
T-Maxx® (モデル 49104-1) 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。

エアフィルター
4922X シャーシ、7075-T6 ビレット加⼯アルミニウム (4mm) (ブルー)/ハード

ウェア
5262 エアフィルターおよびプレフィルターインサート、フォーム (⼤容量) (3) (オイル塗布済み、組

み⽴て済み) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
エアフィルター本体（⼤容量）/ フィルターサポート/ キャップ/ フォームフィルター、プレ
フィルター/ T-Maxx® フィルターベース（⾓度付き）/ ワイヤーマウント/ ハードウェア（各 
1）（Maxx® トラックに適合）（TRX® 2.5、2.5R） 、3.3)

4947X
5167

スキッドプレート、トランスミッション、T6 アルミニウム (ブルー)
スライド キャブ リンケージ ベルクランク ポスト/ 5x8x2.5 プラスチック ブッシング (2)/

5267 ベルクランク/ 5x8x0.5 繊維ワッシャー (2)/ 3x10 WM

クラッチ‧関連パーツ
5260 エア フィルター ハウジング/フォーム インサート/ストレート ベース/アングル ベース/ケーブル 

タイ (各 1 個) (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
4609
4611
4118

ボールベアリング (5x10x4mm) (2) 
ボールベアリング (5x11x4mm) (2)

5261
5263

エアフィルターインサート、フォーム (3) (プレオイル) (TRX® 2.5、2.5R、3.3) オイル、エ

アフィルター
クラッチベル、(18 ⻭)/ 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2)/ 5mm E クリップ
(#4609 が必要 - ボールベアリング、5x10x4mm (2))
クラッチベル (20 ⻭)/ 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2)/ 5mm E クリップベアリング＆ブッシング 4120
(#4611-ボールベアリングが必要、5x11x4mm (2)

4889
4612
4609
4611

ボールベアリング (1)(10x19x5mm) 
ボールベアリング (10x15x4mm) (2) 
ボールベアリング (5x10x4mm) (2) 
ボールベアリング (5x11x4mm) (2)

4122 クラッチベル、(22 ⻭)/ 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2)/ 5mm E-クリップ 
(#4611 ボールベアリングが必要、5x11x4mm (2))

4146X クラッチシュー(2)/スプリング(T-Maxx®/Rev o®/Jato®/Nitro 4-Tec®)
3281
1633

コーン、スプリット ベベル E 

クリップ/C リング2728
4614

ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2) 
ボールベアリング (6x12x4mm) (2) 6542X

4142
5244

フライホイール (⼤型、スターター ボックス⽤ローレット)
フライホイール (N. Rustler®/Sport®/Stampede®/T-Maxx®/Rev o®/Jato®) フライホ
イールナット (TRX® 2.5、2.5R、3.3)

5119 ボールベアリング、ブルーラバーシール (10x15x4mm) (2)
5115
5116

ボール ベアリング、ブルー ラバー シール (5x10x4mm) (2) 
ボール ベアリング、ブルー ラバー シール (5x11x4mm) (2) 6542

1985年

マグネット付フライホイール（35mm）
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)5114 ボールベアリング、ブルーラバーシール (5x8x2.5mm) (2)

5117
2545

ボールベアリング、ブルーラバーシール (6x12x4mm) (2) ベル
クランクブッシング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4) 差動コンポーネント

本体‧付属品 4982 デフギヤセット: 13-T アウトプットギヤシャフト (2) / 13-T スパイダーギヤ (2) / スパイ
ダーシャフト (1) / 6x10x0.5mm PTFE コーティングワッシャー (1)

1926年

5526
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 クリンプ ナット、アルミニウム (⻘アルマイト)/アンテナ ナット ツール

4980X
4981

ハウジング、デフ（リング側/⾮リング側）（各1）/ピニオンカラー
（1）リングギア、37-T/13-Tピニオン/デフキャリア/6x10x0.5mm 
PTFEコーティングワッシャー（1）/ 2x8mm ⽫⼩ネジ (4)5526R

1726年

アンテナ クリンプ ナット、アルミニウム (⾚アルマイト)/アンテナ ナット ツール 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) 1647年

4981X
シリコーングリース

3170X
1834年

バッテリー ホルダー、4 セル/オンオフ スイッチ 
ボディ クリップ (12) (標準サイズ)

スプール (ディファレンシャルをなくし、オフロードのみで使⽤)(#4981 リングギアが
必要)

3934
4914R

ボディ クリップ、ヘビー デューティー (12)

ボディ マウント ポスト、フロント (2)/ボディ マウント、リア/ボディ マウント スクリュー 
ピン (4)

ドライブライン コンポーネント
4932
4928X

アクスルキャリア/ステアリングブロック (2)

1815年

4915
ボディワッシャー (8)
ボディワッシャー、フォーム接着剤 (10)

差動出⼒ヨーク (ヘビー デューティー) (2)/セット スクリュー ヨーク ピン、M4/10 (2)

4911
4926X

ボディ、T-Maxx®（クリアー、要塗装）
本体、T-Maxx®、ProGraphix® (T-Maxx® 2.5 の交換⽤)

4951X ハーフ シャフト、ロング (ヘビー デューティー) (外スプライン (2) & 内スプライン 
(2))/⾦属 U ジョイント (4)

塗装済みボディ。グラフィックは印刷されており、塗装と最終⾊の適⽤が必要
です)/デカールシート

4949X ハーフ シャフト、ショート (ヘビー デューティー) (外スプライン (2) および内スプライン (2))/ 
⾦属 U ジョイント (4)
六⾓ホイールハブ (f セットの⾼さ、14x7.5mm) (2)/アクスルピン (2.5x12mm) (2)4959

4955
4913X デカールシート、ジョーズ T-Maxx®

ピン、アクスル (2.5x12mm) (4)2514
4913

デカールシート、レーシングスポンサー
デカールシート、T-Maxx® (4911X ボディで使⽤) 4953X

4927X
スタブアクスル (ヘビーデューティー) (2)

トランスミッション出⼒ヨーク (ヘビー デューティー) (2)/セット スクリュー ヨーク ピン、
M4/10 (1) & M4/18.5 (1)

4912 T-Maxx®/E-Maxx ⽤ディスラプター本体 (カスタム塗装およびト
リム)
オフィシャル Team Traxxas® レーシングデカールセット (フラッグロゴ/6⾊)9950 4954

4954R
ホイールハブ、六⾓ (2)/アクスルピン (2.5x12mm) (2) ホ
イールハブ、六⾓ (スチール)ブレーキ部品 4954X ホイールハブ、六⾓、6061-T6 アルミニウム (ブルー) (4)/アクスルピン 
(2.5x10mm) (4)
ホイール ハブ、スプライン、17mm (グリーン アルマイト) (4)/ ホイール ナット、
スプライン、17mm (ブルー アルマイト) (4)/ スクリュー ピン、4x13mm (スレッ
ドロック付き) (4)

4966X ブレーキアダプター、六⾓アルミニウム (⻘) (HD シャフトで使⽤)
4967
4964

ブレーキカム(ブルー)/カムレバー/3mm⽌めネジ ブレー
キディスク

5353G

4965 ブレーキパッド (2)/ブレーキピストン/ 3x15mm キャップ六⾓ネジ (2)

バンパー＆スキッドプレート
5353A ホイール ナット、スプライン、17mm (グリーン アルマイト) (4)

4936 バンパー マウント、フロント (l&r)/ バンパー マウント、リア (l&r)/ 3x12mm 
RHM ネジ (8)

エンジン＆サーボマウント
5160
4960X

エンジンマウント、アルミニウム/ワッシャー付き 3x10 CS (8)

4935X
4935

バンパー、6061-T6、つや消しアルミニウム (前後) バ
ンパー、サテン仕上げ (f & r)

エンジンマウント、機械加⼯ 6061-T6 アルミニウム (ブルー) (ネジ付き) (T-
Maxx® シリーズ)

4947X スキッドプレート、トランスミッション、T6 アルミニウム (ブルー) 4918
4918X

サーボマウント、ステアリング/シフト (前後) (ブラック)

4937
4937A

スキッドプレート、フロント プラスチック (黒)/ステンレス プレート スキッ
ドプレート、フロントプラスチック（グレー）/ステンレスプレート

サーボマウント、ステアリング/シフト(アルミ削り出し)(ブルー)(前後)/
⼩ネジ (8)
サーボ マウント、ステアリング/シフト (f & r) (グレー)4938

4938A
スキッドプレート、リア プラスチック (ブラック)/ステンレス プレート ス
キッドプレート、リア プラスチック (グレー)/ステンレス プレート

4918A
4919X サーボマウント、スロットル/ブレーキ(アルミ削り出し)(⻘)(前後)/

シャーシ＆アタッチメント
⼩ネジ (8)
サーボマウント、スロットル/ブレーキ (1) (グレー)4919A

3170X
4925X

バッテリーホルダー、4セル/オンオフスイッチ
箱、バッテリー(グレー)/接着剤 EF OAMシャーシパッド/充電ジャックプラグ(ゴ
ム)

エンジン部品
5237 冷却ヘッド、PowerTune (機械加⼯アルミニウム、⻘⾊アルマイト) (TRX® 2.5 

および 2.5R)/ ヘッド プロテクター (プラスチック)4925
5159

箱、バッテリー/粘着フォームシャーシパッド
ボックス、レシーバー（上下半分）/クリップ（1）/フォームパッド 3232X グロープラグ、スーパーデューティー（ロングミディアム）/ガスケット

5227
5211R

ヘッドプロテクター、クーリングヘッド (2) (TRX® 2.5、2.5R)
ローラークラッチ/ 6x8x0.5 TW (1) (ワンウェイベアリングとも呼ばれます) (TRX 2.5、
2.5R、3.3)

4923
4923A

シャーシブレース、下部 (2) (黒) 
シャーシブレース、下部 (2) (グレー)

4923X シャシーブレース、下部機械加⼯済み 6061-T6 アルミニウム (ブルー) (2)/ 5277
5170

シャフト、スターター (TRX® 2.5、2.5R、3.3)

スターター、リコイル (ネジ付き) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
ハードウェア
シャーシ、6061-T6 アルミニウム (4.0mm) (ブルー) (標準交換品)5122R
f または T-Maxx® Classic)

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.211008 1005

  



ページ 2 T-Maxx®: TRX® 2.5 & TQ™ 2.4GHz ラジオ (モデル 49104-1) 部品リスト

排気 5001R リビルドキット、燃料フィラーボトル (ボトルの蓋 (1) と分配チューブキャップ、ゴム 
(2) (8mm または 5/16 インチの分配チューブ⽤) を含む)

3155
5296

ケーブルタイ、ミディアム (ブラック) (6)
継⼿、パイプ圧⼒⽤⼊⼝ (90 度) (1)

5070
5020

Top Fuel®、20% ニトロ (ガロン) 
Top Fuel®、20% ニトロ (クォート)

3296
5146
5140

フィッティング、燃料または⽔冷却⽤のインレット (ニップ
ル) (2) ハンガー、⾦属 (T-Maxx®/S-Maxx®) (TRX 2.5、2.5R)
ヘッダー、アルミニウム (T-Maxx®) (リア排気エンジンのみ) (TRX 2.5、
2.5R、3.3)

5080
5030

Top Fuel®、33% ニトロ (ガロン) 
Top Fuel®、33% ニトロ (クォート)

ハードウェア
5256
5246

Oリング、ヘッダー 12.2x1mm (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
パイプカプラー、モールド (パイプ 5152 (T-Maxx®) & 4452R と併⽤) 
(TRX® 2.5、2.5R、3.3)

3642
1834年

取り付けネジ、ショック (3x12mm ショルダー ネジ) (6) ボ
ディ クリップ (12) (標準サイズ)

3934 ボディ クリップ、ヘビー デューティー (12)

5142 ネジ、3x15mm キャップヘッド マシン (六⾓ドライブ) (スプリットおよびフラット ワッ
シャー付き) (6)

1633
5477

Eクリップ/Cリング
マイナスレンチ 5mm（ブルーアルマイト）

4942 チューンドパイプ、⾼性能（アルミニウム）（ブルーアルマイト）/パイ
プハンガー/ネジ/ナット（#4941が必要）
チューンドパイプ、プラスチック (TRX® 2.5、2.5R、3.3)

5478 マイナスレンチ 8mm（ブルーアルマイト）
3980
5476X

グロープラグレンチ（万能レンチ）
六⾓レンチ; 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール5152

5487 チューンドパイプ、レゾネーター、ROAR リーガル (アルミニウム、ダブルチャン
バー) (TRX® レーシングエンジンを搭載した T-Maxx® ⾞両に適合)

5475 マルチツール（プラスチック）

4147X
1942年

ナット、5mm フランジ付きナイロン ロック (アルミニウム、⻘アルマイト) (4) ロッドエンド
（ロング16本、ショート4本）∕中空ボールコネクター（18本）∕ボールネジ（2本）EZスタート2＆関連パーツ

4579
5280

コネクター、ワイヤーハーネス (EZ-Start® および EZ-Start® 2) 
コントロールボックス (⼀式) (EZ-Start® 2)

2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6)
2742X
5169

ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6) ネ
ジ、2.6x8mm ⽫頭マシン (6)5281 ベルト クリップ付きコントロール ボックス バッテリー カバー (EZ-Start® 2)

5273
5270R

クッションドライブエレメント (4) (EZ-Start® 2)
EZ-Start® 2、コントローラー、ドライブユニット、ワイヤーハーネスを備えた完全な
システム

2562
3159

ねじ、2.6x8mm 丸頭機 (6)
ネジ、3x10mm キャップヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6)/ロック ワッシャー 
(6)/六⾓レンチ
ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (6) (スレッドロック付きスターター取
り付けネジ)

5276
5148

ギアセット (⼀式) (EZ-Start® 2) グリ
ス、⽩⾊リチウム

5282

5275 ハウジングセット (インナー、アウター)/ 3x12mmBCS (5)/ 3x20BCS (1)/ モーター
ブッシング (EZ-Start® 2)
リード線、グロープラグ（⻘）（EZ-Start®、EZ-Start®2）

2578
5142

ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6) ネジ、3x15mm キャップ
ヘッド マシン (六⾓ドライブ) (スプリットおよびフラット ワッシャー付き) (6)

4581
4581X 4897 ネジ、セット (グラブ) 4mm (6) (スレッドロック付き)リード線、グロープラグ（⻘）（EZ-Start® および EZ-Start® 2）/モレックス

ピン エクストラクタ (グロー プラグ ワイヤにブレット コネクタがない場合
に使⽤)

マニュアル
4999X 取扱説明書、T-Maxx®

5279
5211R

モーター/ピニオンギア/モーターブッシング (EZ-Start® 2)
ローラークラッチ/ 6x8x0.5 TW (1) (ワンウェイベアリングとも呼ばれます) (TRX 2.5、
2.5R、3.3)
ねじ、2.6x8mm ⽫頭機械 (6)

無線システム、バッテリー、充電器
2976
6548

AC-DCコンバーター、40W
バッテリードア、送信機 (交換⽤ #6516、6517、6528、6529、5169

5282 ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (6) (スレッドロック付きスターター取
り付けネジ)
ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (六⾓ドライブ) (6)

6530 送信機)
2914
3037
2919

バッテリー、電源セル AA アルカリ (4)
バッテリー、RX パワー パック (5 セル ハンプ スタイル、NiMH、1200mAh) バッテ
リー、シリーズ 1 電源セル 1800mAh (NiMH、6-C フラット、7.2V、Sub-C)

2578
5277 シャフト、スターター (TRX® 2.5、2.5R、3.3)

フロントサスペンション＆ステアリング 2977年

2010年

充電器、DC、2 アンペア (Molex) (5 - 6 セル、6.0 - 7.2 ボルト、
NiMH) ギアセット (2018 サーボ⽤)4934 アルミキャップ、ピボットボール (4)

6556 マウント、テレメトリー エキスパンダー (XO-1®、E-Revo®*、Summit*、すべての T-
4934X
4932

アルミニウムキャップ、ピボットボール (ブルーアルマイト) (4) ア
クスルキャリア/ステアリングブロック (2)

Maxx®/E-Maxx® トラック、Revo® 3.3、Slayer Pro 4X4) (*リア シャーシ ブ
レース #5632 が必要)

2728
2545

ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2) ベルクランク ブッ
シング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4)

6536 マウント、RPM センサー (ニトロ エンジン)/ 3x10mm CS、スプリットおよびフラット ワッ
シャー付き (2)

4944 ベルクランク ポスト、アルミニウム (2)/ステアリング リンク スレッド ロッド (3x25mm)/ロン
グ ロッド エンド (2)

6526
6527

センサー、⾃動検出可能、温度センサー、
⾃動検出可能、電圧

3930 バルクヘッド クロス ブレース (2) / 3x25mm CS ネジ (8) 6520 センサー、RPM (ロング)/ 3x4mm BCS (2)/ 3x4 GS (1)
4930R
5134

バルクヘッド（左右）（フロント）（グレー） 

キャスタースペーサー（4）/シム（4）
6521
2052

センサー、温度、電圧 (ロング) サーボケース
（2055サーボ⽤）

4933
4933X

ピボット ボール (4)/ピボット ボール キャップ ブッシング (4) 2053 サーボギア (2055、2056 サーボ⽤)
ピボットボール、硬質アルマイト処理 7075-T6 アルミニウム (4)/ピボットボールキャップ 2075R

2070年

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（ボールベアリング）ブッシング (4)

ロッドエンド(ロング16本、ショート4本)/中空ボールコネクター(18本)/ボールネジ1942年 2075 サーボ、デジタルハイトルク（ボールベアリング）、防⽔(2)
2075X
2055年

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、⾼トルク2742

2742X
ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6) ロッ
ドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)

2056
6544

サーボ、⾼トルク、防⽔（ブルーケース）3744 アダプター付きサーボセーバー
スペーサー(4)/グリップパッド(3)/コネクターダストカバー(1)(TQiドッ
キングベース⽤)2055年

4917R
サーボ、⾼トルク
ショック タワー (f または⻑⽅形のボディ ポスト)

6553X
6550X

テレメトリー エキスパンダー 2.0 および GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム4943 ステアリング ベルクランク (2)/ ベルクランク ブッシュ (5x8x2.5mm) (4)/ ベルク
ランク ポスト スペーサー (2)/ ドラグリンク/ 3x8mm ショルダー スクリュー (2) 
サスペンション アーム (下部) (2) (T-Maxx®/E-マックス)

Telemetry Expander 2.0、TQi 無線システム (専⽤
# 6551X GPSモジュール)5132R

5131R
5138

6551X 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)

サスペンションアーム (アッパー) (2) (F its T-Maxx®/E-Maxx)
ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと
中空ボールコネクターを含む)

6509R

燃料タンクとライン 6507R TQi 2.4 GHz ⾼出⼒無線システム、Traxxas 付き 4 チャンネル
3147X 燃料ライン (610mm または 2ft t) Link™ ワイヤレス モジュール、TSM (4-ch トランスミッター、5-ch マイクロ 

レシーバー)4948
4958

燃料タンク (125cc)
燃料タンク リビルド キット (キャップ、フォーム ワッシャー、O リング、上部/下部リテーナー、スク

リュー、スプリング、スクリュー ピンを含む)

6516
6528

送信機、TQ 2.4GHz、2 チャンネル (送信機のみ)
送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz ⾼出⼒、2 チャンネル (送信
機のみ)3149A 遮熱チューブ、グラスファイバー (2) (黒)

6529 送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz ⾼出⼒、3 チャンネル (送信
機のみ)
送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz ⾼出⼒、4 チャンネル (送信
機のみ)

燃料、潤滑油、消耗品
5001 ボトル、燃料フィラー（500cc） 6530
3232X
5148

グロープラグ、スーパーデューティー（ロングミディアム）/ガスケット グ

リース、ホワイトリチウム 6511
3034

Traxxas Link™ ワイヤレス モジュール
RX パワー パック、Traxxas® ニトロ⾞⽤ワイヤリング ハーネス (オ
ン/オフ スイッチと充電ジャックを含む)

5263 オイル、エアフィルター
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ページ 3 T-Maxx®: TRX® 2.5 & TQ™ 2.4GHz ラジオ (モデル 49104-1) 部品リスト

すぐにレースができるモデル 3762 Ultra Shocks (black) (xx-long) (完全なスプリングプリロード付き)
スペーサー & スプリング) (リア) (2)
ウルトラ ショック (グレー) (xx-ロング) (スプリング プリロード スペーサーとコンプリート49104-1 T-Maxx® Classic: TQ™ 2.4GHz 無線システムを搭載した 1/10 スケール ニトロ

エンジン 4WD Maxx® モンスター トラック
3762A

スプリング) (リア) (2)

リヤサスペンション スリッパークラッチ部品
4934 アルミキャップ、ピボットボール (4) 4992

4685
ドライブ ギア、2 速 (17/22 ⻭)/スリッパー シャフト フリク
ション ペグ、スリッパー (12)4934X

4932
アルミニウムキャップ、ピボットボール (ブルーアルマイト) (4) ア
クスルキャリア/ステアリングブロック (2) 4992X インプットシャフト、トランスミッション（スリッパーシャフト、T-Maxx® Torque Control

3930 バルクヘッド クロス ブレース (2) / 3x25mm CS ネジ (8) スリッパ アップグレード キット) (第 1 世代の T-Maxx® トランスミッション 
(Optidrive® なし) に適合)4929R

5134
隔壁(左右)(後)(グレー) キャス
タースペーサー(4)/シム(4) 4625

4622
5352R

プレッシャープレート、スリッパ (1) プレッ
シャーリング、スリッパ (ノッチ付き) (2)4933

4933X
ピボット ボール (4)/ピボット ボール キャップ ブッシング (4)

ピボット ボール、硬質アルマイト処理 7075-T6 アルミニウム (4)/ピボット ボール キャップ 
ブッシング (4)

リビルド キット (ヘビー デューティー)、スリッパー クラッチ (スチール ディスク/ アルミニウ
ム フリクション パッド (3)/ スプリング (1)/ 2x9.8mm ピン/ 5x8mm MW/ 5.0mm NL

4917R ショック タワー (f または⻑⽅形のボディ ポスト) (1)/ 4.0mm NL (1)) スリッパーク
ラッチセット（⼀式）5132R

5131R
サスペンションアーム (ロア) (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合) サスペ
ンションアーム (アッパー) (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合)

4615
1994年 スリッパーテンションスプリング/平⻭⾞ブッシング＆ロックナット

4956
5139

タイバー、リア (1) /3x18mm BCS (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合) 4472R
5351X

平⻭⾞、72 ⻭ (0.8 メートル ピッチ、32 ピッチと互換性あり) T-Maxx® トル
ク コントロール スリッパー アップグレード キット (第 1 世代の T-Maxx® ト
ランスミッションに適合、Optidrive® なし) (特許出願中)

ターンバックル、116mm (リアトーコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエ
ンドと中空ボールコネクターを含む)

ショックオイル
5031 オイル、ショック（20wt、200cSt、60cc）（シリコン） 平⻭⾞‧ピニオンギヤ
5032
5033

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）

4470
4472

平⻭⾞ (70 ⻭) (32 ピッチ) ブッシング付き 平⻭
⾞ (72 ⻭) (32 ピッチ) ブッシング付き

5034 オイル、ショック（50wt、600cSt、60cc）（シリコン） ステアリング部品5035
5036

オイル、ショック（60wt、700cSt、60cc）（シリコン） オ
イル、ショック（70wt、900cSt、60cc）（シリコン） 2728

2545
ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2) ベルクランク ブッ
シング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4)5037 オイル、ショック（80wt、1,000cSt、60cc）（シリコン） 4944 ベルクランク ポスト、アルミニウム (2)/ステアリング リンク スレッド ロッド (3x25mm)/ロン
グ ロッド エンド (2)
ロッドエンド（ロング16本、ショート4本）∕中空ボールコネクター（18本）∕ボールネジ（2
本）

5029
5038X

ショックオイルボトル（60cc）（ショックオイル調合⽤）
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)
シリコンショックオイル(30wt) 60cc

1942年

1667年

5038 2742
2742X

ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6) ロッ
ドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)スピニング カルーセル ラック

ショック (プロレベルのアルミニウム) 4918
4918X

サーボマウント、ステアリング/シフト (前後) (ブラック)

2666
2662

ビッグボアショックシリンダー (XX-ロング) (1)
ビッグボア ショック (XX ロング) (硬質アルマイト & PTFE コーティング T6 
アルミニウム) (TiN シャフトで組み⽴て) スプリングなし (リア) (2)

サーボマウント、ステアリング/シフト(アルミ削り出し)(ブルー)(前後)/
ビス(8本)

4918A サーボ マウント、ステアリング/シフト (f & r) (グレー)

4962 ビッグボア ショック (xx-long) (硬質アルマイト & PTFE コーティング T6 アルミ
ニウム) (組み⽴て済み)、⾚いスプリング、TiN シャフト (8 パック) ピストン 
ヘッド セット (2 ⽳ (2)/3 ⽳ (2) )/ ショックマウントブッシング & ワッシャー (2) 
(ビッグボアショック)

3744
2055年

Serv o saver w/adapters 
サーボ、⾼トルク

2669 4943 ステアリング ベルクランク (2)/ ベルクランク ブッシング (5x8x2.5mm) (4)/ ベルクラ
ンク ポスト スペーサー (2)/ ドラグリンク/ 3x8mm ショルダー スクリュー (2) ターン
バックル、106mm (フロント タイ ロッド) (2) (取り付けられたロッド エンドと中空
ボールコネクタ)

2362
1942年

リビルドキット、ウルトラショック（ショック2本分）
ロッドエンド(ロング16本、ショート4本)/中空ボールコネクター(18本)/ボールネジ

5138

(2)
ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
セット (グラブ) スクリュー、3x25mm (8)/3mm ナイロン ロックナット (8) 
ショック キャップ、アルミニウム (ビッグ ボア ショック) (2)

サスペンションリンケージ2742X
3962
2667
2656T

3642
1633

取り付けネジ、ショック (3x12mm 肩付きネジ) (6) E クリッ
プ/C リング

1942年 ロッドエンド（ロング16本、ショート4本）∕中空ボールコネクター（18本）∕ボールネジ（2
本）
ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6)

ショックシャフト、硬化鋼、窒化チタンコーティング (xx-long) (2)

2742
2742X
3744

2656
1765年

2668

ショックシャフト、スチール、クローム仕上げ (xx-long) 
(2) シリコンダイアフラム (4) ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6) アダ

プター付きサーボセイバースプリング リテーナー、アッパー & ロワー (2)/ スプリング プリロード スペー
サー: 1mm (4)/ 1.5mm (2)/ 2mm (2)/ 4mm (2)/ 8mm (2) (ビッグボア ショック) 4939X

4939
サスピンセット ステンレス（Eクリップ付） サスペンショ
ンスクリューピンセット（T-Maxx®、E-Maxx®）

4649R スプリング、レッド (ビッグボア ショック⽤) (2.5 レート) (2) 5138 ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと
中空ボールコネクターを含む)
ターンバックル、116mm (リアトーコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエ
ンドと中空ボールコネクターを含む)

ショックス（ウルトラショックス） 5139
3642
3766A

取り付けネジ、ショック (3x12mm ショルダー ネジ) (6) 本
体、ウルトラ ショック (XXL) (グレー) (2)

チームトラクサスのアイテム2362
1942年

リビルドキット、ウルトラショック（ショック2本分）
ロッドエンド（ロング16本、ショート4本）∕中空ボールコネクター（18本）∕ボールネジ（2
本）
ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)

2514 デカールシート、レーシングスポンサー

6160X
9950

DVD、マックス®パワー！フルスロットルアクション（スリーブ）
Of ficial Team Traxxas® Racing デカールセット (フラッグロゴ/6⾊)2742X

3767 ショックキャップ (2)/ショックボトム (2) 9909 Traxxas® レーシング バナー、⾚と黒 (3x7 フィート)

2667
3767A

ショック キャップ、アルミニウム (ビッグ ボア ショック) (2)
ショックキャップ、アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)

スロットル＆ブレーキリンケージ
4967 ブレーキカム(ブルー)/カムレバー/3mm⽌めネジ

3767G
3767T

ショック キャップ、アルミニウム (グリーン アルマイト) (4) (すべてのウルトラ ショックに適合) 3182
3180

カラー、ネジ (2)/⽌めネジ、3mm (2) ロッド
ガイド (2)/3mm ナイロン ロックナット (2)ショックキャップ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (4) (すべてのウルトラショッ

クに適合)
ショックキャップ、アルミニウム (ピンクアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)

4182
5167

サーボホーン、スロットルブレーキ/シフト (1)
3767P
3767X
2656T

スライド キャブ リンケージ ベルクランク ポスト/ 5x8x2.5 プラスチック ブッシング (2)/ ベル
クランク/ 5x8x0.5 ファイバー ワッシャー (2)/ 3x10 WMショックキャップ、アルミニウム (レッドアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)

ショックシャフト、硬化鋼、窒化チタンコーティング (xx-long) (2) 5168 スライドキャブリンケージセット（スロットルリンク、ブレーキリンク、ハードウェア）

3184
4968

スプリング: スロットル/ブレーキ/シフト (3)

ワイヤー: ブレーキ、スロットル、シフト/サーボホーン: スロットル、ブレーキ、シフト; ボールネジ

とボールカップ（シフトシャフト）

2656 ショックシャフト、スチール、クローム仕上げ (xx-long) (2)
1765年

3769
シリコンダイヤフラム (4)
スプリングプリロードスペーサー: 1mm (4)/ 2mm (2)/ 4mm (2)/ 8mm (2)

3768 スプリングリテーナー上下(2個)/ピストンヘッドセット(2⽳(2)/3⽳(2)) タイヤ＆ホイール
4971
4959

フォームインサート、タイヤ (2)

六⾓ホイールハブ (f セットの⾼さ、14x7.5mm) (2)/アクスルピン (2.5x12mm) (2)4957R スプリング、プログレッシブ レート (ウルトラ ショックのみ) (プログレッシブ レー
ト) (f/r) (4)
スプリング、⾚ (f またはウルトラ ショックのみ) (2.5 レート) (f /r) (2)

4147X
4955

ナット、5mm フランジ付きナイロン ロック (アルミニウム、⻘アルマイト) (4) ピン、
アクスル (2.5x12mm) (4)4957
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5666

5664

5667

5665

サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (⻘) (2)/ 2.5x8mm 
CS (24) (ジオード ホイール⽤)
サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (グリーン) (2)/ 2.5x8mm CS 
(24) (ジオード ホイール⽤)

5671 ホイール、Geode 3.8" (クローム) (2) (17mm スプライン付きホイールで使⽤)
ハブ & ナット、パーツ #5353X & ビードロック スタイルのサイドウォール プロテクター、
パーツ #5665、5666、5667)

5373 ホイール、Hurricane 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルおよび 14mm 六⾓の 
Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
ホイール、サテン仕上げ 3.2" (2)

サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (⾚) (2)/ 2.5x8mm CS 
(24) (ジオード ホイール⽤) 4972

5172Aサイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (イエロー) (2)/ 
2.5x8mm CS (24) (ジオード ホイール⽤)

ホイール、SS (スプリット スポーク) 3.8" (ブラック クローム) (2) (17mm スプライン 
ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X と併⽤) (Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)

ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルお
よび 14mm 六⾓の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)

3972X
3972

スポーツ ホイール、3.2" T-Maxx® (ミラー クローム仕上げ) (2) ス
ポーツ ホイール、3.2" T-Maxx® (サテン仕上げ) (2) 5172X

5374X タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (Gemini ブラック クローム ホイール、
Talon タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブおよびナッ
ト、パーツ #5353X と併⽤) (TSM 定格)

5172R ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8 インチ (クローム) (2) (17mm スプライン ホ
イール ハブ & ナット、パーツ #5353X と併⽤) (Revo®/T-Maxx®/E- に適合)

5374 タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (ジェミニ クローム ホイール、タロン マックス）

ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8 インチ (サテン) (2) (Rev o®/T-Maxx®/E-
Maxx、6mm アクスルおよび 14mm 六⾓)

タイヤ、フォームインサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六⾓の Revo®/T-
Maxx®/E-Maxx に適合)

5172

5674 タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (Geode クロム ホイー
ル、Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォーム インサート) (2) (

4972X ホイール、T-Maxx® (クローム) (2)

トランスミッション部品
17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X & ビードロック スタイルのサイド
ウォール プロテクター、パーツ #5665、5666、5667) 4990

4992
クラッチベル、前進/後進
ドライブ ギア、2 速 (17/22 ⻭)/スリッパー シャフト5672 タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (ジオード クローム ホイール、

パドル タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & 
ナット、部品番号 5353X で使⽤) (TSM 定格)

4988 ドライブ ハブ アセンブリ、クラッチ/ 6x8.5x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー (1)

4994X
4993

前⽅のみのシャフトとギア ギア
シャフト、プライマリ (1)4973R タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (ハリケーン クローム ホイール、

Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 
14mm 六⾓の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
組み⽴て済み、接着済みのタイヤとホイール (スプリットスポーク サテン仕上げ
ホイール、タロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六
⾓の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
タイヤ & ホイール、組み⽴て、接着 (SS (スプリットスポーク) ブラッククロームホ
イール、Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォームインサート) (2) (17mm スプライ
ンホイールハブ & ナット、パーツ #5353X と⼀緒に使⽤) (Revo に適合) ®/T-Maxx®/E-
Maxx) (TSM定格)
タイヤとホイール、組み⽴て、接着 (SS (スプリットスポーク) クロームホ
イール、タロンタイヤ、フォームインサート) (2) (6mm アクスルと 
14mm 六⾓の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (SS (スプリットスポーク) クローム ホイール、タ
ロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブとナット、パーツ 
#5353X と⼀緒に使⽤)
組み⽴て済み、接着済みのタイヤとホイール (SS (スプリットスポーク) クローム 
ホイール、Maxx® Chevron タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 
14mm 六⾓の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)

4994R
4991
4996

ギア、26-T (4994X 前進専⽤シャフトの交換ギア) ギアボックスの半分 (f 
& r)/ラバー アクセス プラグ
アイドラー ギア、スチール (16 ⻭)/ アイドラー ギア シャフト/ 3x8mm フラット メタル ワッシャー/ 

8x12x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー/ 3x6mm フラット メタル ワッシャー/ 3mm ナイロン ロック

ナット 3x20mm キャップ ヘックス マシン スクリュー

出⼒ギア アセンブリ、前⽅ (26-T)

5174A

4983A 4997
4998 出⼒ギアアッセンブリー、リバース (26-T)
4994
4995

アウトプットシャフト(1)/アウトプットシャフトスペーサー(5x8x14mm)

プライマリーギア: 前進 (28-T)/ 後退 (22-T)/ セットスクリューヨークピン、M3/12 
(1)/ 5x10x0.5mm PTFE コーティングワッシャー (1)5174

3982
5352R

PTFE コーティング 6x8x0.5 (10)
リビルド キット (ヘビー デューティー)、スリッパー クラッチ (スチール ディスク/ アルミニウ
ム フリクション パッド (3)/ スプリング (1)/ 2x9.8mm ピン/ 5x8mm MW/ 5.0mm NL5174R

(1)/ 4.0mm NL (1))
シフトフォークシャフト/シフトフォークパッド(2)/ラバーシフトシャフトシー
ル シリコングリス

4989
1647年5173
5193X 1速コンバージョンキット（2速機構を廃⽌）

軽量化、回転質量の低減) 平⻭⾞アッセンブ
リー、38-T (2速)5375R タイヤとホイール、組み⽴て済み、接着済み (⽩いディッシュ 3.8 インチ ホイール、

Response Pro タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプラインと⼀緒に使⽤)
4985
3981 ワッシャー、PTFE コーティング 6x9.5x.5 (10)ホイールハブとホイールナット、パーツ #5353X)

4970
5670

タイヤ、3.2" T-Maxx® シリーズ (2)
タイヤ、Canyon AT 3.8" (2)/フォームインサート (2)

Traxxas ツール
3433X
3433

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）4973 タイヤ、Maxx® 3.8" (6.3" 外径 (160mm)) (2) (フィット

Revo®/T-Maxx®/E-Maxx)
タイヤ、Maxx® Chev ron 3.8" (2) (Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)

3436 キャップ、ボディリーマー5171
5375

3432
3431

はさみ、湾曲した先端
はさみ、ストレートチップタイヤ、Response Pro 3.8" (ソフトコンパウンド、ナロープロファイル、ショートノ

ビーデザイン)/フォームインサート (2) 8712 スピード ビット エッセンシャル セット、六⾓およびナット ドライバー、7 ピース、付属
5471

5470

タイヤ、Response Racing 3.8" (ソフトコンパウンド、ナロープロファイル、
ショートノブデザイン)/フォームインサート (2)

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）、ナットドライバー（5.0mm、5.5mm、7.0mm、

タイヤ、SportTraxx Racing 3.8" (ソフトコンパウンド、⽅向性と⾮
対称のトレッドデザイン)/フォームインサート (2)
タイヤ、Talon 3.8" (2)/フォームインサート (2)

および 8.0mm)、1/4 インチ ドライブ

8722
8710

スピード ビット ハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバー オーバーモールド) 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 
(ミディアム)、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、
3.0) を含むmm)、(ボールエンド: 2.0mm、2.5mm、

5370
4954 ホイールハブ、六⾓ (2)/アクスルピン (2.5x12mm) (2)
4954R
4954X

ホイールハブ、六⾓ (スチール)
ホイールハブ、六⾓、6061-T6 アルミニウム (ブルー) (4)/アクスルピン 
(2.5x10mm) (4)

3.0mm)、ナットドライバー(4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、
7.00mm、8.00mm）、

5353X ホイール ハブ、スプライン、17mm (⻘⾊アルマイト) (4)/ ホイール ナット、スプ
ライン、17mm (⻘⾊アルマイト) (4)/ スクリュー ピン、4x13mm (

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＆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、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、スレッドロック) (4)

5353G ホイールハブ、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4)/ホイールナット、 2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
スプライン、17mm (ブルーアルマイト) (4)/ スクリューピン、4x13mm (スレッ
ドロック付き) (4)

8719 スピードビットマスターセット ナットドライバー 6本組 プレミアム付
ハンドル (中)、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" ドライブ5353R ホイール ハブ、スプライン、17mm (⾚アルマイト) (4)/ホイール ナット、

スプライン、17mm (⾚アルマイト) (4)/ スクリューピン、4x13mm (スレッド
ロック付き) (4)

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

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

5353 ホイール ナット、スプライン、17mm (ブルー アルマイト) (4) 8716X
5353A
5371

ホイール ナット、スプライン、17mm (グリーン アルマイト) (4)
ホイール、ディッシュ 3.8 インチ (ホワイト) (2) (17mm スプライン ホイール ハブおよびホ
イール ナット、パーツ #5353X と⼀緒に使⽤)

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
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

5372A
5372X

ホイール、Gemini 3.8" (ブラッククローム) (2) 8715X
ホイール、Gemini 3.8" (ブラック クローム) (2) (17mm スプライン ホイール ハブお
よびナット、パーツ #5353X と併⽤) 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 ナットを含む)5372 ホイール、Gemini 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルおよび 14mm 六⾓
の Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合) ドライバー/2mm、4mm、5mm マイナスドライバー/#00 プラス、

0 番プラス、1 番プラス ドライバー/4 mm および 8 mm レンチ/ドライ
バー ハンドル

REV. 211008 1005



ページ 5 T-Maxx®: TRX® 2.5 & TQ™ 2.4GHz ラジオ (モデル 49104-1) 部品リスト

ターンバックル & スレッドロッド
1942年 ロッドエンド（ロング16本、ショート4本）∕中空ボールコネクター（18本）∕ボールネジ（2

本）
2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6)
2742X
5138

ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと
中空ボールコネクターを含む)

5139 ターンバックル、116mm (リアトーコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエ
ンドと中空ボールコネクターを含む)

2 速コンポーネント
4889 ボールベアリング (1)(10x19x5mm)
4992
4988

ドライブ ギア、2 速 (17/22 ⻭)/スリッパー シャフト
ドライブ ハブ アセンブリ、クラッチ/ 6x8.5x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー (1)

4986 ギアハブアッセンブリー、1st/ワンウェイベアリング/スナップリング
4987
4897

リング、リテーナー (スナップ リング) (14mm) (2) ネ
ジ、セット (グラブ) 4mm (6) (ネジロック付き)

4985
4984

平⻭⾞アセンブリ、38-T (2 速) 平⻭⾞、
43-T (1 速)

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)

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。

トラクサス.com
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