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モーターまわり

さらなる性能を求め、数々のミニ四駆レースで集めたデータを参考に開発された“スーパー

XXシャーシ”がいよいよ登場だ!多くの性能を秘め、レースでの活やくが期待できるこ

のシャーシをここではじっくりと紹介しよう。ぜひ、キミも手にとって走らせてみてほし
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『進化』がつまった新シャーシ
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ダブルエックス だ い け ん きゅう

“スーパーXXシャーシ”大研究
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トレッド ミリ70

新シャーシ採用の

マシンが続々登場!

マックスブレイカー 
ブラックスペシャル
（945円）

ライジングトリガー 
ホワイトスペシャル
（945円）
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マシンのボディを外さずにシャーシの裏

からワンタッチでモーターを取り出せる

親切設計。メンテナンスもしやすい。

　　　　　　 と　　　だ　　　　　　　　　　　　こうかん

　　　　　　　　　　　　　　　　  か 　　　　　　　　　　やく  だ   

はず　　　　　　　　　 かな  ぐ   

すぐに取り出せ、モーター交換がすばやくでき

る。セッティングを変えるときに役立つのだ。

モーターマウントごと

外れるので、金具のチ

ェックもできる。

シャーシ
走行中に強い力が加わる様々な部分を

補強した設計だ。しっかりとメカを守る

じょうぶでゆがみにくいシャーシが、マシ

ン性能をじゅうぶんに引き出すぞ。

バッテリーホルダーは、扉のように開閉できる

XX（ダブルエックス）形状。しっかりと電池を
押さえ、強度もバッチリだ。

フロントバンパー/リヤステー

フロントバンパーには

“ノーズガード”を採用。

ローラーをワイドに取り付けられ、さらに

ショックに強いじょうぶなフロントまわり

を実現。また、グレードアップパーツを

組み合わせて色々な改造ができるよう、

フロントバンパーとリヤステーに、パー

ツ取り付け穴をじゅうぶんに用意した

ホイール＆タイヤ

マシンの足回りは、小径ホイールと小径

タイヤを装備。重心が低くなるので、安

定した走行ができる。

プロペラシャフト

小径タイヤ

14ミリ
ゴムリングローラー

バッテリー
ホルダー

パーツ取り付け穴

13ミリ
プラスチックローラー

軽量化＆放熱

のための穴

モーターマウント

パーツ取り付け穴
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マシンの姿勢がみだれるコースでは、重心の低さとワイドトレッドをいかし

て走行が安定する。メンテナンス性が良いのも特ちょうだ。

剛性が高く、パーツの効果を実感しやすいので、様々なコースレイアウトに

対応可能。駆動効率が高く、トップスピードの伸びも期待できる。
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静岡に自動転送

http://mini4wd.jpミニ四駆の最新情報はミニ四駆オンラインへ!

タミヤのホビーが大集合!
親子で楽しめるたのしいお祭りだ!

TAMIYA FAIR 2009

※開催時間・競技ルールなどは会場によって異なります。くわしくは各店舗までお問合せください。

全国のミニ四駆ステーション・約100会場でレースを開催。優勝者には限定メッキボディをプレゼント!

負けても抽選でステキな景品が当たる抽選会や参加賞もある。今すぐ下のスケジュールをチェックしよう!

ぜん こく

ま ちゅうせん けいひん あ ちゅうせんかい さん   か  しょう いま した

よん  く やく かいじょう かい さい ゆうしょうしゃ げん てい

ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

11月1日（日）
野田ホビー あたご店
千葉県野田市

マルシン模型
静岡県富士宮市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

11月3日（祝）
三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

11月8日（日）
タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

11月15日（日）
くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

おもちゃのマツダ
静岡県藤枝市

11月22日（日）
文具とプラモの店 タギミ
大阪府高槻市

11月23日（祝）
角屋
静岡県静岡市

毎週月曜日

ゆめらんど2
岡山県倉敷市

11月1日（日）勝田ラジコン模型（茨城）/ハーティーあさひや（神奈川）/ホビーショップだいまつ（神奈川）/おもちゃの

マツダ（静岡）/フジヤ（東京）/ Professor（福岡）/夢遊（愛知）/トイズタウン本店（愛知）/ドリームハウス（三重）/
都立模型店（東京）/ジョーシン 三宮1ばん館 スーパーキッズランド（兵庫）/ 11月3日（祝）角屋（静岡）/おもちゃのぶん

ぶく（東京）/ 11月7日（土）ラジコンサーキット51（大阪）/ミントユイ（香川）/おもちゃ屋本舗南相馬店（福島）/尾崎

模型店（静岡）/ 11月8日（日）アメイジングワールド江南店（愛知）/東海ラジコン（愛知）/キッズランド大須店（愛知）/
ホビーショップA.O.I（岩手）/メディオ!西市ホビー館（岡山）/三条マイカー in ホビプラ（香川）/なかの模型店（埼玉）

/野田ホビー あたご店（千葉）/太陽模型（千葉）/ホビーショップアキバ（宮城）/プラモデル店 四駆堂（沖縄）/仙台フ

ロンティア（宮城）/ムーンベース（宮城）/ユメコロ（広島）/マニスポ（神奈川）/えのもとサーキット（東京）/工作ひろ

ばミナト（石川）/トイズタウン本店（愛知）/ 11月15日（日）エル・ホビー（群馬）/おもちゃのキムラ（静岡）/模型のはら

（福岡）/おもちゃの平野 きた35条店（北海道）/コオノおもちゃ屋さん（山口）/モリヤマホビー（愛知）/富士模型（宮

城）/ホビーショップ ミュルサンヌ（群馬）/アスカモデル（埼玉）/マルシン模型（静岡）/八島模型店（大阪）/えのもと

サーキット（東京）/田中屋模型店（兵庫）/トイパラダイス具志川店（沖縄）/トイズタウン本店（愛知）/ 11月21日
（土）プラセン スガワラ（山形）/森井模型（岐阜）/つるや 3号店（埼玉）/みなと模型 金沢店（石川）/みなと模型若宮

店（石川）/ 11月22日（日）東海ラジコン（愛知）/模型のシバタ（秋田）/ホビースクエアにしな津志田店（岩手）/キット

ボーイ（群馬）/コーヨーホビーパーク店（北海道）/おもちゃの水光園（愛知）/サンホビー アンクル（岩手）/ホビースク

エア にしな（岩手）/タカサキ ハンズ（群馬）/ユメコロ（広島）/ケイ・ホビー（埼玉）/おもちゃのポッポ（静岡）/ 11月

23日（祝）工藤模型（青森）/三共 ロッキーワールド市原店（千葉）/さくらや新宿東口ホビー館（東京）/おもちゃのマン

ネンヤ（栃木）/ジャンボドーム（新潟）/おもちゃのマーチ 岐阜店（岐阜）/くぼたニコニコ堂（山梨）/ 11月28日（土）お
もちゃの平野 本店（北海道）/ 11月29日（日）アライワークス（茨城）/みどり文具店（大阪）/こころ商店（東京）/メガ

スターパーク（兵庫）/プラモデルショップ シャトル（埼玉）/守山玩具（滋賀）/永野商店（神奈川）/九十九里ふじ模型

店（千葉）/文具とプラモの店 タギミ（大阪）/駒川模型店（大阪）/えのもとサーキット（東京）/ホビーショップ飛鷹（福

岡）/トイズタウン本店（愛知）/ 11月30日（月）ゆめらんど2（岡山）/毎日開催 さくらや相模大野店（神奈川）

入場無料!!当日参加
OK!
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     とう じつさん    か

各会場では、先行販売や限定販売があるよ。くわしく

はミニ四駆オンライン・ホームページをチェック!  

かくかいじょう　　　　せんこうはんばい　  げんていはんばい
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11月15日（日）関東大会　　
品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

（東京都品川区）

がつ

しながわ

とう きょう と   しな  がわ   く

かん    とう     たい    かいにち
にち

11月7・8日（土・日）中部大会　
鈴鹿サーキット・モートピア遊園地

（三重県鈴鹿市）
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11月21・22日（土・日）東海大会　
タミヤフェア2009・ツインメッセ静岡
（静岡市駿河区）
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ど      にち

11月1日（日）中国大会　
岡山おもちゃ王国

（岡山県玉野市）
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22日は小学生カップ

チャンピオン大会も

同時開催!（21日は予選）

にち

どう じ  かいさい　　　　  にち　　よ せん

しょうがくせい

たいかい

だい    しゅう   ごう

おや      こ

○ミニ四駆オータムGP2009○RCカーの世界一決定戦○RCカー体験走

行会○新製品展示○楽しい工作広場○模型クラブ作品展示など、たのし

いイベントが盛りだくさん！!
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たの こうさくひろ ば  も  けい さくひんてん じ

せかい いち けっていせん たいけんそう

11月21・22日（土・日）ツインメッセ静岡・南北両館にて開催
がつ にち ど にち しず おか かいさいなん ぼくりょうかん

たの まつ

使用マシン

シャイニング
スコーピオン

使用マシン

アバンテ Mk.III 
レッドスペシャル

増え続ける小学生のミニ四駆ファンのために開催された「ミニ四

駆小学生カップ・秋」。ここでは特に盛り上がりをみせた東京大会

（浅草ROX）と横浜大会（トレッサ横浜）のようすを紹介しよう。
会場では元気な小学生レーサーの歓声が響いていたよ。

※今後の大会の予定はこのジュニアニュースのほか、ホームページ「ミニ四駆オンライン（mini4wd.jp）」でもご案内。会場ではレンタルマシンも用意しているから、手ぶらでも参加できるよ。レースに出たことがない君も気軽に参加してほしい。
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鮮やかなライトブルーのMSシャー

シを採用したスペシャル限定キッ

ト。ピンクとブルーのカラーリング

は女の子レーサーにもオススメだ。

ホワイト
バレルタイヤ

半透明
ホワイトボディ

シルバーメッキ大径
ナローライトウェイトホイール

ローハイトカーボン
ディッシュホイール

ホワイトレター入り
ローハイトタイヤ

バイオレット
メッキボディ

軽量センター
シャーシ
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マンタレイMk.II［マークツー］
ホワイトスペシャル（1,155円）  

ポップなカラーリングで

注目度バツグン!!

げん てい  はつ ばい

限定発売

  ちゅう もく     ど

 はし  つい  きゅう

  はんとうめい

バイオレット（むらさき）の

メッキボディとブラックシャ

ーシの組み合わせがクール

なレーシングタイプマシン

が登場だ!

アバンテMk.II［マークツー］
Vスペシャル（1,155円）  

走りを追求した

レーシングマシン

げん てい  はつ ばい

限定発売

※画像はステッカーをボディに貼っていない状態のものです。

 けいりょう

 だいけい

 い

 がぞう  は じょうたい

会場にはたくさんのミニ四駆レーサーが大集合!通

りすがりの人もミニ四駆の走りに大注目していたよ!

レースのスタートはどの選手も緊ちょうする場面だ。

みんなしっかりとシグナルを見つめていたよ。

様々なセクションが待ちかまえる巨大コースでは、

マシンの動きから目がはなせないドキドキの連続だ。

コンクールデレガンスでは、アイデアいっ

ぱいの改造マシンがズラリとせいぞろい。

小学生カップのようすは小学館の学年誌「小学

三年生」「四年生」「五年生」でもくわしく紹介!
読んでみてね！（11月5日ごろ全国の書店で発売）

MCガッツとのおしゃべりも

レースならではの楽しさ!

レース前に車検場でマシンのチェック。

悪いところがないか調べてくれる。

豪華景品があたるクイズ大会では、みんなの

元気にガッツもおされっぱなしだったよ!!

塙大河（ハナワタイガ）君

イエローとレッドのカラー

リングが鮮やかなマシン。

手に汗にぎる勝負の連続に、選手達も真剣にマシ

ンを見つめていた。勝利の瞬間はうれしさ全開だ!!

東京大会代表選手

横浜大会代表選手
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開催レポート
かい    さい

高橋麻衣花（タカハシマイカ）ちゃん

女の子レーサーが見事に

代表に選ばれたのだ!
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せんしゅ　　きん　　　　　　　　　  ば  めん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   み

 さま ざま　　　　　　　　　　　　　 ま　　　　　　　　　　きょだい

　　　　　　　   うご　　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れん ぞく

マシンの

調子はどう?ちょうし

こんご たいかい  よ てい    よん く     あんない      かいじょう ようい て さん か で きみ きがる さんか

CMYBk DNTC(09/10/13)


