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主催＝ホビープライム

協力＝(株)タミヤ

競技車 タミヤ製電動ラジオコントロールカー
クラス

会場＝トラウトガーデンサーキット

賞典 各レース上位入賞

電池 タミヤ製バッテリー

シャーシなど

モーター
（ESC）/ バッテリー

最低重量 /ギヤ比

TA07、TA06（MS不可）
TB-04、03、TT-02（TYPE-S可）、
TT-01、TA05Ver.2、XV-01TC

モーター：TBLM-01(16T)・02S(15.5T)
ESC：TBLE-01S・02S・03S /
タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)

1430g /
6.60以上
TA07：6.58
TT-02：6.55

タミヤ製ツーリングカーシャーシ /
タミヤ製ツーリングカーボディ

モーター：ライトチューンモーター、
ESC：指定無し /
タミヤ製レーシングパック1600SP

制限無し /
ギヤ比7.20基準

FF-04、FF-03各車 /
モーター：TBLM-02S（15.5T）
、
VWシロッコ、CR-Z、オペルベクトラ、 ESC：TBLE-02S・03S /
シビックR3、
ゴルフ24、
タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）
シビックVTi指定
M-07、M-06、M-05各車 /
駆動方式を合わせた
タミヤ製Mシャーシ用ボディ指定

・M-07、
M-05…
ライトチューン×1600SPまで または、
（1600〜2300）
GTチューン×タミヤ製LF-6.6V
・M-06…
UGTチューン×タミヤ製LF-6.6V（1600〜2300）

レーシングピックアップ

9 24

1100g /

ギヤ比4.00以上
制限無し /

G6-01…ライトチューンモーター
GF-01…FLチューンモーター、
ESC：指定無し /
レーシングパック1600SPまで
タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)

18T

※ヘビーダンプは
20T使用可能

ブラシレスモーター：TBLM-01S・02S（15.5T） 1450g /
XV-01T：68T/21T
ブラシレスアンプ：TBLE-01S・02S・03S
OP1378使用時77T/24T
タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）
TT-02：70T/20T

XV-01T、
TT-02T

2017年

1250g /

ピニオン20T指定

モーター：フォーミュラチューンモーター、
ESC：指定無し /
タミヤ製LF-6.6V（2300/2200/1600）

TRF102、TRF101、F104各車 /
F60、MP4/24、F2012ボディ指定
G6-01 /コングヘッド6×6
GF-01 /ヘビーダンプ、
ランドクルーザー40ピックアップ

制限無し /
68T×26T指定

【タミチャレGT】公認シャーシ・パーツリスト

申込締切り
9月22日（金）

シャーシ：
ボディ：

競技車規定その他

★競技車、
パーツは全てタミヤ製に限られます。
パーツは説明図の指定以外の方法では原則として
使用できません。
軽量化を目的とした穴開け・削り・部品の取り外しは認められますが、
補強など
の為に他の部品や自作パーツの追加は認められません。
受信機用の別電源の搭載は禁止です。
モーターとESCの直付け配線は不可、
ギボシや筒型コネクター等にて接続して下さい｡モーター、
バ
ッテリー、
タイヤ、
インナー、
ホイールなどの加工も認められません。
★TA06のサーボ位置は説明図に準じます。
アンプの配線
LFバッテリーの変換コネクターの取り外し、
の変更等は認められます。
ステアリングアシストユニット
（TGU-01）
の使用可否については店頭に
てお問い合わせ下さい。
【タミチャレGT】
右記記載のシャーシ、
ボディ、
タイヤのみ使用可能です。
TT-01はギヤ比上限は6.56
まで使用可能です。
【タミチャレZERO】
タミヤ製ツーリングカーが使用可能。
ギヤ比等は店頭にてご確認下さい。
【タミチャレFF】
タイヤはミディアムナロータイヤが指定。
【タミチャレM】
シャーシによりモーターとバッテリーの組合せが異なりますのでご注意下さい。
マツダ
ロードスターは全てのシャーシで使用可能です。
【タミチャレF1】
マシンはナロー仕様の状態でのみ参加が認められます。
F104とTRF101・102の部品
の互換使用は認められます。
ボディはF2012、
ＭＰ4-24，
Ｆ60が指定。
F104用タミヤ製刻印入りタイ
ヤ
（スポンジ、
ゴム）
が指定。
【タミチャレコミカル】
タミヤ製LFバッテリーの使用も認められます。
ボディとタイヤの組合せは説明図に
オモリの搭載は一切禁止です。
準じます。
対応するOPパーツの使用が認められます。
★その他詳細はタミヤグランプリ大会規則・ホームページ内追加情報に準じます。

ウイング：
タイヤ：

・01、
TA07、TB-04、TA06（MS不可）、TA05Ver.2、TB-03、TT-02（S）
XV-01TC
フェラーリF12tdf、
SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、
ライキリGT、
MERCEDES-AMG GT3、新型NSX、
MOTUL AUTECH GT-R、
ラ・フェラーリ、
RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、ENEOS SUSTINA RC F、
フェラーリ599XX、
フェラーリ458、
トヨタ86、
スバルBRZ R&D スポーツ、
スバルBRZ、
SUMO POWER GT NISSAN GT-R、
ザナヴィニスモGT-R(R34)
メルセデス・ベンツ SLS AMG GT3、
OPウイング、他車種の樹脂製ウイング使用可能
チャレンジカップ接着済ラジアルタイヤまたは、
ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ

◎会場 = トラウトガーデン
◎集合時間８時
参加

1500費
円

Wエン
トリ
+5 0 0 ー

●申込受付のお問い合わせは

ホビープライム

円

盛岡市愛宕町3-9

TEL.019 - 654 -1130
営業時間 平日10：00〜19：00（毎週火曜定休）
下記申込用紙に必要事項を記入の上、
ホビープライムに直接申込み下さい。
（コピー可）
男
・
女

（フリガナ）

氏名

西暦

参加クラス◯で囲んで下さい。

タミチャレGT
タミチャレF1

使用
バンド

年

月

日生

e-mail
（シャーシ、
ボディ）
） 車種名

（TEL

住所 〒

チャレンジカップ申込用紙
ホビープライム

チーム名

年令

27MHz
40MHz

タミチャレZERO

タミチャレFF

タミチャレコミカル

0 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
6 1 63 65 67 69 71 73 75 （シンセサイザー 27 40 ）

※使用バンドは、
お手持ちの物をすべて◯で囲み、
レース当日に必ず御持参下さい。

タミチャレM

レーシングピックアップ

2.4GHz

