
R31GRTシャーシセットは、メインシャーシ、アッパースティフィナー、バッテリーホルダー、前後ショックタワーに
2.5ｍｍのグラファイト材を使用し、ドリフト走行に大切な適度なローリングを考慮し完成しました。
また、高精度CNCで加工された硬質ジュラ製スティフィナーマウント(前後)は、アッパースティフィナーと共に
シャーシ強度をサポートし、最適なローリングを生みます。
さらに、バッテリー搭載方法を変更し、横置きを実現！
バッテリーホルダーの取り付け位置や向きを変更することで、様々な環境に合わせた細かい重量配分を
セッティング可能！

本シャーシセットは、一部組み立て済みですが、必要に応じてネジロックや
オイルアップを行ってください。
#2401 ジェット･レブ(注射器型容器入り潤滑剤) ￥680
#3318 LOCTITE 242 ネジロック剤 NET.0,5ml ￥350
が大変便利です。 
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R31-16SM-LBL ドリフトGRTサイドマウントシャーシセット:OTA R-31用[ライトブルー]

共通説明書
R31-16SM-GO  ドリフトGRTサイドマウントシャーシセット:OTA R-31用[ゴールド]
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本製品はグラファイトを主に使用した製品になっているため、エッジ部分に
衝撃が加わるとささくれのようになってしまう場合がございます。
ささくれを未然に防ぐために以下の手順で作業を行ってください。

① 出荷時に面取り作業は行っておりますがより一層滑らかにするために
 シャーシのエッジ部分を1000番以上のサンドペーパーでこすります。

② サンドペーパーをかけた場所に瞬間接着剤を少量つけ、たれないように
 気をつけながらのばしていきます。
 接着剤で固めることでより強度が増します。
 #1183 スーパークイックグルー(5-10sec)  ￥490
 #1184 スーパークイックグルー(15-20sec)  ￥490

各部品の向きに注意して、確実にビスを固定してください。

① メインシャーシ、アッパースティフィナー、硬質ジュラ製
 スティフィナーウント(前後)の組立てにあたっては、予め工場
 で組まれている部分もありますが、全てのビスにネジロックを
 行ってください。

② サスマウント(前後)、ステアリングクランク、モーターマウン
 ト、ギアボックス＆サスアーム(ドライブトレイン全体)の順で
 全てをシャーシに移します。
 注意 : 硬質ジュラ製バッテリーマウント(前後)に、タッピン
 グビス(木ネジ)は使用出来ません。必ずマシンビス
 (ナットと使用可能なビス)をお使いください。

M3×8 皿ビス

M3×8 皿ビス



バッテリーホルダーのポストの取り付け位置を前後に調整
できます。
ポストの位置と、ホルダーの向きで合計４通りにバッテリー
搭載位置を調整できます！
これにより、車の重量配分をコントロールし、様々な環境
下に合わせたセッティングをサポートします！

⑤ 3×14 ナベビスに純正ピロボールカラー,3×6×2.5mm ALスペー
 サーを通し、ショックタワーのお好みの固定穴にM3ナイロンナット
 を用い取付けます。
 リアボディマウントは、リアショックタワーの内側に付くよう、外側か
 らネジを絞めてください。
 注意 : それぞれのショックが、ショックタワーの内側にくるように取
 付けてください。

⑥ 3×8 ナベビス４個を用いて、それぞれ前後ショックタワーをバルク
 ヘッドに取付けます。

④ バッテリーホルダー取り付けの際、取り付け位置や向きに注意してください。
 この取付けの組合せによって、バッテリーの搭載位置が変わり、重心を4段階に変化させること
 ができます。
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M3 ナイロンナット 3×6×2.5 ALスペーサー
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#R31-16P1 フロントGRTショックタワー:OTA R-31用 ￥1,280
#R31-16P2 リアGRTショックタワー:OTA R-31用 ￥1,280
#R31-16P3 アッパースティフィナー:OTA R-31用 ￥1,380
#R31-16P4-LBL シャーシ&バッテリーマウント･セット(サイドスティフィナー付):OTA R-31用[ライトブルー] ￥6,800
#R31-16P4-GO シャーシ&バッテリーマウント･セット(サイドスティフィナー付):OTA R-31用[ゴールド] ￥6,800
#R31-16SMP3 GRT アッパースティフィナー:R31SM用 ￥1,380
#R31-16SMP4-LBL GRT シャーシ&ALスティフィナーマウント:R31SM用 [ライトブルー] ￥4,800
#R31-16SMP4-GO GRT シャーシ&ALスティフィナーマウント:R31SM用 [ゴールド] ￥4,800
#R31-16SMP5 GRT バッテリープレートセット:#R31-16SMシャーシ用 ￥1,580
#3851P4 サーボマウント(2):#3851 TB03ドリフト・シャーシ用 ￥680



オプションパーツ
#R31-01-GO SP　コンペティションキット[GO]  ￥7,800
#R31-01-LBL SP　コンペティションキット[LBL] ￥7,800
#R31-02-GO SP　Fアップライト[GO] ￥1,980
#R31-02-LBL SP　Fアップライト[LBL] ￥1,980
#R31-03-GO SP　Cハブ[GO] ￥1,980
#R31-03-LBL SP　Cハブ[LBL] ￥1,980
#R31-04-GO SP　Fロアサスアーム[GO] ￥1,980
#R31-04-LBL SP　Fロアサスアーム[LBL] ￥1,980
#R31-05-GO SP　Rハブ[GO] ￥1,980
#R31-05-LBL SP　Rハブ[LBL] ￥1,980
#R31-06-GO SP　Rロアサスアーム[GO] ￥1,980
#R31-06-LBL SP　Rロアサスアーム[LBL] ￥1,980
#R31-07 SP ソリッドアクスル(39Tプーリー付) ￥1,780
#R31-08 SP フロント･ワンウェイチューブ(39Tプーリー付) ￥2,680
#R31-08P1-36T デルリン･ワンウェイプーリー36T(1) ￥280
#R31-08P1-37T デルリン･ワンウェイプーリー37T(1) ￥280
#R31-08P1-38T デルリン･ワンウェイプーリー38T(1) ￥280
#R31-08P1-39T デルリン･ワンウェイプーリー39T(1) ￥280
#R31-08P1-40T デルリン･ワンウェイプーリー40T(1) ￥280
#R31-09 SP ボールデフセット(7075ジュラ製)39Tプーリー付 ￥2,480
#R31-14 SP プーリーピン&Oリングセット(各5個) ￥250
#R31-15 SP マジギレ TSDユニバーサルシャフト 48.5mm ￥1,480
#R31-17-GO SP ステアリング･クランク ベアリング4個付:R31用[ゴールド] ￥1,980
#R31-17-LBL SP ステアリング･クランク ベアリング4個付:R31用[ライトブルー] ￥1,980
#R31-18-GO SP ヒートシンクモーターマウント:R31用[ゴールド] ￥1,180
#R31-18-LBL SP ヒートシンクモーターマウント:R31用[ライトブルー] ￥1,180
#R31-19-GO SP リアプーリーマウント:R-31用[ゴールド] ￥1,680
#R31-19-LBL SP リアプーリーマウント:R-31用[ライトブルー] ￥1,680
#R31-20 GRT フロント･サイドスティフィナー:R-31イーグルALパーツ用 ￥780
#R31-21 GRT リアー･サイドスティフィナー:R-31イーグルALパーツ用 ￥780
#R31-22-GO SP フロント・プーリーマウントFAN付:OTA R-31用[ゴールド] ￥2,580
#R31-22-LBL SP フロント・プーリーマウントFAN付:OTA R-31用[ライトブルー] ￥2,580
#R31-23-GO SP フロント・アンダープーリーマウントR-31用[ゴールド] ￥1,680
#R31-23-LBL SP フロント・アンダープーリーマウントR-31用[ライトブルー] ￥1,680
#R31-25-GO SP バンパーブレース:R31[GO] ￥980
#R31-25-LBL SP バンパーブレース:R31[LBL] ￥980
#R31-26-GO SP ショックセット(4)スプリング3種付：R31[GO] ￥2,680
#R31-26-LBL SP ショックセット(4)スプリング3種付：R31[LBL] ￥2,680
#R31-27 GRT リアプーリーホルダー:R31 ￥480
#R31-28-405 ベルト･ロング135T（3M-405）:R31用 ￥500
#R31-28-411 ベルト･ロング137T（3M-411）:R31用 ￥500
#R31-28-420 ベルト･ロング140T（3M-420）:R31用標準品 ￥500
#R31-29-GO SP ベルト･テンショナー:R31用[GO] ￥880
#R31-29-LBL SP ベルト･テンショナー:R31用[LBL] ￥880

イーグル製品の製品保証について
譲渡・転売・中古販売・個人オークション等にて入手された製品は弊社保証対象外となります。あくまでも、イーグル販売特約店又は、イーグルホームページから直接購入の製品が保証対象となります。
製品に材料や部品､組み立てに欠陥がある場合に対し商品購入から３ヶ月以内にお問い合わせいただければ保証対応させていただきます。
(保証対応には購入日のわかるレシートが必要です。大切に保管してください｡)
誤った取り付け､使用劣化､製品に対するいかなる改造、物理的損傷･その他天変地異によるいかなるダメージも保証対象外となります。この製品の使用についてイーグルは､この製品の使用から生じる
いかなる損害の責任も負いません｡全てのイーグル製品は工場から出荷される前に徹底的にテストされています｡この製品の使用者は､この製品の使用･操作に対するすべての結果の責任を容認します｡
どんな場合にも､イーグルの法的責任は製品の原価を超えることはないものとします｡イーグルは予告無く製品保証規定を修正する権利を有します｡
製品にお気づきの点がございましたら走行前にご連絡ください。

〒440-0842   愛知県豊橋市岩屋町62-79
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください｡
☆イーグル・サービスカウンター : service11@eaglemodel.com


