（アウトプットギヤ（2）、スパイダーギヤ（4）、スパイダーギヤシャフ
ト（2））
出⼒ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピン リテーナー (1)/ドライブ カップ 
(1)/ドライブ ボール (1)/ドライブ ピン (1)/3x10 スクリュー ピン (1)/クロス ピン (黒))
(1) スレッドロック付き 3x6 BCS (1))
リングギヤ、デフ‧ピニオンギヤ、デフ
リングギア、デフ/ピニオンギア、デフ（機械加⼯） リングギア、
デフ/ピニオンギア、デフ（オーバードライブ、機械加⼯）

リングギヤ、デフ‧ピニオンギヤ、デフ（アンダードライブ、削り
出し）
スプール/デフハウジングプラグ/e-clip/2.5x8mm BCS (スレッド
ロック付き) (4)

テールゲート パネル/テールゲート リテーナー (2)/テールゲート マウント/テールライ
ト レンズ (2) (左右)/2.5x8 BCS (4) (#8111 または #8112 ボディに適合)

8121X
8121G
8121A
8121

牽引ボード、⻘/取り付け⾦具 牽引ボード、緑/取
り付け⾦具 牽引ボード、⻩⾊/取り付け⾦具 牽引
ボード/取り付け⾦具

本体付属品 8282

1926年

1726年

1834年

1834A
3934
3934A
8215
9228
8115
4915
2514
8081

アンテナ キャップ、ビニール (2)/アンテナ スプール
アンテナ‧チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ(1)/ワイヤーリテー
ナー(1) ボディクリップ(12)(標準サイズ)
ボディ クリップ、ブラック (12) (標準サイズ) ボディ 
クリップ、ヘビー デューティー (12)
ボディ クリップ、ヘビー デューティー (黒) (12)
ボディマウント＆ポスト、フロント＆リア（コンプリートセット） ボディマウ
ント (フロント & リア)/ 3x10mm BCS (7) (#9212 ボディに適合) ボディポスト、
前後 ボディワッシャー、フォーム接着剤 (10) デカールシート、レーシングス
ポンサー

8295

8279
8279R
8287

8288

8297

フェンダー エクステンション (4)/ 3x8 フラットヘッド スクリュー (24) (#8080 ナロー イン
ナー フェンダーが必要)

ドライブライン コンポーネント
9250 ドライブシャフト エクステンション キット、センター (内スプライン、xx ロング (2)、

内スプライン、ミディアム (1)、内スプライン、ショート (1) を含む)8080 フェンダー、インナー(ナロー)、フロント&リア(各2)/ロックライトカ
バー(8)/バッテリープレート/ボディマウント/3x8⽫ネジ(4)/2.5x6 CS
(10) 8250 ハーフ シャフト、センター (内スプライン、フロント (2) & 内スプライン、リア (2)/

外スプライン (2)/ピン リテーナー (4)) (プラスチック パーツのみ)8072 フェンダー、インナー、フロント、リア（各2）/ロックライトカバー（8）/バッ
テリープレート/3x8⽫ネジ（4） 8255A

8269
8269X

スタブアクスル、拡張スレッド (ポータルドライブ) (2) ホイールハブ、
12mm 六⾓ (2)/ スタブアクスルピン (2) (スチール)9288 フェンダー、インナー、フロント&リア(クリップレスボディ取付⽤)(各2個)/ロックライ

トカバー(8個)
公式チームTraxxas®レーシングデカールセット(フラッグロゴ/6⾊)

ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (4)/ 3x10 
スクリューピン (4)9950

9262X 8269A ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマ
イト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)ロールバー(LEDライトバー組込)/ロールバーマウント左右/2.6x12mm 

BCS(セルフタッピング)(4)(#9212ボディに適合) 8269G ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (4)/ 3x10 
スクリューピン (4)9262 ロールバー/ ロールバーマウント、左右/ 2.6x12mm BCS (セルフタッピ

ング) (4) (#9212 ボディに適合) 8269R ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト) (4)/ 
3x10 スクリューピン (4)バンパー＆スキッドプレート

8234
8234R
8067
8237
8124
8137
8235
8236
8125
8136
9237
8138
8238
8067X

バンパー D リング、グレー (フロントまたはリア)/ 2.0x12 CS (4) バ
ンパー D リング、レッド (フロントまたはリア)/ 2.0x12 CS (4) バン
パーマウント、フロント&リア
バンパー マウント、フロント & リア/スクリュー ピン (4) バンパー、
フロント (178mm 幅)/ウインチ/2.6x8 BCS (1) バンパー、フロント 
(クローム)/ バンパー マウント/ 3x10 BCS (2) バンパー、フロント/ウ
インチ/2.6x8 BCS (1) バンパー、リア

リアバンパー（幅176mm）
バンパー、リア (クローム)/ バンパー マウント/ 3x10 BCS (2) エクステン
ダー、スキッド プレート
プッシュバー、バンパー、クローム (組み⽴て済み) (#8137 バンパーに適合) ス
キッドプレート/ロアギアカバー

ハードウェア
1552
1834年

1834A
3934
3934A
4859
8167X

3x8mm 六⾓キャップスクリュー (6)/ワッシャー (6)/レンチ (1) ボディ ク
リップ (12) (標準サイズ) ボディ クリップ、ブラック (12) (標準サイズ) ボ
ディ クリップ、ヘビー デューティー (12) ボディ クリップ、ヘビー デュー
ティー (黒) (12) CS 3x10 フラットヘッド (六⾓ドライブ)

ハードウェア キット、ステンレス鋼、ビードロック リング (4 輪⽤のス
テンレス鋼ハードウェアを含む)
ハードウェア キット、ステンレス鋼、TRX-4® (TRX-4® で使⽤されるすべてのス
テンレス鋼ハードウェアを含む)
ハードウェア キット、ステンレス鋼、TRX-4® ハイ リフト キット (TRX-4® ハイ リフ
ト キットで使⽤されるすべてのステンレス鋼ハードウェアを含む)
六⾓レンチ; 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5球
ナット、4mm フランジ付きナイロン ロック (アルミニウム、ピンク アルマイト) (4) 
ナット、4mm フランジ付きナイロン ロック (スチール、鋸⻭状) (8)
ナット、4mm フランジ付きナイロン ロック、鋸⻭状 (黒) (10) ナット、アルミニウ
ム、フランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (⻘⾊アルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フ
ランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (緑⾊アルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ
付き、鋸⻭状 (4mm) (オレンジアルマイト) ) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付
き、鋸⻭状 (4mm) (⾚アルマイト) (4) PTFE コーティング ワッシャー、5x8x0.5mm 
(20) (ボール ベアリングで使⽤) スクリュー ピン、3x10mm (6)

ネジ、2.5x10 ⽫頭マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
2.5x10mm キャップヘッドマシン (六⾓ドライブ) (6) ネ
ジ、2.5x12mm キャップヘッドマシン (6)
ネジ、2.5x16mm キャップヘッドマシン (6) ネジ、
2.5x6mm キャップヘッドマシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
2.5x8 ⽫頭マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mm ボタ
ンヘッドマシン (六⾓ドライブ) ) (6) ネジ、2.5x8mm 
キャップヘッドマシン (6)
ネジ、2.6x12mm ボタンヘッド、セルフタッピング (六⾓ドライブ) (6) ネ
ジ、2x10mm キャップヘッド、セルフタッピング (六⾓ドライブ) (10) ネ
ジ、2x8mm キャップヘッドマシン (六⾓ドライブ) (6)
ネジ、3x10mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネ
ジ、3x12mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネ
ジ、3x15mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネ
ジ、3x23mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6)

8298

8151

5476X
1747P
3647
8347
1747R
1747G
1747T
1747A
1985年

8221
2523
3229
3236
2618
3215
2524
2617
3965
8299
8167
2564
2577
2578
2579
2591

シャーシ＆アタッチメント
8215
8224

ボディマウント＆ポスト、フロント＆リア（コンプリートセット）
ボックス、レシーバー (密封)/ ワイヤー カバー/ フォーム パッド/ シリコン グリス/ 
3x8 BCS (5)/ 2.5x8 CS (2)
シャーシ コンバージョン キット、TRX-4® (ロング ホイールベースからショート ホイールベー
ス) (リア アッパー & ロア サスペンション リンク、フロント & リア インナー フェンダー、
ショート メス ハーフ シャフト、バッテリー トレイ、3x8mm FCS (4) を含む)

8058

8057 シャシー コンバージョン キット、TRX-4® (ショート ホイールベースからロング ホイー
ルベース) (リヤ アッパー & ロア サスペンション リンク、フロント & リヤ ショック タ
ワー、ロング メス ハーフ シャフトを含む)

8220
9229
8081

シャーシレール、448mm (スチール) (左右) 
シャーシレール、480mm (スチール) (左右)
フェンダー エクステンション (4)/ 3x8 フラットヘッド スクリュー (24) (#8080 ナロー イン
ナー フェンダーが必要)

8080 フェンダー、インナー(ナロー)、フロント&リア(各2)/ロックライトカ
バー(8)/バッテリープレート/ボディマウント/3x8⽫ネジ(4)/2.5x6 CS
(10)

8072 フェンダー、インナー、フロント、リア（各2）/ロックライトカバー（8）/バッ
テリープレート/3x8⽫ネジ（4）

9288 フェンダー、インナー、フロント&リア(クリップレスボディ取付⽤)(各2個)/ロックライ
トカバー(8個)

8218
8224X

フロアパン、左右
レシーバー ボックス カバー (#8224 レシーバー ボックスおよび
# 2260 BEC)/フォームパッド/シール/シリコングリース 
ロックスライダー、左右8219
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2581
2616
2582
2575
3932
2576
3931
3933

ネジ、3x25mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
3x27mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
3x30mm ボタンヘッドミシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
3x6mm ボタンヘッドミシン ( (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
3x6mm フラットヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、
3x8mm ボタンヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、3x8mm 
フラットヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、 4x16mm ボ
タンヘッド機 (六⾓ドライブ) (6)

8146R ステアリングリンク、5x117mm (1)/ ドラッグリンク、5x60mm (1)/ パ
ナールリンク、5x63mm (⾚い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み⽴て) 
(#8140R TRX-4® ロングアームリフトキット⽤)

8144X サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (ブルーパウダーコー
ティングスチール) (中空ボールで組み⽴て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフ
トキット⽤)

8144R サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (レッド粉体塗装
スチール) (中空ボールで組み⽴て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフト
キット⽤)

LEDライトアクセサリー 8144 サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (スチール) (中空
ボールで組み⽴て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット⽤)8031

8089
6589
6593

3-in-1 ワイヤー ハーネス、LED ライト キット 4-in-2 

ワイヤー ハーネス、LED ライト キット ディストリ

ビューション ブロック、LED ライト セット

分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

インストール キット、Pro Scale® アドバンスド ライティング コントロール システム、

8143 サスペンションリンク、フロント下部 (2) (5x104mm、スチール) (中空
ボールで組み⽴て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット⽤) サスペン
ションリンク、フロントロワー、ブルー (2) (5x104mm、粉体塗装スチー
ル) (中空ボールで組み⽴て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキット
⽤)

8143X

8032
TRX-4® Ford Bronco (1979) または Chevrolet K10 Truck (1979) (マ
ウント、リバース ライト ハーネス、ハードウェアを含む)

8143R サスペンションリンク、フロント下部、⾚ (2) (5x104mm、粉体塗装ス
チール) (中空ボールで組み⽴て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキッ
ト⽤)9263

8039
LED ライトバー、組み⽴て済み (#9262 ロールバーに適合)
LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、ディストリ
ビューションブロックを含む）（#8130シリーズボディに適合、#8028電源が必要）

LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイド
マーカーライト、ディストリビューションブロックを含む）（#8130系
ボディに適合）
LED ライト、電源 (安定化、3V、0.5 アンペア)/3-in-1 ワイヤー ハー
ネス
LED ロックライトキット、TRX-4®/TRX-6™ (#8028 電源と #8018、
#8072、または #8080 インナーフェンダーが必要)
電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ
ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配
電ブロックを含む)
Pro Scale® LED ライト セット、TRX-4® シボレー ブレイザーまたは K10 トラック 
(1979 年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイド マーカー ライト、
およびディストリビューション ブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズ
のボディに適合)
受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8145 サスペンションリンク、リア下部 (2) (5x115mm、スチール) (中空ボール
で組み⽴て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット⽤) サスペンション
リンク、リア下部、ブルー (2) (5x115mm、粉体塗装スチール) (中空ボー
ルで組み⽴て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキット⽤)

8145X
8038

8145R サスペンションリンク、リア下部、⾚ (2) (5x115mm、粉体塗装スチール) 
(中空ボールで組み⽴て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキット⽤)8028

8026X

6592

6591

8038X

8142 サスペンションリンク、リアアッパー (2) (5x115mm、スチール) (中空
ボールで組み⽴て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット⽤) サスペン
ション リンク、リア アッパー、ブルー (2) (5x115mm、粉体塗装スチー
ル) (中空ボールで組み⽴て) (#8140X TRX-4® ロング アーム リフト キット
⽤)

8142X

8142R サスペンション リンク、リア アッパー、レッド (2) (5x115mm、粉体塗装
スチール) (中空ボールで組み⽴て) (#8140R TRX-4® ロング アーム リフト 
キット⽤)

8172 組み⽴て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 2.2" 
ブラック クローム ビードロック ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2" タイヤ、
フォーム インサート) (左 1 個、右 1 個)6594

8184 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (2.2 インチ クラシック クローム ホイール、
キャニオン トレイル 5.3x2.2 インチ タイヤ、フォーム インサート) (2)/ センター キャップ (フ
ロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張スレッド スタブが必要)⾞軸）
タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (TRX-4® Sport 2.2" ホイール、
Canyon Trail 5.3x2.2" タイヤ) (2)
タイヤ、キャニオン トレイル 5.3x2.2"/フォーム インサート (2)

ホイール、2.2"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (ブラック ク
ローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) ホイール、2.2"、
Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビード
ロック) (ビードロック リングは別売り)
ホイール、TRX-4® スポーツ 2.2 (2)

ロングアームリフトキット
8162X

8162R

8162

ボディ、GTS ショック、ロング (アルミ、ブルーアルマイト) (1) (使⽤⽤)
# 8140X TRX-4® ロングアームリフトキット)

8181

ボディ、GTS ショック、ロング (アルミニウム、⾚アルマイト) (1) 
(#8140R TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)

8170
8171

ボディ、GTS ショック、ロング (シルバー アルミニウム) (1) (#8140 TRX-4® ロン
グ アーム リフト キット⽤) 8171A

8147
8148

ケーブル、T ロック (中) (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤) ケーブ
ル、T ロック、エクストラロング (193mm) (TRX-4® ロング アーム リフト 
キット⽤)
ケーブル、T ロック、リア (185mm)
ドライブシャフト エクステンション キット、センター (内スプライン x ロング 
(2)、内スプライン ロング (1)、内スプライン ミディアム (1) を含む) (TRX-4® ロ
ング アーム リフト キット⽤)
ロング アーム リフト キット、TRX-4®、⼀式
ロング アーム リフト キット、TRX-4®、⼀式 (パウダー コーティングされた⻘⾊のリ
ンク、陽極酸化処理された⻘⾊のショックを含む)
ロング アーム リフト キット、TRX-4®、⼀式 (⾚い粉体塗装リンク、⾚い
アルマイト ショックを含む)
ロッドエンド、延⻑ (標準 (4)、⾓度付き (4))/ 中空ボール (8) (TRX-4® 
ロングアームリフトキット⽤)
サーボ マウント、ステアリング (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤) 
ショック シャフト、3x57mm (GTS) (2) (バンプ ストップを含む) (TRX-4® ロン
グ アーム リフト キット⽤)
ショック、GTS、アルミニウム (⻘⾊アルマイト) (スプリングなしで組
み⽴て) (4) (#8140X TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤) ショッ
ク、GTS、アルミニウム (⾚⾊アルマイト) (スプリングなしで組み⽴
て) (4 ) (#8140R TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤) ショック、
GTS、シルバー アルミニウム (スプリングなしで組み⽴て) (4) (#8140 
TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)
スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.29 レート、ホワ
イト ストライプ) (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)
スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.39 レート、オレン
ジ ストライプ) (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)
スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.47 レート) (TRX-4® ロン
グ アーム リフト キットに付属)
スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.54 レート、グ
リーン ストライプ) (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)
スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.62 レート、ブルー ストラ
イプ) (TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)
ステアリング リンク、5x117mm (1)/ ドラッグ リンク、5x60mm (1)/ パナー
ル リンク、5x63mm (ブルー パウダー コーティング スチール) (中空ボールで
組み⽴て) (#8140X TRX-4® ロング アーム リフト キット⽤)

8180

モーター＆エレクトロニクス9283
8150 1926年

1726年

2262

アンテナ キャップ、ビニール (2)/アンテナ スプール
アンテナ‧チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ(1)/ワイヤーリテーナー(1)
BEC、コンプリート (12.6 ボルト (3 秒 LiPo) 最⼤⼊⼒電圧) (レシー
バー ボックス カバーとシールを含む)8140

8140X 2064A
2064R
2072X
2252
2272
2072R
8290X
8290A
8290G
8290R
3975R
8290
2254
2253
2251

ギアセット（2065A防⽔サブマイクロサーボ⽤）
ギアセット、メタル（2065R防⽔サブマイクロサーボ⽤） ギアセット、メタル 
(2070、2075 サーボ⽤) ギアセット、⾦属 (2250、2255 サーボ⽤) ギアセッ
ト、⾦属 (2270 防⽔サーボ⽤) ギアセット、⾼速 (2070、2075 サーボ⽤) モー
ターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) モーター
マウントプレート、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) 
モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)

モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (⾚アル
マイト) モーター、タイタン550、逆回転(21回転/14V) (1)プ
レート、モーター/上平⻭⾞カバー
サーボケース、アルミニウム (中) (⻘アルマイト) (2250 サーボ⽤) サーボ
ケース、アルミ (中) (⾚アルマイト) (2255 サーボ⽤) サーボケース、プラ
スチック (上、中、下)/ ガスケット/ ハードウェア ( 2250、2255 サーボ
⽤)
サーボケース‧ガスケット（2270防⽔サーボ⽤） サーボケース‧ガス
ケット（2065A防⽔サブマイクロサーボ⽤） サーボケース‧ガスケット
（2065Rメタルギヤ‧防⽔‧サブマイクロサーボ⽤）

サーボケース‧ガスケット（2065Xメタルギア⽤、防⽔仕様、サブマイクロサー
ボ⽤）
サーボホーン（バネ‧⾦具内蔵）（サミットロッキングデフ⽤）

サーボ、デジタル ハイスピード、メタル ギア (ボール ベアリング)、防⽔ 
サーボ、デジタル ハイトルク 330 コアレス、メタル ギア (ボール ベアリ
ング)、防⽔ (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および 
#8247X メタル サーボ ホーンを推奨)

8140R

8149

8141
8161

8160X

8160R

8160

8153

8154

8155

8156

8157

8146X

2271
2063A
2063R

2063X

5669

2075R
2250
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2255 サーボ、デジタル⾼トルク 400 ブラシレス、メタル ギア (ボール ベ
アリング)、防⽔ (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 
BEC および #8247X メタル サーボ ホーンを推奨)

6512
2978
2064A
2064R
2072X
2252
2272
2072R
2968X

カバープレート、Traxxas® Link Bluetooth® モジュール ヒュー
ズ、D/Cチャージャー、5A (2) (#2974、2975、2977⽤) ギア
セット（2065A防⽔サブマイクロサーボ⽤）
ギアセット、メタル（2065R防⽔サブマイクロサーボ⽤） ギア
セット、メタル (2070、2075 サーボ⽤) ギアセット、メタル 
(2250、2255 サーボ⽤) ギアセット、メタル (2270 防⽔サーボ
⽤) ギアセット、メタル、ハイスピード (2070、2075 サーボ
⽤)
LiPo セル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas® iD® バッテリー⽤の 
#2938X アダプターを含む)
LiPo セル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas® iD® バッテリー⽤ 
#2938X アダプターが必要)
マウント、テレメトリー エキスパンダー

マウント、温度センサー (電気モーター)/ワイヤー タイ/サーマル パッ
ド
受信機、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよび TSM® (5 チャネル) 付き シー
ル キット、エキスパンダー ボックス (O リング、シール、シリコン グリースを含
む)
センサー、⾃動検出可能、温度センサー、⾃
動検出可能、電圧センサー、温度および電圧 
(ロング)
サーボケース、アルミニウム (中) (⻘アルマイト) (2250 サーボ⽤) サーボ
ケース、アルミ (中) (⾚アルマイト) (2255 サーボ⽤) サーボケース、プラ
スチック (上、中、下)/ ガスケット/ ハードウェア ( 2250、2255 サーボ
⽤)
サーボケース‧ガスケット（2270防⽔サーボ⽤） サーボケース‧ガス
ケット（2065A防⽔サブマイクロサーボ⽤） サーボケース‧ガスケット
（2065Rメタルギヤ‧防⽔‧サブマイクロサーボ⽤）

サーボケース‧ガスケット（2065Xメタルギア⽤、防⽔仕様、サブマイクロサー
ボ⽤）
サーボ、デジタル ハイスピード、メタル ギア (ボール ベアリング)、防⽔ 
サーボ、デジタル ハイトルク 330 コアレス、メタル ギア (ボール ベアリ
ング)、防⽔ (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および 
#8247X メタル サーボ ホーンを推奨)
サーボ、デジタル⾼トルク 400 ブラシレス、メタル ギア (ボール ベ
アリング)、防⽔ (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 
BEC および #8247X メタル サーボ ホーンを推奨)
サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔ サー
ボ、デジタルハイトルク、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔ サーボ、
サブマイクロ、防⽔
サーボ、サブマイクロ、防⽔、メタルギア
Telemetry Expander 2.0 および GPS モジュール 2.0、TQi 無線システ
ム Telemetry Expander 2.0、TQi 無線システム (
# 6551X GPSモジュール)
テレメトリ GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム (専⽤
# 6550X テレメトリー エキスパンダー)
TQi 2.4 GHz ⾼出⼒無線システム、2 チャンネル、Traxxas® Link 対応、
TSM® (2 チャンネル送信機、5 チャンネル マイクロ受信機)
TQi 2.4 GHz ⾼出⼒無線システム、Traxxas® Link Bluetooth® モジュー
ル付き 4 チャネル、TSM® (4 チャネル送信機、5 チャネル マイクロ受信
機)
送信機、TQi Traxxas® Link 対応、2.4GHz ⾼出⼒、4 チャンネル (送
信機のみ)
Traxxas® Link Bluetooth® モジュール Y 
ハーネス、BEC

2270
2075X
2065A
2065R
3025

サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔ サー
ボ、デジタルハイトルク、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔サーボ、サ
ブマイクロ、防⽔
サーボ、サブマイクロ、防⽔、メタルギア
XL-5HV 3s 電⼦速度制御、防⽔ (低電圧検出、前進/回転/ブレー
キ)
Yハーネス、BEC2261

Pro Scale® ウインチ & アクセサリー 2968
8867 バンパー、フロント、ウインチ、ミディアム (バンパー マウント、D リング、フェ

アリード、ハードウェアを含む) (TRX-4® 1979 ブロンコおよび 1979 ブレーザーに 
8855 ウインチに適合) (幅 217 mm)

6561
6535

8859
8870X

フェアリード、ウインチ 6533
6552フェアリード、ウィンチ、アルミ（ブルーアルマイト）（フロントバン

パー#8865、8866、8867、8869、9224と併⽤）
8870A フェアリード、ウインチ、アルミニウム (グレーアルマイト) (フロントバン

パー #8865、8866、8867、8869、または 9224 で使⽤) 6526
6527
6521
2254
2253
2251

8870G フェアリード、ウインチ、アルミニウム (グリーンアルマイト) (フロントバン
パー #8865、8866、8867、8869、または 9224 で使⽤)

8870T フェアリード、ウインチ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (フロントバンパー 
#8865、8866、8867、8869、または 9224 で使⽤)

8870R フェアリード、ウインチ、アルミ（⾚アルマイト）（フロントバン
パー#8865、8866、8867、8869、9224と併⽤）

8862
8863
8858
8864X
8864
8864R
8860
8861
8855
8856
8857

ギアモーター、ウインチ
フック、ウインチ (スチール)/ライン リテーナー/ワッシャー 
ハウジング (フロント & リア)、ウインチ/デカール ライン、
ウインチ (ブルー)
ライン、ウインチ（グレー）

ライン、ウインチ（⾚）
スプールシャフトアッセンブリー、ウインチ ス

プール、ウインチ

ウインチ キット、ワイヤレス コントローラー、TRX-4® および TRX-6® ウインチ、
TRX-4® および TRX-6® (#8857 ワイヤレス リモートが必要) ワイヤレス リモー
ト、ウインチ、TRX-4® および TRX-6®

2271
2063A
2063R

2063X

2075R
2250

2255

無線システム、バッテリー、充電器
2823X
2820X
2849X
2872X
2842X
2843X
2869X
2914
2976
2938X

1400mah 11.1v 3 セル 25C リポ バッテ
リー 2200mah 7.4v 2 セル 25C リポ バッテ
リー 4000mah 11.1v 3 セル 25C リポ バッ
テリー 5000mah 11.1v 3 セル 25C リポ 
バッテリーセル 25C LiPo バッテリー 
7600mah 7.4v 2 セル 25C LiPo バッテリー 
バッテリー、電源セル AA アルカリ (4)

AC - DC アダプター

2075X
2270
2065A
2065R
6553X
6550X

6551X

6509Rアダプター、Traxxas® iD® LiPo バッテリー (Traxxas® iD® バッテ
リーを個別のバランス ポートに適合) 6507R

1726年

2943
6548

アンテナ‧チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ(1)/ワイヤーリテー
ナー(1) バッテリー充電インジケーター、緑 (4)、グレー (4)、⻘ (4) 
バッテリードア、TQ 2.4 送信機 (#6516、6517 送信機の交換⽤)

バッテリーストラップ (2200mAh 2 セルおよび 1400mAh 3 セル LiPo 
バッテリー⽤)
バッテリー、電源セル、3000mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー、
シリーズ 3 電源セル、3300mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー、シ
リーズ 4 電源セル、4200mAh (NiMH、7-C フラット)バッテリー、シリーズ 5 パ
ワー セル、5000mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー/充電器コンプ
リータ パック (#2969 2 アンペア NiMH ピーク検出 AC 充電器 (1)、#2923X 
3000mAh 8.4V を含む) 7 セル NiMH iD® バッテリー (1))

バッテリー/充電器コンプリータ パック (#2970 iD® 充電器 (1)、
# 2843X 5800mAh 7.4V 2 セル 25C LiPo iD® バッテリー (1)) バッテリー/
充電器コンプリータ パック (#2970 iD® 充電器 (1)、
# 2849X 4000mAh 11.1v 3 セル 25C LiPo iD® バッテリー (1)) バッテリー/充電
器コンプリータ パック (#2972 デュアル iD 充電器 (1)、#2869X 7600mAh 
7.4V 2 セル 25C LiPo iD® バッテリー (2) を含む)
BEC、コンプリート (12.6 ボルト (3 秒 LiPo) 最⼤⼊⼒電圧) (レシー
バー ボックス カバーとシールを含む)
充電器、D/C、4 アンペア (6 - 7 セル、7.2 - 8.4 ボルト、NiMH) 充電器、EZ-
Peak デュアル、100W、iD ⾃動バッテリー識別機能付き NiMH/LiPo

充電器、EZ-Peak Live Dual、200W、iD ⾃動バッテリー識別機能
付き NiMH/LiPo
充電器、EZ-Peak Plus、4 アンペア、NiMH/LiPo、iD ⾃動バッテリー
識別機能付き
充電器、EZ-Peak® ライブ、100W、iD® ⾃動バッテリー識別機能付き 
NiMH/LiPo
充電器、EZ-Peak® Plus 4s、8 アンペア、iD® Auto Battery 
Identification 付き NiMH/LiPo
通信リンク、テレメトリー エキスパンダー

6530

8222 6511
2261

2923X
2940X
2950X
2960X
2983

すぐにレースができるモデル
92056-4 TRX-4® Scale and Trail® Crawler with 1979 Chevrolet® K10 Truck 

Body: TQi™ Traxxas Link™ 対応 2.4GHz 無線システムを備えた 4WD 電
気トラック

スケールの詳細
2992年 8120X 遠征⽤ラック⼀式 (牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消⽕器、燃料

⽸、取り付け⾦具を含む) (フィット
#8111または#8111R本体)2994

8022T
8022R
8022
8022X
8022A
8023
8023T
8122
8121X
8121G
8121A
8121

フューエルキャニスター（黒）（2）/ ネジピン フューエル

キャニスター（ブルー）（2）/ ネジピン フューエルキャニ

スター（レッド）（2）/ ネジピン フューエルキャニスター

（ホワイト）（2）/ ネジピン フューエルキャニスター（イ

エロー）（ 2)/ スクリューピンジャック (1)/ 2x8 BCS (1)

ジャック (黒) (1)/ 2x8 BCS (1)
ショベル/斧/アクセサリーマウント/取り付け⾦具 牽引
ボード、⻘/取り付け⾦具 牽引ボード、緑/取り付け⾦具 
牽引ボード、⻩⾊/取り付け⾦具 牽引ボード/取り付け⾦具

2991年

2262

2975
2972

2973

2970年

2971
ショックオイル

2981 5031
5032
5033

オイル、ショック（20wt、200cSt、60cc）（シリコン） オ
イル、ショック（30wt、350cSt、60cc）（シリコン） オイ
ル、ショック（40wt、500cSt、60cc）（シリコン）6525
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5034
5035
5036
5037
5029
5038X

オイル、ショック (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコン) オイ
ル、ショック (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
ショック (70 wt、900 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
ショック (80 wt, 1,000 cSt, 60cc) (シリコン) ショックオイ
ルボトル (60cc) (ショックオイル混合⽤)

8232R
2072X
2072R
8274
5355

キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト)、左右 ギアセッ
ト、メタル (2070、2075 サーボ⽤)
ギアセット、メタル、ハイスピード (2070、2075 サーボ⽤) 中空ボール
セット、⼀式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング)
中空ボール、中央に⾼さのある (2)/⾼くオフセットされた中空ボール (2)/バ
ンプステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)
ロッドエンド⼀式（標準（10）、アングル10度（8）、オフセット
（4））
ロッドエンド (10)
ロッドエンド、⾓度 10 度 (8)
ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6) ロッド
エンド、オフセット (4)
サーボホーン、ステアリング、メタル/ 3x14 BCS (1)
サーボ、デジタルハイスピード、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔サー
ボ、デジタルハイトルク300コアレス、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔

サーボ、デジタルハイトルク400ブラシレス、メタルギア（ボー
ルベアリング）、防⽔

ショック オイル セット (20 重量、30 重量、40 重量、50 重量、60 重量、70 重量、および 80 
重量のプレミアム ショック オイルとスピニング カルーセル ラックを含む) 8275

5038 スピニング カルーセル ラック

ショック (GTS) 8276
8277
2742
8278
8247X
2075R
2250

8266A
8266G
8266R
8266
8266X
8264

ボディ、GTSショック(アルミ、ブルーアルマイト) (1) ボ
ディ、GTSショック(アルミ、グリーンアルマイト) (1) ボ
ディ、GTSショック(アルミ、レッドアルマイト) (1) ボ
ディ、GTSショック(アルミ、シルバー) -アルマイト) (1)
ボディ、GTS ショック (硬質アルマイト、PTFE コーティング アルミニウム) (1) キャッ
プ&スプリングリテーナー、GTSショック(アッパーキャップ(2)/中空ボール(4)/ボトム
キャップ(2)/アッパーリテーナー(2)/ロワーリテーナー(2))
中空ボール セット⼀式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング) マルチ
ツール（プラスチック）
ピストン、ダンパー (レッド) (4)/ e-クリップ (8)

2255
8274
5475
8261
8262

2075X
5529

サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア（ボールベアリング）、防⽔
シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2)/ 中空ボール、キャプ
チャー (4)リビルド キット、TRX-4® ショック (X リング、O リング、ピストン、ブッシング、e ク

リップ、ロッドエンド、トラベル リミッター)
ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2)

8246
8243
8244
8245

ステアリングリンク 5x60mm (1)/ ドラグリンク 5x117mm (1) (スチール) サスペンショ
ンリンク、フロント、5x100mm (ロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロ
ント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm 
(アッパーまたはロワー) (スチール) (2)

8263
8263T
8260X

ショックシャフト、3x47mm (GTS) (窒化チタンコーティング) (2)
ショック、GTS 硬質アルマイト、PTFE コーティング アルミニウム ボディ、TiN 
シャフト (スプリング リテーナーで組み⽴て) (2)

8260A ショック、GTS、ブルー アルマイト (スプリング リテーナーで組み⽴て) (2) サスペンションリンケージ
8058 シャーシ コンバージョン キット、TRX-4® (ロング ホイールベースからショート ホイールベー

ス) (リア アッパー & ロア サスペンション リンク、フロント & リア インナー フェンダー、
ショート メス ハーフ シャフト、バッテリー トレイ、3x8mm FCS (4) を含む)

8260G ショック、GTS、グリーン アルマイト (スプリング リテーナーで組み⽴て) (2)

8260R
8260

ショック、GTS、⾚⾊アルマイト (スプリングリテーナーで組み⽴て) (2) 8057 シャシー コンバージョン キット、TRX-4® (ショート ホイールベースからロング ホイー
ルベース) (リヤ アッパー & ロア サスペンション リンク、フロント & リヤ ショック タ
ワー、ロング メス ハーフ シャフトを含む)

ショック、GTS、シルバー アルミニウム (スプリング リテーナーで組み⽴て) 
(2)

スリッパークラッチ部品 8274
5355

中空ボール セット⼀式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング)
中空ボール、中央に⾼さのある (2)/⾼くオフセットされた中空ボール (2)/バ
ンプステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)8292

8286
8254

⼊⼒軸/出⼒軸 (トランスミッション) 出⼒軸 (ト
ランスファーケース)、フロント & リア
リビルドキット、スリッパークラッチ (スチールディスク (2)/フリクションインサート (2)/4.0mm NL (1)/
スプリングワッシャー (2))

スリッパーエリミネータープレート

8275 ロッドエンド⼀式（標準（10）、アングル10度（8）、オフセット
（4））

8276
8277
2742
8278
5529

ロッドエンド (10)
ロッドエンド、⾓度 10 度 (8)
ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6) ロッド
エンド、オフセット (4)

8249

スプリングス
8041
8040
8042
8043
8044
8045

スプリング、ショック (GTS) (フロント) (0.45 レート) 
(2) スプリング、ショック (GTS) (リア) (0.54 レート) (2)
スプリング、ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.22 レート、⻩⾊のストライプ) (2) スプリン
グ、ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.30 レート、ホワイト ストライプ) (2) スプリング、
ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.39 レート、オレンジ ストライプ) (2) スプリング、ショッ
ク (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.61 レート、ブルー ストライプ) (2)

シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2)/ 中空ボール、キャプ
チャー (4)
サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2)8243

8244
8248
8245

サスペンションリンク、フロント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2) サスペンション
リンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリン
ク、リア、5x121mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2)

平⻭⾞‧ピニオンギヤ チームトラクサスのアイテム
6746
6747
3942X

ギア、10-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適合)/セット ス
クリュー ギア、11-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適
合)/⽌めねじ

ギア、13-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、14-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、15-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、16-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、17-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、18-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、19-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、20-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、21-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、22-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティー (機械加⼯、硬化鋼) (3mm シャフ
トに適合)/セット スクリュー
ギア、9-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適合)/⽌めね
じ平⻭⾞、39 ⻭ (32 ピッチ)
平⻭⾞、45 ⻭ (32 ピッチ)

2514
6160X
9950
9909

デカールシート、レーシングスポンサー
DVD、マックス®パワー！フルスロットル アクション (スリーブ) 公式チーム 
Traxxas® レーシング デカール セット (旗のロゴ/6 ⾊) Traxxas® レーシング バ
ナー、レッド & ブラック (3x7 フィート)3943X

タイヤ＆ホイール
3944X 8169T

8168T
8169X
8168X
8169G
8168G
8169R
8168R
8169
8168
8164

ビードロック リング、ブラック (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) 
ビードロック リング、ブラック (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) 
ビードロック リング、ブルー (1.9") (アルミニウム) ) (4)/ 2x10 CS (48) ビー
ドロックリング、ブルー (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビードロッ
クリング、グリーン (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48)ビードロック リ
ング、グリーン (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビードロック リン
グ、レッド (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビードロック リング、
レッド (2.2") (アルミニウム) ) (4)/ 2x10 CS (48) ビードロックリング、サテ
ン (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビードロックリング、サテン 
(2.2") (アルミニウム)(4)/ 2x10 CS (48)

3945X

3946X

3947X

3948X

3949X
センター キャップ、ホイール (クローム) (4)/デカール シート (#8255A 延⻑
スレッド スタブ アクスルが必要)3950X

8176 センター キャップ、ホイール (クローム) (4)/デカール シート (#8255A 延⻑
スレッド スタブ アクスルが必要)3951X

8164X センター キャップ、ホイール (クローム) (フロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張スタ
ブ アクスルが必要)
ナット、4mm フランジ付きナイロン ロック (アルミニウム、ピンク アルマイト) (4)

3952X
1747P
1747R
1747G
1747T
1747A
8172

6745
8052
8053

ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (⻘⾊アルマイト) (4) ナッ
ト、アルミニウム、フランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (緑⾊アルマイト) (4) ナット、ア
ルミニウム、フランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (オレンジアルマイト) ) (4) ナット、アル
ミニウム、フランジ付き、鋸⻭状 (4mm) (⾚アルマイト) (4)ステアリング部品 組み⽴て済みのタイヤとホイール (Method 105 2.2™ ブラック クローム ビー
ドロック ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2™ タイヤ、フォーム インサート) 
(左 1 個、右 1 個) (TRX-4 ロング アーム リフト キット⽤)

8232
8232X
8232A

キャスター ブロック (ポータル ドライブ)、左右
キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (ブルー アルマイト)、左右 キャ
スター ブロック、6061-T6 アルミニウム (チャコール グレー アルマイト)、左
右
キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (グリーン アルマイト)、左右

8174 組み⽴て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 1.9" 
ブラック クローム ビードロック ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ、
フォーム インサート) (左 1 個、右 1 個)8232G
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8182 組み⽴て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 1.9" サテ
ン ブラック クローム、ブルーのビードロック スタイル ホイール、Canyon Trail 
4.6x1.9" タイヤ、フォーム インサート) (左 1 個、右 1 個)

8249
8296
8196

スリッパーエリミネータープレート トランスミッショ
ンギア、シングルスピード、メタル 2速コンバージョ
ンキット

8166 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、
キャニオン トレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (2)/ センター キャップ (2)/ デカー
ル シート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)

Traxxas ツール
3433X
3433
3436
3432
3431
8712

ボディリーマー（アルミハンドル） ボディリー
マー（プラスチックハンドル） キャップ、ボ
ディリーマー
はさみ、湾曲した先端
はさみ、ストレートチップ

8177 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、
キャニオン トレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (2)/ センター キャップ (2)/ デカー
ル シート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)

8166X タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、
キャニオン トレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (4)/ センター キャップ (4)/ デカー
ル シート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)

スピード ビット エッセンシャル セット、ヘックスおよびナット ドライバー、7 ピース、プレ
ミアム ハンドル (ミディアム)、トラベル ポーチ、ヘックス ドライバー (ストレート: 
1.5mm、2.0mm、2.5mm) およびナット ドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm) を含む、
および 8.0mm)、1/4 インチ ドライブ

8183X タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (1.9 インチ クラシック クローム ホイー
ル、キャニオン トレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (4)/ センター キャップ (4)/ デカール 
シート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要) 8720

8721
8722
8710

スピード ビット ハンドル、ラージ (オーバーモールド) スピード 
ビット ハンドル、ミディアム (⼀体型) スピード ビット ハンドル、
プレミアム (ラバー オーバーモールド)

8184 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (2.2 インチ クラシック クローム ホイール、
キャニオン トレイル 5.3x2.2 インチ タイヤ、フォーム インサート) (2)/ センター キャップ (フ
ロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張スレッド スタブが必要)⾞軸）
タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (Tactical 1.9" ホイール、
Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)

スピード ビット マスター セット、六⾓およびナット ドライバー、13 ピース、プレ
ミアム ハンドル (中)、トラベル ポーチ、六⾓ドライバー (ストレート: 1.5mm、
2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボール エンド: 2.0mm、 2.5mm、
3.0mm)、ナットドライバー(4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、
8.0mm)、1/4” ドライブ

8273

8272X タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (TRX-4® 1.9" サテン ビードロック ホイー
ル、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)

8272 タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (TRX-4® 1.9" ホイール、
Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)

8711 スピード ビット マスター セット、ヘックス ドライバー、7 ピース ストレートとボール エン
ド、プレミアム ハンドル (ミディアム)、トラベル ポーチ、ヘックス ドライバー (ストレート: 
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) が含まれています (ボール エンド: 2.0mm、 
2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ

8179 タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (TRX-4® Sport 1.9" ホイール、
Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)

8181 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (TRX-4® Sport 2.2™ ホイール、
Canyon Trail 5.3x2.2™ タイヤ) (2) (TRX-4 ロング アーム リフト キット⽤)

8719 スピード ビット マスター セット、ナット ドライバー、6 本⼊り、プレミアム ハンドル (ミ
ディアム)、トラベル ポーチ、ナット ドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、
7.0mm、8.0mm)、1/4 インチ ドライブを含む

8270
8170

タイヤ、キャニオン トレイル 4.6x1.9" (S1 コンパウンド)/ フォーム インサート (2) 8716 スピード ビット セット、ヘックス ドライバー、2 ピース ボール エンド (2.0mm、2.5mm)、1/4" ドラ
イブタイヤ、キャニオン トレイル 5.3x2.2™/ フォーム インサート (2) (TRX-4 ロングアー

ム リフト キット⽤) 8716X スピードビットセット、ヘックスドライバー、3ピースボールエンド(2.0mm、
2.5mm、3.0mm) 1/4"差込⾓8269

8269X
ホイールハブ、12mm 六⾓ (2)/スタブアクスルピン (2) (スチール)
ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (4)/ 3x10 
スクリューピン (4)
ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマ
イト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)
ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (4)/ 3x10 
スクリューピン (4)
ホイールハブ、12mm 六⾓、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト) (4)/ 
3x10 スクリューピン (4)
ホイール、1.9 インチ、クローム (2)/センター キャップ (2)/デカール シート (要
#8255A 延⻑スレッドスタブアクスル)
ホイール、1.9 インチ、クローム (2)/センター キャップ (2)/デカール シート (要
#8255A 延⻑スレッドスタブアクスル)
ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (ブラック ク
ローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) ホイール、1.9"、
Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビード
ロック) (ビードロック リングは別売り)
ホイール、Method 105 2.2" (ブラック クローム、ビードロック) (ビード
ロック リングは別売り) (TRX-4 ロング アーム リフト キットで使⽤) ホイー
ル、Method 105 2.2" (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リ
ングは別売り) ( TRX-4 ロング アーム リフト キットと併⽤) ホイール、
TRX-4 スポーツ 2.2 (2) (TRX-4 ロング アーム リフト キットと併⽤)

ホイール、TRX-4® 1.9 (2)
ホイール、TRX-4® 1.9 (サテンビードロック) (2) 
ホイール、TRX-4® Sport 1.9 (2)
ホイール、TRX-4® タクティカル 1.9 (2)

8715 スピードビットセット、ヘックスドライバー、3ピースストレート(1.5mm、
2.0mm、2.5mm)、1/4"差込⾓

8269A 8715X スピード ビット セット、ヘックス ドライバー、4 ピース ストレート (1.5mm、2.0mm、
2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ

8269G 8714 スピード ビット セット、ドライバー、3 ピース ストレート (3mm マイナス、#1 
プラス、#2 プラス ビット)、1/4" ドライブ

8269R 2748R ⼯具セット(1.5mm六⾓レンチ/2.0mm六⾓レンチ/2.5mm六⾓レンチ/
四⽅レンチ/8mm&4mmレンチ/Uジョイントレンチ)

8165
3415 ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、

4mm ドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mm ナットドライバー/
2mm、3mm、4mm マイナスドライバー/#00 プラス) 、
# 0 プラス、および #1 プラス ドライバー/4 mm および 8 mm レン
チ/ドライバー ハンドル)

8175

8173

8173A TRX-4® Traxx®
8889
8890
8885

ベアリングリテーナー、インナー (2)/アウター (2) ド
ライブホイール (1)

8171

8171A ショックマウント（フレーム左（2）、フレーム右（2））∕ポータルマウント
（フロント（左右）、リア（左右）各1）

8180 8888
8887
8886
8891
8881

春 (4)
スタブアクスル (1)

スタブアクスルナット (4)

テンション ホイール (6)/ロード ホイール (4)
8271
8271X
8178
8268

Traxx®、フロント、左 (組み⽴て済み) (#8887 スタブ アクスル、#7061 GTR ショッ
ク、#8895 ラバー トラックが必要)

8882 Traxx®、フロント、右 (組み⽴て済み) (#8887 スタブ アクスル、#7061 GTR 
ショック、#8895 ラバー トラックが必要)トランスミッション部品

8283
8284
9283
8195

ケーブル、Tロック（フロント）

ケーブル、Tロック（リア）
ケーブル、T ロック、リア (185mm)

8883 Traxx®、リア、左 (組み⽴て済み) (#8887 スタブ アクスル、#7061 GTR 
ショック、#8896 ラバー トラックが必要)

8884 Traxx®、リア、右 (組み⽴て済み) (#8887 スタブ アクスル、#7061 GTR 
ショック、#8896 ラバー トラックが必要)ディファレンシャル、ロッキング、フロントとリア (組み⽴て済み) (T-Lock ケー

ブルとサーボを含む) 8880
8895

Traxx®、TRX-4® (4) (コンプリート セット、フロント & リア)

8289
8293X

ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ トレッド、オールテレーン、TRX-4® Traxx® (フロント、左または右) (ラバー) (1)

ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T ⼊⼒ギア、36T 出⼒
ギア、2x9.8 ピン (5) を含む) 8896 トレッド、オールテレーン、TRX-4® Traxx® (リア、左または右) (ラバー) (1)

8291
8285
5041
8292
8290X
8290A
8290G
8290R
8295

ギアボックス ハウジング (メイン ハウジング、フロント ハウジング、およびカバーを含む) ギア、ト

ランスファー ケース (3)

グリス、プレミアムハイパフォーマンス（20cc） 
⼊⼒軸‧出⼒軸（トランスミッション）
モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) モーターマウ
ントプレート、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウン
トプレート、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)
モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (⾚アルマイト)

質問がある場合、または技術的なサポートが必要な場合は、Traxxas までお電話ください:

1-888-TRAXXAS
(1-888-872-9927) (⽶国居住者のみ)

出⼒ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピン リテーナー (1)/ドライブ カップ 
(1)/ドライブ ボール (1)/ドライブ ピン (1)/3x10 スクリュー ピン (1)/クロス ピン (黒))
(1) スレッドロック付き 3x6 BCS (1))

ご注⽂、⽶国外からのお電話、その他の情報については、972-549-3000 までお電話ください。
またはファックスで 972-549-3011 電⼦メール Traxxas ( support@Traxxas.com ) に送信してください。

8294
8286
8290

アウトプットギア、ハイレンジ、24T(メタル)アウトプッ
トシャフト(トランスファーケース)、前後プレート、モー
ター/アッパースパーギアカバー

トラクサス.com
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