
MINI 4WD SERIES

グレードアップパーツシリーズ No.435

フロント
ローラー

リヤローラー

印が今回改造する部分だ

フロントバンパー

リヤバンパー

はつばいちゅう

かい       ぞう         ご

はや

そう     ちゃく    れい

はじめての改造にオススメ。
「ファーストトライパーツセット」

かい      ぞう

六角穴ボールベアリング

※ピニオン

　ギヤ付き
つ

ろっ   かく   あな

レースでの勝利のために欠かせない

パーツをセット。MS、スーパーII、
スーパーXXなど、多くのシャーシに
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

スに対応できるよ。

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。

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PRO （378円）

（630円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　ばん のう がた

　　　　　　　いろ いろ

　　　  たいおう　　

  かいてん ぶ ぶん　 てい こう　       

すく

　　　　   つた　　

えん

※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FD
ハイパワーと安定性を両立した、

レースでの使用にピッタリな

単3形アルカリ乾電池。

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ります。

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。

発売中
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 てんとう　  ふせ

　　　　　　　　　　  しょう り　　　　　　　　　 か

　　　　　　　　　　　　　　　      エムエス　　　　　　　　　   ツー

　　　                  ダブルエックス　　　   おお　　　　　　　　　　　　　 　 

　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  えん

　　　　　　　　　　かく じつ　　そうちゃく　　　　　　　 かい ぞう まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　   せい のう　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   なが  も

【改造前】
ミニ四駆PROシリーズの
MSシャーシ

かい       ぞう       まえ

　　　　よん   く　   プロ

エムエス

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「ファーストトライパーツセット」だ。

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にできる。

　　　　　   よん     く　　　　　　　　　　　 はや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう ちゃく

　　　　　　　　 しょ   しん    しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい   ぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　  せい   のう

FRPマルチワイドリヤステー

ローラー幅をワイドにセット

できる19mm径ローラーを
使えば、コース内でぶれにく

く、安定した走行ができる。

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

ローラー。スムーズなコーナーリングを実現します。

FRPマルチワイドステー
9mm、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。

スタビヘッド
コーナーリング時にマシンが傾

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、

転倒を防ぎます。

ファーストトライパーツ

19mm低摩擦
プラローラー
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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

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】
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

エフアールピー

　　　　　　　　　　あんていせい  りょうりつ
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　      　    そうちゃく　　　 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

しるし　   こん かいかい ぞう　                ぶ   ぶん   
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車体中央のダブルシャフトモーターが効率良くパワーを

伝達する好バランス・低重心のMSシャーシをベースに、

ハイスピードをキープしながらも、コーナーやジャンプ

セクション通過時でも安定するマシンにしあげてみた。

かい         ぞ う

改造のポイント

ワイドステーの上にワイドプレートを左右

に重ねてさらに強度をアップ。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ぞ。

ジャンプセクション後の着地での車体の

はね上がりを打ち消すマスダンパーを前後

に装着した。上下方向のマシンのバタつき

が少なくなり姿勢が安定するので、タイヤ

がすぐに路面に接して加速力のアップに

つながるのだ。

オフセットトレッドタイヤは、まさつ抵抗

が少なくスムーズにコーナーリングできる

ハードタイプをチョイス。写真のように

内ばきにすれば、さらにコーナーでのス

ピードがアップ。姿勢が不安定になるなら

外ばきをためしてみよう。

リヤダブルローラーステーが、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、スロープなどの上り坂でブレーキ

をかけコースアウトを防ぐ、マルチブレー

キも装着し安定性をアップさせた。

フロントまわりを

ガッチリと強化
マスダンパーで

マシンのブレを防止

オフセットトレッド

タイヤで走りを変える
ブレーキ&ローラー
で安定性アップ
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▲マスダンパーヘビー

マスダンパースクエア

▲フロント
アンダーガード ワイドステー

ワイドプレート

フロント

   リヤ

マルチブレーキ

マスダンパー
セット（ヘビー）
［378円］

マスダンパー スクエア
（6×6×32mm）
［378円］

FRPマルチ
ワイドステー
［273円］

FRPワイド
プレートセット
［252円］

フロントアンダー
ガード［378円］

単3形ニッケル
水素電池 ネオチャンプ
［1,050円］

ライトダッシュ
モーターPRO［420円］

オフセットトレッド
タイヤ・ハード（ホワイト）
［252円］
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タミヤ公認競技会や模型店のレースに参加したけれど、なかなか1勝でき
ないミニ四駆レーサーのために、より勝利に近づけるMSシャーシの改
造例を紹介。セッティングの参考にしてみよう。

レースで勝利をつかむための
改造マシンを作ろう
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ローラー用11mmボール
ベアリング［525円］

えん

よう

4 MSシャーシ リヤダブル
ローラーステー［483円］

えん

4 MSシャーシ マルチ
ブレーキセット［378円］

えん

えんえん

えん

たん        がた

ゴムリング付 2段アルミ
ローラーセット（13-12mm）［945円］

えん

つき だん

すい   そ    でん    ち

大径カーボンホイールセット

（ソフトスリックタイヤ付）
［336円］

えん

だい けい

つき

ちゅう   きゅう    しゃ

中級者
向け

 む
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