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12月発売がつ   はつ   ばい

1996年
  6月発売がつ   はつ   ばい
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5月に開催された静岡ホビーショーでその姿が初公開され、ミニ四駆レーサーの間で話題となっている

新FM-Aシャーシは、ミニ四駆の新マシン“ラウディーブル”に採用されるぞ。その注目のFM-Aシャーシ

の全てをここで紹介。ミニ四駆シャーシのラインナップがさらに広がって、マシン選びも楽しみだ。

2点で固定していた今までのシャーシに
比べて4点で固定して電池を確実にロック。
電池のパワーをモーターにロスなく伝え

るぞ。さらにマスダンパー装着などの拡張

性を高めるの穴や、電池の熱を逃す形状

など、走りのためのバッテリカバーなのだ。

じょう  めん   へん

シャーシ上面編FM-Aシャーシ大研究

“FM-A”とは、Front-Midship-Aero
（フロントミドシップエアロ）の頭文

字を取って名付けられた待望の新シャ

ーシだ。シャーシ前方にモーターを搭

載し、1996年に発売されたスーパー

FMシャーシをヒントに、近年登場した

AR、MAシャーシなどのノウハウをい

かして駆動効率や空力などの走行性能

を徹底的に追求しているぞ。これまで

のシャーシとは違う走りの“FM-A”。

ぜひキミに使ってほしい。

シャーシ前方にモーターを搭載したFM
シャーシは、今から27年前の1990年に
初登場し大きな話題となった。その後、

さらに進化したスーパーFMシャーシが
1996年に発売。今回のFM-Aシャーシ
は、久々のフロントモーターシャーシだ。

重心位置がフロントにあるので、アップ

ダウンに強いのが特長。走るコースによ

って使うシャーシを選択しよう。

FMシャーシマシンの
元祖。徳田ザウルス先生のデザインだ。

スーパーFMシャーシマシン
の元祖。独特な低重心スタイル。

メタル調
ステッカーで

素材感も抜群!
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9月9日（土）がつ

はつ 　 ばい

にち ど

《シャーシ上面》
じょうめん

《実物大》
じつ    ぶつ    だい
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新世代シャーシ採用の“ラウディーブル”が発進!

Aスポーク
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ミニ四駆REVシリーズ No.7

 ラウディーブル（FM-Aシャーシ）

    よん く　  レブ 

1,000円（税別）
えん　ぜいべつ  

てい   ま  さつ

13ミリプラローラー（8mm厚）
あつ

さらなる性能を求めた
新シャーシ誕生。

FMシャーシとは?

4点固定バッテリカバー

マッスルカー
をイメージし

たステッカー

は輝きを放つ

メタル調タイ

プを採用だ。
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京セラドーム大阪・9階スカイホール

9月10日（日）掛川大会
9月17日（日）岡山大会
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ミニ四駆ジャパンカップが全国巡回中!!
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空力性能を追求した
機能的デザイン

空力性能を追求したARシャーシ
やMAシャーシの特ちょうを受け継いで、
底面は凸凹の少ない滑らかなスタイルに

仕上げられた。流れるような2本のメイ
ンフレームがフロントバンパーからリヤ

バンパーまでつながり強度も十分。空気

の流れを重視した形が各部に採用され

ている。電池の発熱を冷却するための専

用スリットも装備するなど、シャーシ全

体でさらなる性能アップを図っているぞ。

独特な形のローラーは、コーナリング性

能はもちろん、スタビライザー効果も期

待できる8mm厚タイプ。
リヤステーはコースフ

ェンスに引っかかりにく

い形状になっているぞ。

モーター交換はアンダ

ーパネルをはずして下

側からアクセス。ギヤボックスのギヤを外

さなくても交換できるのでセッティング

変更も楽々。駆動効率も向上しているぞ。

フロントモーター交換は
下側からアクセス

ローラー以上の性能を
持つ、8mm厚ローラー

フロントスキッドバーで
スピードを調整

ディティールに宿った
エアロスタイル

フロントローラーステー下の低摩擦樹脂

製スキッドバーが、スロープセクションな

どの坂道のコースを通過する時にコース

路面に触れるので、スピードのコントロ

ールが可能だ。マシンの姿勢を整える事

で安定した走行を生み出すぞ。

シャーシのそれぞれのパーツをよく見て

みよう。様々な箇所でエアロスタイルを

意識した形に仕上げられているぞ。写真

はその中の一部だから、その他の箇所が

どんな形か、探して見るのも面白い。

《通常時》 《スロープ時》

《リヤローラーステー》

《エアロサイドステー》
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●ブロッケンギガント（19411）
●ブロッケンギガント ブラックSP（19414）
●ガンブラスターXTO（19419）
●ガンブラスター クスコSP（19424）
●スピンバイパー パールブルーSP（95329）
●クリムゾングローリー（18032）
●ダッシュ 02号・ネオバーニングサン（18034）
●エアロソリチュード（18040）
●ストラトベクター（19508）

過去のボディも搭載
可能。試してみよう!
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   か         のう　　　　ため

※一例
いちれい

※ピンク字のアイテムは加工が必要です。
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    か     めん   へん

シャーシ下面編FM-Aシャーシ大研究
 エフ          エム                    エー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だ い　　      け ん　　　きゅう

ミニ四駆ジャパンカップ2017・
サテライト 大会開催中!
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飛行機の翼の断

面形状をヒントに

作られている。

フロントからリ

ヤに流れる空

気をスムーズに

流す、整流効果

の高い形状だ。
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ミニ四駆ステーションの頂点を目指せ!
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2017 ROUND3

ジャパンカップ2017が開催される地域のミ

ニ四駆ステーションで開催。来場者には先着

で特別ステッカーや特別プレートの景品も用

意！詳しくはミニ四駆HPをチェックしよう!
※ステッカーの数に限りがあります。

詳しくは、ミニ四駆ホームページやスマートフォンアプリ「タミヤパスポート」でチェック!
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ミニ四駆シーズン到来!!
関連本でさらにミニ四駆を楽しもう!
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発売から35周年を迎えた、ミニ四

駆の魅力を伝える公式ムックの最

新刊。付録は様々なロゴが入った特

製ドレスアップステッカー。全国の

模型店や書店で発売中だ!

A4サイズ100ページ／720円（税別）

タミヤ公式ガイドブック
ミニ四駆超速ガイド 2017-2018

3 つ の ミ ニ 四 駆マンガ「ハイパーダッシュ!四駆郎」、

「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!リターンレーサーズ」、「二

ツ星駆動力学研究所」と、ミニ四駆記事が掲載された

楽しさ満点の小学館のコミック誌。全国の模型店や

書店で発売中!A5サイズ／630円（税別）

「ハイパーダッシュ!四駆郎」第2巻（通常

版/限定版）、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!リ

ターンレーサーズ」第2巻のコミックも

発売中!限定版はライズエンペラーのメ

ッキキットなどの豪華付録つきだ。

小学館のコミック誌「コロコロイチバン」で

ミニ四駆の新マンガ「翼レッツ＆ゴー!!ネクスト

レーサーズ伝」と記事が連載中！全国書店で

毎月21日頃に発売。必ずチェックしよう!

コロコロアニキ2017・夏号

連載マンガのコミックスも発売!

Item No:63657

ミニ四駆関連の雑誌やコミックスが発売中だ!じっくり読んでミニ四駆ワールドを楽しもう!!
  よん    く     かん  れん　   　  ざっ    し　　　　　　                                                 はつ ばいちゅう　　　　　　　　　　  　　   よ　　　　　　　　　　   よん    く　　　　　　　　　　　　   たの

 こう        しき

 よん         く　　 ちょう       そく

　　　　　　　　なつ      ごう

  れん  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はつ   ばい

コロコロイチバンで
ミニ四駆・新マンガ連載中!!

　　　　　　 　　　    よん         く　　　　   しん　　　　　　　　　　　　 れん       さい     ちゅう

でん

つばさ

コミックス2巻/583円（税別） コミックス2巻・通常版/583円（税別）、限定版は2,500円（税別）

限定版付録の
ライズエンペラー


