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岡山おもちゃ王国にて展示中 タミヤ本社ロビーにて展示中

多くのミニ四駆レーサーが見守る中で走行する姿を披露した

話題の「1/1エアロアバンテ」を今回は大特集だ。

他を圧倒する迫力のスタイルを

キミはもうチェック

したかな?

1/1スケール「エアロアバンテ」誕生。

※1/1ミニ四駆エアロアバンテ実車化プロジェクト発表会での走行シーン（お台場・MEGA WEB・10月18日）

●今まで登場したミニ四駆のアバンテマシンの一部

レーサーミニ四駆 アバンテJr.

1/32フルカウルミニ四駆 
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「ミニ四駆を実車にする」という夢が現実になるビ

ッグプロジェクト。車作りのプロが集結して1/1マ

シンが誕生したぞ。製作中の動画も現在配信中だ。

実車化を遂げたマシンはエアロアバンテ

以外にもミニ四駆とRCカーに存在するぞ。

どちらも目立ち度満点の仕上がりなのだ。

1/1実車と1/32ミニ四駆、マシンを比べてみよう!
マシンのサイズは大きく違うけれど、実車はミニ四駆の持つ特ちょうを生かして製

作されているから、仕上がりはまさに“エアロアバンテ”そのものだ。1/1サイズに

なったミニ四駆が走行する姿は迫力満点。キミもぜひ実際に体感してほしい。

★1/1実車エアロアバンテ ★1/32ミニ四駆 エアロアバンテ

ミニ四駆の最初の“アバンテ”は1988

年に誕生したアバンテJr.。以来10数種

類が登場した長い歴史から得たデータ

をもとに、さらに性能を追求して誕生し

たマシンが「エアロアバンテ」なのだ。

長い歴史を重ねるマシンそれが“アバンテ”。
“アバンテ”は1988年にタミヤのRCカー

として誕生し、その後ミニ四駆化され、

名前を引き継ぐマシンが

多く登場している名車。その最新

マシン「エアロアバンテ」が、今回の

実車化のモデルとして採用されのだ。

名車“アバンテ”が実車へと進化。

1/1ミニ四駆 実車化
プロジェクトとは?

まだまだあるぞ!
実車になったマシン達 （ Item:19419） （ Item:58452）

ミニ四駆HPで

動画をチェック!
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1/1スケール
「エアロアバンテ」誕生。

～1/1ミニ四駆 実車化プロジェクト～
　　よん     く　   じっ   しゃ   か

 たん　 じょう

実車“エアロアバンテ”の作り方
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1.44m
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まずシャーシの設計図を作成。それをもとにベースとなるフ

レームシャーシの使わない部分を切断し、必要な部分は溶接

してじょうぶな構造を作る。人が運転する位置、アクセルペ

ダルの配置など、最適なポジションを決める最初の工程だ。

シャーシにエンジンをとりつけ、その力をタイヤまで伝える

ための駆動系を整備する。また、実車を運転するためのス

テアリングやシート、アクセル、ブレーキなども調整して、

しっかりと運転ができる状態にしあげるのだ。

ボディ製作の元となる原型を発泡スチロールで作る。ボディ

ラインを描き込みながら、切って削って整えてマシンイメージ

に近づけていく。ミニ四駆をそのまま拡大するだけだと逆に

小さく見えるので、ボディの特ちょうをいかして形を調整して

いるぞ。完成後は型を作成し、ボディをFRPで成形するのだ。

操縦するドライバーの視界を確保し、走行風を避けるためのキ

ャノピーを製作。山のようなエッジが前後に走る形を再現する

ため、型を作りポリカーボネートの板を真空成形という方法で

立体に。これはミニ四駆のクリヤーボディと同じ作り方なのだ。

ボディにサーフェイサーを吹いて下地の調整をしたら、塗装し

ない所はマスキングテープで保護。塗料を調色して一気に塗装

するぞ。ボディの曲線が映える透明度の高い塗料を使ったり、

ハンドペイントなどのこだわりがギッシリつまった特殊塗装だ。

すべての部品が完成したら、ていねいに組みつけてマシンを

完成させる。ミニ四駆のバンパーやローラー、リヤのボディ

キャッチまで、細かな部分もリアルに再現されているから

サイズが大きくなっても“エアロアバンテ”そのものなのだ。

    マシン構造を支える
 シャーシを作る1     エンジンなどの

駆動系を整える2     マシンの顔となる
 ボディを作る3

    コックピットの
 キャノピーを作る

　完成したマシンを

 走らせてみよう!

★ムービーでチェック!

4     ボディの
 カラーリング塗装5     シャーシとボディを

 組み立てる6

実車“エアロアバンテ”の作り方
今、注目を集める実車“エアロ アバンテ”は、車作りのプロフェッショナルがこのプロジェクトのために集合。

各スタッフが協力して作られた本物のレーシングマシンなのだ。単純にサイズを32倍にしただけではなく、

細かな所までこだわりぬいて製作されている。ここでは、そのプロセスをじっくりと紹介するぞ。

完成したマシンを眺めるだけでも迫力は満点だが、実際にエンジンを始動させ、

走る姿はそれを上まわる圧倒的な存在感。ぜひその姿をキミの目で体験してほしい。

金子 眞佐一さん
レーシングカー設計歴
30年の大ベテラン

神山 秀彦さん
車体原型製作の
スペシャリスト

国際A級ライセンスを持つ
レースドライバーが操縦。

1:多くのミニ四駆ファンに見守ら
れて、いよいよ走行のコースへ。
2:ドライバーがいざコックピット
へ。取材カメラもいっぱいだ。
3:迫力のサウンドと走りで観衆
から驚きの歓声があがったのだ。

マシンの製作過程や走行シーンは
下の専用webサイトで見れる。
必ずチェックしよう!

内藤 康人さん
カスタムペイントビルダー
プロジェクトの重要人物

滝 文人
タミヤ製品・アバンテの
開発設計者

河内 直人さん
日本を代表する
ドラッグカーのメカニック

片桐 浩治さん
立体造形20年の
プロフェッショナル

《車両サイズ》
★全長×全幅×全高：4.65×2.80×1.44（m）※前後バンパー含む

ミニ四駆・エアロ アバンテを参考にして、実際にドライバーが運転できるように
ボディ、シャーシ、タイヤなどの大きさやバランスを細かく調整しながら設計
されている。これが実車になってもアバンテの特ちょうが活かされている理由だ。

《スペック》■ボディー：ウレタン塗装、カスタムハンドペイント

ミニ四駆の実車ができたら凄い 。一生懸命に作ります!

誰が見てもカッコ良くて、乗ってみたくなる車をつくりたいです。 ボディ形状のラインをキレイに出すためにこだわってペイントしました。 皆の魂が入った妥協のないモノづくりができました。ワクワクするマシンです。

しっかりと走って曲がって止まる実車をミニ四駆に近づけて正確に作りたいです。
子供達が見て喜んでもらえる車を作りたい。楽しみに待っていてください!

《スペック》■サスペンション：コイルオーバーサスペンション ■タイヤ：295/30ZR22
  　　　　　■ホイール：KMC XD801 CRANK／クローム／22インチ

《スペック》■エンジン：4ストローク強制空冷水平対向4気筒OHV／1600cc／シリンダー数:4／最高回転数：7000回転／キャブレター式ガソリン燃料 
　　　　　  ■ギア：ギア数・前進4速・後退1速   ギア操作／手動操作    クラッチ・ノーマルクラッチ  ■シート：フォーミュラーカー用バケットシート 《スペック》■ボディー：FRP製／カーボンファイバー

《スペック》■キャノピー：ポリカボネート製

下地調整＆マスキング型づくり 真空成形 成形完成 調色 塗装 バンパー

カットラインどりエンジン設計図 ベースシャーシ切断 シャーシ製作 取りつけ 駆動系の調整 カット作業 形の調整

ローラー ボディ装着

★1人乗り

1 2 3 http://tamiya-sp.com/

じっ    しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つく　　　　  かた

こう    ぞう　　　   ささ

つく

つく  と     そう  く　             た

  く     どう    けい　　　　ととの つく

かお

  いま　    ちゅうもく　  　 あつ　　　　     じっ   しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　くるま づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　しゅうごう　  

　かく     　　　　　　　　　　　きょうりょく　　　　 つく　　　　　　　     ほん  もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  たん じゅん　　　　　　　　　　　　　　　  ばい　　　

 こま　　　　　 ところ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     せい  さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　  　　  　　　　　　　　　   せっ   けい     ず　　   　さく    せい　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つか　　　　　　　　  ぶ     ぶん　　    せつ  だん　　　　  ひつ   よう　　　  ぶ     ぶん　　　よう  せつ

　　　　　    　　　　　　　　　　　  こう   ぞう　　　つく　　　　　ひと　　　 うん   てん　　　　　　い        ち

　　　　　　　  はい    ち　　　　　　　　さい   てき　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　  　　　　 さい   しょ　　　こう  てい

 そう  じゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し       や　　　　かく    ほ　　　　　そう  こう   ふう　　　  さ

　　　　　　　　　　　　せい  さく　　   やま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜん    ご　　　   はし　　  かたち　　  さい   げん

　　　　　　　 かた　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   いた　　　しん   くう   せい  けい　　　　　　　  ほう   ほう

 りっ   たい　　　　　　　　　　　　　　　　　  よん     く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 おな　　　つく　　   かた

 かん   せい　　　　　　　　　　　　　　  なが　　　　　　　　　　　　　　　 はく りょく　　  まん   てん　　　　　　　 じっ  さい　　　　　　　　　　　　　　　   し    どう  　

　はし　　  すがた　　　　　　　　　   うわ　　　　　　　 　あっ   とう   てき　　　そん    ざい   かん　　　　　　　　　　　　すがた　　　　　　　　　　 め　　　  たい   けん

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふ　　　　　　 した    じ　　　 ちょう  せい  　　　　　　　　　　　　  と     そう

　　　　　ところ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ほ       ご　　　  と    りょう　　 ちょうしょく  　　　　いっ     き　　　　と 　　　そう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    きょくせん　　　    は　　　　　　  とう  めい     ど　　　   たか　　　   と    りょう　　    つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とく   しゅ    と     そう

　　　　　　　　　　   ぶ     ひん　　　 かん   せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　 

 かん  せい　　　　　　　　　　　　　　   よん    く　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　   こま　　　　　　 ぶ    ぶん　　　　　　　　　　　　  さい     げん

　　　　　　　　　　おお

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちから　　　　　　　　　　　　　　   つた

　　　　　　　　   く     どう  けい　　　 せい     び　　　　　　　　　　　　　　　じっ   しゃ　　　 うん  てん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ちょう せい　　　　　

　　　　　　　　　　　　 うん  てん　　　　　　　　　　 じょう たい

 　　　　　　　  せい  さく　　　 もと　　　　　　　    げん   けい　　　はっ   ぽう　　　　　　　　　　　　　　　   つく

　　　　　　　　　　  か　　　　こ　　　　　　　　　　　　　 き　　　　　   けず　　　　   ととの

　　   ちか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    よん     く　　　　　　　　　　　　　  かく   だい　　　　　　　　　　　　　　　ぎゃく

 ちい　　　　　  み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     とく　　　　　　　　　　　　　　　　　    　かたち　　 ちょう せい

　　　　　　　　　 かん   せい     ご　　　  かた　　　さく   せい　　　　　　　　　　　　　エフアールピー　  せい  けい

  　　　　  よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん  こう　　　　　　　　 じっ  さい　　　　　　　　　　　　　　　  うん  てん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おお　　　　　　　　　　　　　　　　　       こま　　　       ちょうせい　    　　　　　　    　せっ  けい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じっ  しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     とく　　　　　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　   り    ゆう

しゃ   りょう

ぜん ちょう　      ぜん   ぷく　　   ぜん  こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん   ご　　　　　　　　　    ふく

 り       の

せっ けい  ず

かた しん くう せいけい せいけい かん せい した  じ  ちょうせい           ちょうしょく と   そう 　　 そうちゃく

せつだん せいさく   と     く   どう けい        ちょうせい さ  ぎょう かたち　  ちょうせい

 かね   こ　    ま      さ   いち

せっ けいれき

 こう  やま　ひで ひこ

しゃ たい げん けいせいさく

たき    ふみ    と

　　　　　　せいひん

かいはつせっ けい しゃ

ない  とう    やす ひと

おお　　　　　　　　　よん   く　　　　　　　　　    み   まも

　　　　　　　　　　　　　    そう  こう

　　しゅ ざい

  はく りょく　　　　　　　　　　　　　   はし　　　　　かんしゅう

　   おどろ　　　　かん せい

  かわ   ち      なお   と

 に   ほん　　 だいひょう

  かた  ぎり    こう    じ

りっ たいぞう けい　         ねん

ねん　     だい

よん   く　　　 じっ  しゃ　　　　　　　　　　　   すご　　　　   いっしょう けん  めい　　  つく

 だれ　　　 み　　　　　　　　　　　　 よ　　　　　　　 の　　　　　　　　　　　　　　　   くるま  　　　　　  けいじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だ  みな　たましい  はい　　　   だ きょう

　　　　　　　　 はし　　　   ま　　　　　　と　　　　じっしゃ　　　　    よん く　　 ちか　　　　　 せいかく　  つく 

  こ  ども たち　　  み　　よろこ　　　　　　　　　　 くるま　  つく　　　　　　　 たの　　　　　　 ま

かん   せい    　　　  

はし
  こく さい　   きゅう　　　　　　　　　　　　  も

そうじゅう

　　　　　　　　  せい  さく    か   てい　　  そう こう

した　　  せん よう　　　　　　　　　　　　    み

かならず

じゅうよう じん ぶつ

CMYBkCYRB(15/11/13)

CYRB(15/11/13)

CMYBk


