
MINI 4WD SERIES

グレードアップパーツシリーズ No.450

フロントローラー

リヤローラー
リヤバンパー

かい       ぞう         ご

はや

そう     ちゃく    れい

ARシャーシ改造の第一歩。
「　 ファーストトライパーツセット」

かい      ぞう　　　　　  だい　　いっ       ぽ

六角穴ボールベアリング
ろっ   かく   あな

レースの勝利のために欠かせないパーツを

セット。ARシャーシはもちろん、ミニ四駆
PRO、VS、スーパーXXシャーシなどの
シャーシに使えるのもウレシイぞ。（945円）

パワーとスピードのバラ

ンスがとれた万能型モ

ーター。色々なコー

スで使えるよ。

回転部分の抵抗が

少なく、モーターパ

ワーをムダなくタ

イヤに伝え、トップ

スピードがアップ。

ARシャーシ ファースト
トライパーツセット

アトミックチューン
モーター （378円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　ばん のう がた

　　　　　　　いろ いろ

　　　  つか　　

  かいてん ぶ ぶん　 てい こう　       

すく

　　　　   つた　　

えん

マスダンパー
マシンが飛び跳ねたり、着地した時の上

下のバウンドを打ち消してマシンが安定。

加速力のアップにもつながるぞ。

ローラーをワイドに取り付けでき、コーナリングで

安定性アップ。軽くてじょうぶなFRPプレートだ。

はつばいちゅう

発売中

　　　　　　　　　　ちゅう　　　　　　　 かたむ

　　　　　せんたん

　　　　　　　  ふ　　　　　　　　　　　　　   てん

  とう　  ふせ

　　　　　　　　　　かく じつ　　そうちゃく　　　　　　　 かい ぞう まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　   せい のう　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   なが  も

ミニ四駆REVシリーズの
ARシャーシ

【改造前】
かい       ぞう       まえ

　　　　よん   く　   レブ

　　　　　 エーアール

ミニ四駆をもっと速くしたいのに、どのパーツを装着すればいいのかわからない!
そんな初心者レーサーにピッタリなのが「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」。
これをベースに改造すれば、マシン性能アップもカンタンだ。

　　　　　   よん     く　　　　　　　　　　　 はや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう ちゃく

　　　　　　　　 しょ   しん    しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい   ぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　  せい   のう

ARシャーシ FRPリヤワイドステー

13mm低摩擦プラローラー
滑りやすい材質を使った、なめらかに回転するプラスチック製の

ローラー。コーナーリングもスムーズだ。

スタビヘッド
コーナリング中にマシンが傾い

ても、先端のポールがコースフ

ェンスに触れマシンを支え、転

倒を防ぐ。

　　　　　　　　　　　　　　   と　　つ

あんていせい　　　　   かる　　　　　　　　　エフアールピー

　　　　　　　 と　 　  は　　　　　 　ちゃくち　　　  とき　 じょう

   げ　　　　　　　　　     う　　 け　　　　　　　　　　あんてい

  か そくりょく

すべ　　　　　　 ざいしつ     つか　　    　　　　　　　　　  かいてん　　　　　　　　　　　　せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

エーアール エフアールピー

てい      ま     さつ

ファーストトライパーツ

ファーストトライパーツ

ファーストトライパーツ

【改造後】ARシャーシ
ファーストトライパーツセット装着例

しっかりと確実に装着すれば、改造前のマシンにくらべて性能がアップ。

フロントとリヤもガッチリじょうぶで、長持ちするのもポイントだ。

さらに速くしたいキミに
おススメのパーツ

9mm、11mm、13mm、19mmのローラーをワ

イドにセット可能。コーナリング時にハイスピード

で突入して強い力がかかっても、変形しにくい。

　　　　　  　　　　 か のう　　　　　　　　　　　じ

　    とつにゅう　   つよ　ちから　　　　　　　　　　へんけい

ファーストトライパーツ

ファーストトライパーツ

ARシャーシ 
FRPフロントワイドステー
エフアールピー

エーアール

※ファーストトライパーツセットには

　含まれません。

パワーチャンプGT
ハイパワーでスタミナも十分。耐衝撃

性能にも優れ、レースでの使用にピッ

タリな単3形アルカリ乾電池。

ジーティー

ふく

　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅうぶん たいしょうげき

  せいのう　　   すぐ　　　　　　　　　　　 し  よう

　　　　　たん   がた　　　　　　かんでんち 

　　　　　　　  みなもと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きんぞく せい

　      　    そうちゃく　　　

（630円）
えん

パワーの源“モーター”のグレードアップと、金属製ベアリン

グの装着で、さらにスピードアップさせることができるぞ。

しょ   きゅう    しゃ

初級者
向け

 む

フロント
バンパー 印が今回改造する部分だ

しるし　 こん かいかい ぞう　           ぶ   ぶん   

AR
シャーシ

六角穴ボールベアリング
ろっ  かく 

パワーとスピードのバラ

ンスがとれた万能型モ

ーター。色々なコー

回転部分の抵抗が

少なく、モーターパ

ワーをムダなくタ

イヤに伝え、トップ

スピードがアップ。

アトミックチューン
（378円）（378円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ばんのうがた

かいてんいてん

すく

　　　　  

えんん

（15215）
（15287）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん   く

　　　　　　　　　   つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん



リヤのダブルローラーは安定したコーナリング、フロ

ントアンダーガードはコースフェンスに乗り上げにくい

のでマシンの完走率をアップ。さらに、マスダンパーに

よってジャンプ着地時に車体の姿勢を安定させます。

かい         ぞ う

改造のポイント
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あん てい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の　　　あ

　　　　　　　　　　　　 かん そう りつ

　　　　　　　　　　　　　 ちゃくち    じ　　   しゃたい　　   し  せい　　  あんてい

リヤのダブルローラーは安定したコーナリング、フロ

ントアンダーガードはコースフェンスに乗り上げにくい

のでマシンの完走率をアップ。さらに、マスダンパーに

よってジャンプ着地時に車体の姿勢を安定させます。

かい     ぞ うぞ うぞ

改造のポイント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あんてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　 あ

　　　　　　　　　　　　かんそうりつ

　　　　　　　　　　　　　 ちゃくち   じ　　   しゃたい　　   し せい　　 あんてい

●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。●予告なしに価格、製品内容などが変わる場合がありますのでご了承ください。●情報は2012年10月現在のものです。

［tamiyashop.jp］［www.tamiya.com］ 〒422-8610  静岡市駿河区恩田原 3-7

MINI 4WD SERIES

最新情報はこちらへ 便利なネットショッピング 株式会社 タミヤ

2012 TAMIYA 　PRINTED IN JAPAN   1210CH

9 18

FRPステーでフロント周りの強度をアップ。コーナー突入時

に強い力が加わっても、ブレずにスムーズなコーナリング

に。もし、コースフェンスにのりあげた時もアンダーガード

があればコースに復帰しやすいので完走率もアップする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわ　　　 きょう ど　　　　　　　　　　　　　　　　とつにゅうじ

　　 つよ  　ちから　   くわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　　　　　  ふっ  き　　　　　　　　　　　　かんそうりつ

  きょうど　　 たか　   けいりょう　　   ほん　　　　　　　　　   だいけい　　　　　　　　　　   せっ  ち  めん

せき　　   すく　　　　　　　　　　　　　　　　　  がた　　　　　　　　　 そうちゃく　  そう こう  じ

　　　　　　  ろ  めん　　　　　　てい こう　　 すく　　　    だいけい　　　　　　　　　　　　　  さい こう
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じつげん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょうげどう　　 おさ
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レースに参加したけれど、なかなか勝てないミニ四駆レーサーのために

より勝利に近づける、ARシャーシファーストトライパーツセットをベー
スにした改造例を紹介。マシンセッティングの　　　　参考にしよう。

レースで勝利をつかむための
ARシャーシ改造マシンを作ろう

 しょう       り　　　　  　

エーアール　　　　　　　　　　　　　　かい      ぞう　　　　　　　　　　　　　　　  つく

強い力のかかるフロント

まわりをガッチリ強化1 きょう       か

つよ　                ちから

強度が高く軽量な5本スポークの大径ホイールに、接地面

積が少ない、バレル（たる形）タイヤを装着。走行時に

コース路面からの抵抗が少ない大径バレルタイヤで最高

速をさらにアップ。ハイスピード走行を可能にするのだ。

軽量ホイールとバレル

タイヤで最高速アップ2 さい　  こう        そく

けい      りょう

カーブでの遠心力を上下2つのローラーでガッチリ受け止

めスムーズなコーナリングを実現。さらに、レーンチェンジ

やテーブルトップでのマシンの上下動を抑えてコースアウ

トを防ぐマスダンパーも装着し、安定性をアップさせた。

ダブルローラーとマス

ダンパーで安定性向上3  あん      てい       せい       こう      じょう

えん

えん

だい    けい

ろっ    かく   あな こ

ほ     きょう

つき

ちゅう   きゅう    しゃ

中級者
向け

 む

17mmプラリング付
アルミベアリングローラー
（15449）［693円］

パワーチャンプGT（55113）［294円］

カーボン強化8Tピニオンギヤ（6個）
（15453）［168円］

マスダンパーセット（15392）［378円］

アトミックチューン
モーター（15215）［378円］ 

ARシャーシ
FRPリヤワイドステー
※ARファーストトライパーツセットより

マスダンパー  
   ※ARファーストトライパーツセットより

スタビヘッド
  ※ARファーストトライ
　パーツセットより

ARシャーシ 
FRPフロントワイドステー
※ARファーストトライパーツセットより

フロント
アンダーガード
（15405）［378円］

13mmオールアルミ
ベアリングローラー（15437）［630円］

大径ナローライトウェイトホイール
（バレルタイヤ付）（15368）［336円］

FRPマルチ補強プレート
（ショート）（15431）［273円］1

1

1 2

2 六角穴ボールベアリング4個セット
（15287）［630円］ 
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3
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えん えん

えん

えん

えん
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つき

えん

きょう  か こ

フロント
アンダーガード

大径ナロー
ライトウェイトホイール マスダンパー

バレルタイヤ

FRPステー


