
MINI 4WD TUNE-UP PARTS

グレードアップパーツカタログ

強度が高く軽い中空構造のステンレ
スシャフト。標準シャフトに対して
約40％軽く、加速性能が向上します。

180円（税別）
（15440）

  60mm中空ステンレス
  シャフト

200円（税別）
（15416）

　60mmブラック強化シャフト
 （4本）

ハイスピード走行でも曲がりにくい、
ブラックニッケルメッキ製の高剛
性・高強度60mmシャフトです。

180円（税別）
（15297）

　72mm中空
　ステンレスシャフト 

強度が高く軽い中空構造のステンレ
スシャフト。標準シャフトに対して
約40％軽く、加速性能が向上します。

※スーパーX、XXシャーシ用

軸穴直径2mm、外径6mmのボール
ベアリング。回転摩擦を低減し、ス
ピードアップに。車軸にも使用可能。

680円（税別）
（15111）

　丸穴ボールベアリング
　4個セット

回転抵抗を減らしてパワーを無駄な
く伝えるとともに、トップスピードを
高め、走行時間も伸ばします。

600円（税別）
（15287）

　六角穴ボールベアリング
　4個セット

摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂配合
のメッキ加工により、低抵抗も実現
した高い工作精度の軸受けです。

500円（税別）
（15393）

フッソコート620スチール
ベアリング（4個）

ステンレス製中空シャフトにプラスチ
ック製ギヤを装備した軽量タイプ。加
速力、トップスピードがアップします。

140円（税別）
（15205）

　1.4mm中空軽量
　プロペラシャフト 

軽く、強度に優れたステンレス製。
モーターパワーをスムーズに前後の
タイヤに伝えてダッシュ力を高めます。

140円（税別）
（15234）

　スーパーXシャーシ
　中空軽量プロペラシャフト 

滑りやすい材質なので滑らかに回る
プラスチック製ローラー。16,19mm
の2種類のサイズを4個ずつセット。

200円
（税別）
（15381）

　低摩擦
　プラローラーセット

外径9mmのローラー用ボールベア
リング。前後で大きさを変えれば、
セッティングの幅が広がります。

500円（税別）
（15344）

　ローラー用9mm
　ボールベアリングセット

ガイドローラーとして欠かせない
ボールベアリング。外径11mmサイ
ズを2個セットしました。

500円（税別）
（15345）

　ローラー用11mm
　ボールベアリングセット

ハイスピード走行でも曲がりにくい、
ブラックニッケルメッキ製の高剛
性・高強度72mmシャフトです。

200円（税別）
（15417）

　72mmブラック強化シャフト
 （4本） 

高品質な仕上がりのアルミ削り出し
ローラー。520ボールベアリングを装
備してスムーズな回転を生み出します。

600円（税別）
（15437）

  13mmオールアルミ
  ベアリングローラー

滑らかに回るボールベアリングを内
蔵した、軽量で変形がほとんどない
アルミ製ローラー。ゴムリング付き。

660円（税別）
（15161）

17mm アルミベアリング
ローラー

外径19mmのアルミベアリングロー
ラー。ゴムリング付きでコースとの
衝撃をおさえ、安定した走行が可能。

660円（税別）
（15160）

19mm アルミベアリング
ローラー 

アルミベアリングローラーにプラス
チックリングを装着。コースとの摩
擦抵抗が小さく、高速走行向き。

660円（税別）
（15251）

19mmプラリング付アルミ
ベアリングローラーセット

より強度の高いディッシュタイプの
アルミベアリングローラー。取付用の
ビスやスペーサーもセットしました。

660円（税別）
（15426）

19mmプラリング付アルミ
ベアリングローラー（ディッシュタイプ）

900円
（税別）
（15418）

ゴムリング付2段アルミ
ローラーセット（13-12mm）

13-12mmの上段のローラーをゴムリ
ング装着状態で12mmとし、安定性
を高めました。520ベアリング付き。

2つのローラーを一体化したローラー。
車体が傾いた時は上のローラーが
フェンスに接触。転倒を防止します。

2段アルミローラーセット
（13-12mm） 900円（税別）

（15398）

13-12mmの2段ローラーより小さ
いため、ローラー重量が約1/2とい
う軽さが特徴。520ベアリング付き。

900円（税別）
（15403）

  2段アルミローラーセット
（9-8mm）

先端のボール部分がコースフェンス
にふれてマシンを支え、安定した高
速コーナリングが可能です。

140円（税別）
（15059）

スタビライザーポールセット

ゴムリング付きローラーでコーナリ
ングもスムーズ。ポールは遠心力で
傾いたマシンを支えます。

300円（税別）
（15158）

ショートスタビローラー

コーナリング時のマシンの傾きを抑
え安定性を高めるスタビローラーの
ロングタイプです。

300円（税別）
（15408）

ロングスタビ低摩擦
プラローラー（13mm）セット

 320円
（税別）
（15412）

  カーボン強化リヤダブル
  ローラーステー
（3点固定タイプ）

3点固定による高い剛性を持つカーボ
ン繊維配合のリヤダブルローラーステ
ー。幅広いセッティングが可能です。

FRPマルチワイドステー、13・19mm低摩
擦プラローラー、マスダンパー、スタビキ
ャップなどレース用の基本パーツのセット。

  ファーストトライ パーツセット
900円
（税別）
（15435）

高い剛性を誇る直径19mmのオールアル
ミ製ローラー。ボールベアリングを埋め
込んで、スムーズな回転を生み出します。

760円（税別）
（15464）

HG 19mmオールアルミ
ベアリングローラー

500円（税別）
（15475）

ローラー用13mm
ボールベアリングセットII

外径13mm、内径5mm、厚さ3mmの
ボールベアリングセット。シール部分を
すべてスチールとした強度の高さも特長。

スタビライザー効果を発揮して転倒
を防止する2段樹脂ローラー。低摩
擦樹脂製でコーナリングもスムーズ。

220円
（税別）
（15457）

2段低摩擦プラローラーセット
（赤・青13-12mm）

フロントワイドスライドダンパー

フェンスにぶつかった時のショック
を吸収、走行をスムーズにするワイド
タイプのスライドダンパーです。

440円（税別）
（15469）

コーナーでのマシンの傾きをへらし走
行安定性を高めます。13～19mmの
ローラーと組合わせる2サイズをセット。

460円（税別）
（15391）

大径スタビヘッドセット
（11mm、15mm）

前後のFRPプレート、13mm低摩擦
プラローラー、マスダンパー、スタビ
ポールや取り付け用の金具もセット。

900円
（税別）
（15450）

  ARシャーシ ファーストトライパーツセット

900円
（税別）
（15476）

前後のFRPプレート、13mm低摩擦プラ
ローラー、アジャストマスダンパー4個、ス
タビポールや取り付け用の金具もセット。

MAシャーシ ファーストトライ
パーツセット

フロントに19mmローラーを使った時に
組み合わせ、カーブでの車体の傾きを防
ぎ走行安定性を高める17mmスタビヘッド。

420円（税別）
（15436）

   大径スタビヘッドセット
（17mm）

ローラーを取り付けるFRPなどと
シャーシの間に挟み込んでダウンス
ラスト角を調節できるプレートです。

ローラー角度調整
プレートセット

260円（税別）
（15373）

･･･モーター

･･･タイヤ･ホイール

･･･セッティング用

･･･基本性能アップパーツ

･･･電池･充電器

･･･アクセサリー･ケース

･･･ドレスアップパーツ

･･･工具

スポンジを路面に接触させ、スピードを落と
すブレーキセット。堅さが異なる3種類のス
ポンジシートとFRPプレートなどのセットです。

440円（税別）
（15441）

  ブレーキスポンジセット

前後方向の取付け位置を選べ、ビスとスペーサー
で高さ調整ができ小径～大径タイヤにも対応。
摩擦力の異なる2種類のブレーキ用スポンジ付き。

360円（税別）
（15458）

ARシャーシ ブレーキセット

ジャンプ後の着地でフェンスに乗り
上げてもすぐに復帰でき、完走率を
高めるパーツです。

フロントアンダーガード
360円（税別）

（15405）

レーンチェンジやスロープを上る時、
ブレーキゴムが路面と接触し、マシ
ンを減速させコースアウトを防止。

200円（税別）
（15413）

ゴムブレーキセット

スタビライザーポールのボール部分の
セット。白・黒・ガンメタ・銀・金の5色4個
のボールとねじ込み用ゴムチューブ付き。

200円（税別）
（15385）

ボールスタビキャップ
（モノクロ）

マシンが飛び跳ねてしまった時、着
地時におもりが逆方向に動いてバ
ウンドを防ぎます。

360円
（税別）
（15392）

マスダンパーセット

着地時のバウンドを抑えるマスダン
パーのヘビータイプ。高速走行時に
もマシンの上下動を確実に抑えます。

360円
（税別）
（15401）

マスダンパーセット（ヘビー）

コースの継ぎ目のフェンスギャップから
の衝撃を吸収し、安定した走行を実現す
るワイドタイプのスライドダンパーです。

440円（税別）
（15467）

リヤワイドスライドダンパー

ブレーキ効果の高いスポンジシートの
セット。厚さの違うシートを様々に貼っ
てブレーキセッティングが可能です。

440円（税別）
（15492）

  ブレーキスポンジセット
（1/2/3mm レッド）

スリムマスダンパーセット

400円（税別）
（15501）

樽型タイプのマスダンパーを各2個ず
つセット。狭い隙間にも装着でき、
セッティングの幅が広がります。

※イラストと実際の製品は異なる場合があります。

660円（税別）
（15449）

軸受けにボールベアリングを組み込ん
だ17mmアルミ製ローラー。高速コー
ナーで威力を発揮するプラリング付き。

  17mmプラリング付アルミ
　ベアリングローラー

ブレーキスポンジ（レッド）（15492）
に比べて摩擦力の弱い3種類の厚み
のスポンジシートをセットしました。

440円（税別）
（15512）

  ブレーキスポンジセット
（マイルド 1/2/3mm ブルー）

マシンの跳ねを押さえる角柱型のマス
ダンパー。多くの取り付け穴で様々な
場所に配置可能。真ちゅう製、8.3g。

360円（税別）
（15427）

  マスダンパー スクエア
（6×6×32mm）

フロント、リヤバンパーなどに取付け
てマシンの振動をおさえるほか、固定
ウェイトとしても使えます。14.9g。

400円（税別）
（15428）

  マスダンパー スクエア
（8×8×32mm）

キット標準のプロペラシャフトに比べ
て軽く仕上げ、スピードアップに効果
的。タイプ5,スーパーFMシャーシ対応。

160円（税別）
（15206）

2.0mm中空軽量
プロペラシャフト

※プロペラシャフトのみ
FM-Aシャーシ対応

ハイグレードならではの高精度な仕
上がりで、ガタが少なく転がり抵抗
もさらに小さくなります。

1,400円（税別）
（15519）

　  HG 丸穴ボールベアリング
　（4個）

※2018年12月発売

900円
（税別）
（15514）

FM-Aシャーシ ファースト
トライパーツセット

前後のFRPプレート、13mm低摩擦
プラローラー、マスダンパー、スタビ
ポールや取り付け用の金具もセット。



15,20,30mmの長さの2mm丸ビス
と金具のセット。ローラーを高い位
置に取り付ける等、便利に使えます。

140円（税別）
（15232）

ミニ四駆ビスセットA

10mm、12mm、15mmの長さの
2mm丸ビス各6本、2mmナット4
個、さらにロックナットも2個セット。

140円（税別）
（15233）

ミニ四駆ビスセットB

強度の高いステンレス製40mmビス3
本に加えて、1.5mm、3mm、6mmの
アルミカラーをそれぞれ4個ずつセット。

240円（税別）
（15407）

ビスセットD
（40mmステンレスビス）

ローラーを高い位置に取り付けたり、
FRPプレートを2段に装備する時な
どに便利に使える六角マウントです。

400円（税別）
（15395）

六角マウントセット
（10mm、15mm）

力を受けてもたわみにくいのでロー
ラーの向きが変わらず、安定したコー
ナリングを引き出すFRP製ステー。

220円（税別）
（15243）

　スーパーXシャーシ 
　FRPリヤーローラーステー

パンパーを強化するFRPプレート。
大きなショックでも変形しにくく、
ローラーの効果を確実に発揮。

200円（税別）
（15242）

スーパーXシャーシ 
FRPマルチ強化プレート

長さ91mm、幅7mmのストレート
タイプのFRPプレート。ビス止め用
の穴も開けられ取り付けも手軽。

200円（税別）
（15193）

FRPマルチ補強プレート

走行中に大きな力がかかる部分を
補強。取り付け穴が多く開けられ、
ビス止めで手軽に装着できます。

240円（税別）
（15150）

FRP強化マウントプレート
セット

MSシャーシのローラー取り付け位
置を広げ、シャープなコーナリング
と高い直進安定性を発揮します。

240円
（税別）
（15357）

FRPワイドプレートセット

9mm、13mm、19mmのベアリン
グローラーをワイドにセットできる
一枚板のFRPプレートです。

260円（税別）
（15394）

FRPマルチワイドステー

ミニ四駆各車に取り付けられるFRP製
ステー。ブレーキパーツやマスダンパー
を最後方に取り付けられる穴も用意。

300円（税別）
（15430）

  FRPマルチワイドリヤステー

MSシャーシのユニット間を固定する補
強プレート。ノーズ、テールユニットを
確実に固定、シャーシの剛性を高めます。

260円（税別）
（15431）

  FRPマルチ補強プレート（ショート）

ミニ四駆PRO用の上級者向けモー
ター。高速コースからテクニカル
コースまで高い性能を発揮します。

420円（税別）
（15375）

ハイパーダッシュモーター
PRO

ハイパーダッシュモーターPROと、ト
ルクチューンモーターPROの中間的な
性能。上級者用の高効率モーターです。

400円（税別）
（15402）

ライトダッシュモーターPRO

カーボンブラシを採用した高回転型の
ハイパワーモーター。小径タイヤとの組
み合わせがおすすめ。ミニ四駆PRO用。

420円（税別）
（15433）

  マッハダッシュモーターPRO

ロングストレートのあるトップス
ピード重視のコースに最適な回転
型モーターです。

スプリントダッシュモーター

400円（税別）
（15318）

抜群のトップスピードの伸びに加え
て、コーナーや上り坂でも鋭いダッ
シュを発揮する高性能モーターです。

620円（税別）
（15307）

ウルトラダッシュモーター

★タミヤ公認レースには
　使用できません

手軽にセッティングが変更できるオフ
セットトレッドタイヤの小径タイプです。
標準タイヤより軽く、加速性能アップも。

220円（税別）
（15396）

小径オフセットトレッドタイヤ

軽量で優れたグリップ力を発揮する特
殊な材料、レストンを使った幅の狭い
スポンジタイヤを4本セットしました。

440円（税別）
（15388）

ナローレストンスポンジ
タイヤセット（ブラック）

通常のビスに比べて約1.5倍の強度を持つ
キャップスクリュー。マスダンパーなど重い
パーツやローラーの取り付け用として効果的。

540円（税別）
（15454）

2㎜キャップスクリューセット
（25mm・30mm）

アトミックチューンモーターとハイパー
ダッシュ2モーターの中間的なパワーで
扱いやすく、いろいろなレースに使えます。

380円（税別）
（15455）

ライトダッシュモーター

400円（税別）
（15477）

電気効率と耐久性のバランスに優れた銀カー
ボンブラシ採用。高速コースからテクニカル
コースまで様々なコースで高性能を発揮。

ハイパーダッシュ3 モーター

フルカウルミニ四駆各車に無加工で取
り付けられるFRP製ステー。ボディに
合わせた滑らかな曲線が特徴。

260円（税別）
（15472）

  FRPフロントワイドステー
（フルカウルミニ四駆タイプ）

マスダンパースクエア、FRP製サイド
プレート、スタビポールをセット。MA
シャーシの着地安定性を高めます。

620円（税別）
（15490）

MAシャーシ サイドマスダンパー
セット

スピードの伸びに優れた回転型。ス
トレートの多いハイスピードコース
に適しています。ミニ四駆PRO用。

360円（税別）
（15488）

レブチューン2モーターPRO

トルクとスピードのバランスが取れ
た性格を持ち、ギヤ比を選んで色々
なコースに対応できます。

360円（税別）
（15486）

アトミックチューン2モーター

ハイトルク型の高性能モーター。加
速力に優れているためテクニカル
コースに適しています。

トルクチューン2モーター 
360円（税別）

（15484）

トルクとスピードのバランスが取れた性
格を持ち、ギヤ比を選んで色々なコー
スに対応できます。ミニ四駆PRO用。

360円（税別）
（15489）

アトミックチューン2モーター
PRO

スピードの伸びに優れた回転型。ス
トレートの多いハイスピードコース
に適しています。

360円（税別）
（15485）

レブチューン2モーター

1.5mm厚のカーボンプレートを使用
した補強プレート。FRPに比べて曲げ
に強く、たわみが少ないのが特徴です。

880円（税別）
（15495）

HG カーボンマルチ
補強プレート（1.5mm）

FRPに比べて強度が高く、パーツ取り
付け穴を多く設置しています。オリジ
ナルデザインのプリント入り。

HG カーボンフロントワイド
ステー（1.5mm）

940円（税別）（15498）

各種のローラーを規定幅いっぱいに
取り付けられる強度の高いカーボン製
リヤステーです。ホワイトプリント入り。

980円（税別）
（15499）

HG カーボンリヤワイド
ステー（1.5mm）

スムーズなコーナリングを生み出す大径・ワイ
ドトレッドタイプのワンウェイホイールです。ブ
ラックカラーのオフセットトレッドタイヤ付き。

560円
（税別）
（15387）

大径ワンウェイホイールWT
（オフセットトレッドタイヤ付）

アルミ製と比べて40%の軽量化。低摩擦樹脂
製で接触時の抵抗を減らします。1.5～12mm
までの5種類の長さをそれぞれ4個ずつセット。

200円（税別）
（15506）

  軽量プラスペーサーセット
（12/6.7/6/3/1.5mm） 

300円（税別）
（15452）

9、13、19mmローラーはもちろん、11mm
ローラーを規定幅いっぱいに取り付けら
れるARシャーシ用のFRPリヤステー。

  ARシャーシFRP
　リヤワイドステー

強度の高いステンレス製2mmのビス。
長さ15mmを4本、20mmを4本、
25mmを8本、30mmを8本セット。

400円（税別）
（15508）

  ステンレスビスセット
（15・20・25・30mm）

皿穴加工をすればビスの頭が出ない皿ビス
セット。10mm を4本、12mmを6本、20mm
を2本、25mm、30mmを各4本セット。 

300円（税別）
（15510）

  ステンレス皿ビスセット
（10・12・20・30mm）

  ※ビス穴の加工は2mm皿ビス穴加工ビット
（電動リューター用）（74130）を使用してください。

30mm×4本

25mm×4本

20mm×2本

30mm×8本

25mm×8本

20mm×4本

15mm×4本

12mm×6本 10mm×4本

アルミモーターサポート

120円（税別）
（15149）

ゼロ、スーパー1、スーパーⅡ、スーパーFM、
スーパーTZ、スーパーTZ-X用。シャーシ後部
に差し込んでモーターを確実に固定します。

低反発な素材を使用したタイヤで跳
ねにくく安定した走行が可能。スポ
ンジならではの軽さもポイントです。

  HG 低反発スポンジタイヤ
（大径ナローホイール用）

600円（税別）
（15507）

タイヤの取付け向きでトレッドを変更できるオ
フセットトレッドタイヤのローハイトタイプ。カー
ブ時の抵抗が少なくテクニカルコースで効果的。

ローハイトオフセットトレッド
タイヤ・ハード （ホワイト）

240円（税別）
（15509）

軽量で強度も高い、V字型スポーク
の大径ホイールに、接地面積の少な
いバレル（たる形）タイヤをセット。

320円（税別）
（15491）

大径Vスポークナロー
ホイール（バレルタイヤ付き）

ボウル形と円筒形のマスダンパー、FRP
製サイドプレート、スタビポールをセット。
ARシャーシの着地安定性を高めます。

620円（税別）
（15459）

ARシャーシ サイドマスダンパー
セット

マスダンパーは低い位置にセットでき、低
重心化にも効果的。衝撃でも外れにくい、
ガラス繊維配合樹脂製のアジャスター採用。

440円
（税別）
（15478）

ボールリンクマスダンパー
（スクエア）

長さが短く、取り付け高が低いのも
ポイント。固定式のウェイトとしても
使えます。真ちゅう製、1本約3.6g

400円
（税別）
（15515）

  マスダンパー スクエア ショート
（6×6×14mm 2個）

取り付け高さが低く抑えられ見た目
もすっきり。固定式ウェイトとしても
使用可能。真ちゅう製、個約6.6g。

460円
（税別）
（15517）

  マスダンパー スクエア ショート
（8×8×14mm 2個）

高回転、高トルクはもちろん、放熱
性を高めたモーターケースを採用。
カーボンブラシの手入れも可能です。

820円（税別）
（15186）

プラズマダッシュモーター

★タミヤ公認レースには
　使用できません

狭いコースやテクニカルコース、
アップダウンのあるコースなどに有
利なトルク型モーターです。

パワーダッシュモーター

400円（税別）
（15317）

ハイトルク型の高性能モーター。加速
力に優れているためテクニカルコース
に適しています。ミニ四駆PRO用。

トルクチューン2モーターPRO
360円（税別）

（15487）

ネジ部分の樹脂がゆるみを防止、振
動に強いアルミ製ロックナット。鮮や
かなレッドアルマイト仕上げ。

  2mmアルミロックナット
（レッド5個） 380円（税別）

（15493）

920円（税別）
（15497）

  HG 13・19mmローラー用 
  カーボンマルチ補強プレート
（1.5mm）

様々なローラーセッティングに対応
するストレートバー形状のカーボン
プレートです。ホワイトプリント入り。

ローハイトタイプのホイール（15294
･15295･15358･15359）に装着可
能なオフセットトレッドタイヤです。

220円（税別）
（15397）

ローハイトオフセット
トレッドタイヤ

260円（税別）
（15473）

ローラーやステー類、ブレーキの高さ調整用
アルミスペーサー。1.5～12mmまでの5種
類の長さをそれぞれ4個ずつセットしました。

  アルミスペーサーセット
（12/6.7/6/3/1.5mm）

260円（税別）
（15451）

9mm、13mm、19mmローラーは
もちろん、11mm、17mmローラー
を規定幅いっぱいに取り付け可能。

  ARシャーシ FRP
　フロントワイドステー

380円
（税別）
（15518）

FRPリヤブレーキステーセット

※2018年
10月発売

アップダウンのあるコースで必要な
ブレーキセッティングが手軽にでき
ます。リヤ周りの拡張性もアップ。



電気をよく通す性質があり、電池の
パワーをむだなくモーターに伝えま
す。MS、MAシャーシ用。

320円（税別）
（15360）

MSシャーシ 
ゴールドターミナル

ハイスピードギヤと超速ギヤの中間のギ
ヤ比（3.7:1）に設定できるギヤとシャフト、
丸穴ボールベアリングもセットしました。

320円（税別）
（15434）

  ハイスピードEXカウンター
  ギヤセット（3.7:1）

2,600円（税別）
（15424）

  ミニ四駆ポータブルピット

ミニ四駆を最
大4台入れて持
ち運べる、2段
構造の樹脂製
キャリングケー
スです。レース
会場でも便利に
使えます。

ミニ四駆大径タイヤ装着車に最適。
ギヤ比は4:1と4.2:1。28Tスパーギ
ヤやボールベアリングもセット。

300円（税別）
（15236）

　ハイスピード
　カウンターギヤ

摩擦抵抗の低いフッ素樹脂配合のメッキ
を施した高精度・高硬度なギヤシャフト。
ツバ付ギヤシャフトを使用するミニ四駆用。

180円（税別）
（15400）

フッソコートギヤシャフト
（ツバ付2本）

電気をよく通し、パワーをむだなくモー
ターに伝える接点金具のセットです。
スーパーＸ、XX、VS、ARシャーシ用。

240円（税別）
（15237）

スーパーXシャーシ
ゴールドターミナル

240円（税別）
（15421）

接点部分のサビを防ぐ効果があり、
電気まわりのメンテナンスサイクル
をのばす金メッキ金具です。

スーパーIIシャーシ 
ゴールドターミナル

高精度の専用シャフトとボールベア
リングをセット｡駆動ロスをさらに減
らして最高速を伸ばします。

420円（税別）
（15347）

　MSシャーシ用
　ギヤベアリングセット

単3形電池を2本ずつ12本入れることが
できる電池ケース。新しい電池と使い終
わった電池を上下に分けておくにも便利。 

360円（税別）
（15423）

  ミニ四駆 バッテリーケース

最大で5台のマシンや工具を収納。
競技会などへの持ち運びに便利。内
部は使いやすい2段式トレー。

2,200円（税別）
（15354）

　ミニ四駆PRO 
　レーサーズボックス

3.5：1のギヤセット。低重心化が可
能な小径タイヤと組み合わせて最
高速の低下を防ぎます。

320円（税別）
（15349）

　MSシャーシ用 
　超速ギヤセット

スピードの伸びが魅力の超速ギヤ。
620丸穴ボールベアリングもセット。
VS、スーパーX、ARシャーシにも対応。

スーパーXX･スーパーII 
シャーシ用超速ギヤセット

240円（税別）
（15432）

高精度・高硬度なギヤシャフトに、摩
擦抵抗の低いフッ素樹脂配合のメッキ
を施して滑らかな動きを生み出します。

160円（税別）
（15390）

フッソコートギヤシャフト
（ストレート2本）

電気をよく通し、サビにくい金メッキ
された接点金具のセットです。タイ
プ2,4,5､FM、TZ,TZ-Xシャーシ用。

240円（税別）
（15046）

レーサーミニ四駆
ゴールドメッキターミナルB

高性能な充電式のニッケル水素電池で
す。アルカリ乾電池に比べて低温に強く
パワフルで、1本約19gの軽量設計です。

1,000円（税別）
（15420）

単3形ニッケル水素電池
ネオチャンプ（2本）

固体の中で最も摩擦係数の低い
フッ素樹脂PTFEの微粒子を配合し
た高性能グリスです。

400円（税別）
（15383）

ミニ四駆 Fグリス
（フッソ樹脂配合）

ナイトロサンダーなどのスペアとし
て、また小径タイヤと組み合わせて
加速重視のセッティングに。

320円（税別）
（15355）

　MSシャーシ用
　ハイスピードギヤ（4：1）

超速ギヤに比べて加速に優れ、速
度が落ちやすいテクニカルコースな
どで威力を発揮します。

320円（税別）
（15429）

MSシャーシ用 ハイスピード
EXギヤセット（3.7:1） 

高性能モーターには真ちゅう製ピ
ニオンギヤがおすすめ。パワーをロ
スなく伝えることができます。

180円（税別）
（15289）

　8Tピニオンギヤセット
 （真ちゅう/プラスチック・各4個） 

ワンタッチで開閉可能な強化素材のカーボ
ン繊維配合のリヤギヤカバーと同素材の
8Tピニオン・ヘリカルギヤ各2個をセット。

340円
（税別）
（15438）

  強化ギヤ&ワンロックギヤ
  カバー（スーパーIIシャーシ用）

標準タイヤに比べて軽量で、ギャッ
プではねにくく、ホイールオフセット
を適正化し、トレッドが広がりません。

320円（税別）
（15442）

  スーパーX･XXローハイト
  タイヤ&ホイールセット
※スーパーX、XXシャーシ
各車に使用可能

スムーズなコーナリングを生み出す
ワンウェイホイールに、ローハイトタ
イヤを組み合わせました。

560円
（税別）
（15443）

  ローハイトタイヤ&
  ワンウェイホイールセット

ノーマルタイヤに比べて厚みが薄く
軽量で、起伏の多いコースに有利な
タイヤ・ホイールです。直径31mm。

320円（税別）
（15446）

  スーパーX・XX 大径
     ローハイトタイヤ&ホイール

160円（税別）
（15453）

カーボン繊維を配合した強化樹脂製
のピニオンギヤ。モーターパワーを
確実に伝達し、駆動ロスを抑えます。

  カーボン強化
　8Tピニオンギヤ（6個）

強度が高いカーボン繊維配合樹脂製ギヤの
セットです。モーターに取り付ける8Tピニオン、
プロペラシャフトとかみ合うG13ギヤのセット。

200円（税別）
（15462）

カーボン強化ギヤG13・
8Tピニオンセット

560円（税別）
（15474）

ミニ四駆 キャッチャー

走行しているミニ四駆を安全にキャッ
チできるツールです。底面の3つのリブ
がキャッチした後のタイヤロックを防止。

電池やパーツ取り付け箇所の補強など、手
軽に使えるテープです。手でカットでき、は
がしてもノリ残りが少ないのもポイント。

360円（税別）
（15463）

  ミニ四駆マルチテープ
（10mm幅 ブルー）
　
　 580円（税別）

（15465）

ミニ四駆 オイルペン

化学合成油PAOが入った極細の筆ペン。
ギヤやガイドローラーなど細かいパーツ
にFグリスを塗るツールとして最適。

3.5：1、3.7：1、4：1、4.2：1、5：1の5種類
のギヤ比が選べます。中空軽量プロペラシャ
フトや620ボールベアリングなどもセット。

900円（税別）
（15456）

ARシャーシ セッティング
ギヤセット

キット標準のボディに比べて約半分
の軽さ、しかも強度も十分なポリ
カーボネート製ボディです。

480円（税別）
（15466）

エアロアバンテクリヤー
ボディセット

1ブロックごとにフタが付いた8連ケース
2個を、アウターケースに収めました。
ケースは中身が見える半透明タイプです。

ミニ四駆パーツケースセット

  860円
（税別）
（15460） 

繊細で起伏に富んだ Y 字形の 5 本
スポークホイールです。26mm径の
ローハイトタイヤもセットしました。

ローハイトタイヤ&ホイール
セット（Yスポーク） 

320円（税別）
（15483）

※ミニ四駆各車、
　PROに使用可能

5,200円（税別）
（55116）

単3形ニッケル水素電池
ネオチャンプ（4本）と
急速充電器PROII

タミヤの公認競技会で使えるミニ四
駆用の高性能充電式電池ネオチャ
ンプ4本と急速充電器のセットです。

480円（税別）
（15494）

アスチュート クリヤー
ボディセット（ポリカ）

キット標準のボディに比べて約半分
の軽さ、しかも強度も十分なポリ
カーボネート製ボディです。

タミヤ公認競技会で使える、高性能
な単3形アルカリ乾電池。容量や電流
放電性能がいっそうアップしました。

  パワーチャンプRS
280円（税別）

（55117）

480円（税別）
（15502）

サンダーショット クリヤー
ボディセット（ポリカ）

歴代クリヤーボディの中でも軽量・
小面積、しかも強度も十分なポリ
カーボネート製ボディです。

キット標準のボディに比べて約60%の
軽さで加速性能や最高速度、衝撃強度も
向上するポリカーボネート製ボディです。

480円（税別）
（15503）

ウイニングバード フォーミュラー 
クリヤーボディセット （ポリカ）

片軸･両軸、モーターの形状を問わずに
合計8個収納可能。さらに、ピニオンギ
ヤ収納スペースも2箇所用意しました。

260円（税別）
（15505）

ミニ四駆モーターケース 2 
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装着した時にトレッドが広がりすぎな
い大径ホイールと、抵抗が少なくコー
ナリングに有利なハードタイヤです。

320円（税別）
（15504）

スーパーX・XX大径5本スポーク
ホイール&ハードスリックタイヤ（レッド） 

DCR-01（デクロス -01）用の大径ロー
ハイトタイヤ用ホイールとタイヤとの
セットです。ホイール成形色は白。

大径ローハイトタイヤ＆
6本スポークホイール

320円（税別）
（15511）

マグナムセイバープレミアムと併せてデザ
インされたローハイトタイヤ用ホイール
とタイヤのセット。ホイール成形色は白。

ローハイトタイヤ＆ホイール
セット（5本スポーク）

320円（税別）
（15513）

カーボン繊維配合ナイロン樹脂製
の強化タイプ大径ナローホイールと
バレルタイヤのセットです。

320円（税別）
（15414）

スーパーX・XXカーボン
大径ナローホイール&
バレルタイヤ （ホワイト） 320円（税別）

（15415）

カーボン繊維配合ナイロン樹脂製とし
た強化タイプの小径ホイール。路面との
接地面積が小さいのも特徴。

スーパーX･XXカーボン小径
ホイール&バレルタイヤ（ホワイト）

スロープセクションなど起伏のある
コースでマシンの着地時に跳ねにくい
タイヤ・ホイールです。直径31mm。

320円（税別）
（15445）

  大径ローハイトタイヤ&
     ホイールセット

使用可能なギヤが一通りセットされ
たセッティングパーツセット。FM-A、
スーパーX、スーパーXXに使用可能。

860円
（税別）
（15516）

FM-Aシャーシ 
セッティングギヤセット

カーボンファイバーを配合した強度
の高い大径ホイールに､ハイグリップ
なスリックタイヤをセット。

大径カーボンホイールセット
（ソフトスリックタイヤ付き）

320円（税別）
（15366）

※FM-A
シャーシ

対応

強度が高く軽量な5本スポークの大
径ホイールに、接地面積の少ないバ
レル（たる形）タイヤをセット。

320円（税別）
（15368）

大径ナローライトウェイト
ホイール（バレルタイヤ付き）

ミニ四駆サーキット
レースに勝つためのセッティング研究
から、仲間同士でのレースまで、さまざ
まな用途に使えるミニ四駆用サーキッ
ト。複数のサーキットをつなげば、大型
コースを作ることもできます。 

コースの大きさ：
347cm×191cm

  ジュニアサーキット 
  スロープセクション
（レッド）

ジュニアサーキット 
ウェーブ（白）4枚セット

9,000円（税別）

  オーバルホームサーキット 
  立体レーンチェンジタイプ 
（レッド/ブルー/ホワイト）

  ジャパンカップ Jr.サーキット
（レッド/ブルー/ホワイト）19,800円（税別）

ミニ四駆 
5レーンサーキット
基本セット
88,000円（税別）

ジャパンカップ Jr.サーキット19,800円（税別）

コースの大きさ：
306cm×144cm

コースの大きさ：
216cm×120cm

  オーバルホームサーキット 
  立体レーンチェンジタイプ
（ライトグリーン/ブルー）

（69506）

8,800円（税別）（94893）

（69570）
6,000円（税別）
（69575）

ジュニアサーキット 
ストレート（白）
4枚セット

6,000円（税別）
（69574）

ジュニアサーキット 
カーブ（青/赤）
各2枚セット
5,000円（税別）（69573）

（02171）

8,800円（税別）（69569）

（94892）

  ジュニアサーキット 
  スロープセクション
（オレンジ）

9,000円（税別）（95447）

7,800円（税別）

ジュニアサーキット
バンクアプローチ20
（レッド）

（69571）

7,800円（税別）

ジュニアサーキット
バンクアプローチ20
（オレンジ）

（95448）


