
NEW!! 

マイティミニ四駆・新マシン「レイザーギル 
スーパーXXスペシャル」が好評発売中だ!
初めから高い性能を持った、このスペシャル

マシンをくわしく紹介しよう。

はし

シャープな走りで
ぶっちぎれ!!

上で紹介した“レイザーギル”の他にも、動物を参考にして開発されたミニ四駆があるよ。どのマシンも実際の動物の

特ちょうや雰囲気をマシンのボディデザインにいかしているんだ。動物とミニ四駆を見くらべてみるのもおもしろいかも!?

サメのフォルムを
イメージしたボディ

マシン性能を最大限に引き出す足周り

レイザーギルの“ギル”とは英語でサメ

のエラという意味。その名のとおり、サメ

をイメージしたシャープな流線型ボディ

にしあがっているぞ。キラリと輝くプリ

ズムブルーに、メタリック調マーキング

のスタイリングも存在感バツグン。ぜひ

キミも手に取って確かめてみてほしい。

4連エアインテークで
マシンパワーをキープ

キャノピー横にズラリと並んだ、サメの

エラを思わせる4連エアインテーク。走

行風をしっかりと取りこんで、モーターや

電池を効果的に冷やし、発熱によるパ

ワーダウンを防いでくれるよ。

ワイド&低重心で安定性が高いスーパーXXシャーシを採用。じょうぶな材質で

作られているので、マシンクラッシュや激しい走りでも壊れにくく長持ちする。トップ

スピードを高める大径ナローバレルタイヤとの組み合わせによって、安定性とハイ

スピード、2つの性能を兼ね備えたバランスの良い走りを発揮できるのだ。

「動物 ミニ四駆」が大集合!!

エイ ハヤブサ ライオン クモ

マンタレイ Mk.II
（945円   ）

ネオファルコン
（945円   ）

サバンナ レオ
（945円   ）

ビーク スパイダー
（630円   ）

キャノピー

 4連エアインテーク

 サイドポンツーン

 垂直フィン

ゴムリングつき14mm
フロントガイドローラー

カーボンファイバー配合

ナイロン樹脂製シャーシ

ABS樹脂製ノーズガード 大径ナローバレルタイヤ
　　　 （ダークブルー）

 大径ナローホイール
（蛍光グリーン）

Front-View Rear-View
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レイザーギル 
スーパーXXスペシャル
（1,155円） 
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マシンの安定度をチェックしよう

シャープな走りでぶっちぎれ!!
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Jr.Newsはミニ四駆ステーションにて毎月25日ごろ発行。
よん く 　　　　　　　　　　　　       まいつき　   にち　　    はっこう

白熱のレースが繰り広げられ、毎回盛りあがりをみせる

「ミニ四駆小学生カップ」が日本各地で開催だ!もちろん
参加は無料!!参加賞もあるし、マシンがなくてもレンタル
マシンで遊べるよ。両日ともにミニ四駆GPも同時開催!!

いくらを改造を重ねても、コーナーやレーンチェンジでコースアウトしてしまうという事はない

かな?スピードだけを速くしてもコーナーリングでは不安定な姿勢になりやすいから、前後の
ローラーまわりの改造が必要だ。そこで今回は、スムーズなコーナーリングを実現する

安定改造マシン、さらにマシンの“安定度”のチェック方法を紹介するよ。ぜひ試してみよう!

  安定改造マシン
前後3つのローラーがコースの壁に同時
にあたりマシンの傾きを防止。安定した

姿勢をキープするので、ハイスピードの

ままスムーズなコーナーリングができるぞ。

  ノーマルマシン＋トルクチューンモーター
ノーマルマシンに速いモーターをつけるだ

けでは、コーナーで姿勢をくずしやすい。マ

シンパワーがタイヤから路面に伝わりにくく、

スピードダウンやコースアウトの原因に。

この2台のマシンを同時にコースで走らせ
てテストしてみた。走れば走るほど2台の
差が開き、コーナリングでの“安定度”が

マシンスピードに影響することがわかる。

マシンを横に立たせてみよう。3つのローラーが同
時に接地して、しっかりとマシンが横に立てば、コ

ーナリングでブレにくい“安定度”の高いマシンだ。

上の会場以外にも、関西/東北/関東予選大会も

開催決定!くわしい日程は次号で紹介するよ。
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6月6日（日）中国・四国予選　
広島フェスティバル・アウトレットマリーナ

ホップ（広島県広島市）10時会場オープン
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6月12日（土）東京予選　
浅草ROX・スーパーマルチコート
（東京都台東区）  12時会場オープン

マシンの安定度をチェックしよう

コーナーリングでのマシンの姿勢 実際にコースを
走らせてみると...

《2009年の大会のようす》
レース会場にはたくさんのミニ四駆レーサーが大集合!白熱のミニ四駆レースはもちろん、マシン

の改造を競うコンクールデレガンスなど、ミニ四駆をトコトン遊びつくせる大会だったのだ!

大径スタビヘッド（11mm、15mm）
コーナーでのマシンの傾きをへらし、安定性がさらにアップ。（483円）

ボールスタビキャップ（ブライト）

ポールの先端に装着します。（210円）
低摩擦プラローラーセット

滑らかに回る16mmと19mmの
ローラーを4個ずつセット。（210円）

パワーチャンプ

FD（273円）

MSシャーシリヤダブル
ローラーステー（483円）
上下2つのローラーでスムーズなコーナーリングを実現。

FRPマルチワイドステー（273円）
ローラー幅を広くセットでき、コース内でのマシンのブレを防止。

トルクチューン

モーターPRO
（378円）
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すぐにできる!!カンタンチェック方法
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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!

ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

ちゅうがくせい  い     か　　　　　　さん  か    か   のう

5月5日（祝）トレッサ横浜 南棟イベント広場（神奈川県港北区）
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  か    な  がわけんこうほく   く
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5月15・16日（土・日）タミヤ本社［タミヤオープンハウス］（静岡県駿河区）
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※ジュニアクラス（中学生以下）のみ参加可能です。

守山玩具

滋賀県守山市

文具とプラモの店 タギミ
大阪府高槻市

メガスターパーク

兵庫県明石市

メディオ!下松モール前
山口県下松市

5月29日（土）
ハーティーあさひや

神奈川県小田原市

みなと模型 金沢店
石川県金沢市

5月30日（日）
プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

おもちゃ屋本舗南相馬店

福島県南相馬市

アライワークス

茨城県筑西市

プラモデルショップ シャトル
埼玉県越谷市

おもちゃのぶんぶく

東京都豊島区

永野商店

神奈川県横須賀市

みどり文具店

大阪府和泉市

K2M
広島県東広島市

毎週水曜日

アクシズ

鳥取県鳥取市

5月2日（日）
勝田ラジコン模型
茨城県ひたちなか市

なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

流山トントンランド
千葉県流山市

マルシン模型
静岡県富士宮市

ドリームハウス
三重県伊勢市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

5月3日（月・祝）
ホビー光 本店
北海道小樽市

5月4日（火・祝）
エーワンホビー
福島県須賀川市

角屋
静岡県静岡市

5月5日（水・祝）
ホビー光 本店
北海道小樽市

ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

アメリカンパラダイス
岩手県北上市

TOY＆雑貨 STEP・1
福島県双葉郡

えのもとサーキット
東京都八王子市

マニスポ
神奈川県大和市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

5月9日（日）
トイ＆ホビーイリエ
栃木県真岡市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

太陽模型
千葉県君津市

えのもとサーキット
東京都八王子市

ホビーロードツインタウン女池店
新潟県新潟市

工作ひろば　ミナト
石川県能美郡

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

夢遊
愛知県瀬戸市

東海ラジコン
愛知県知多郡

アメイジングワールド江南店
愛知県江南市

おもちゃ王国
岡山県玉野市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

コオノおもちゃ屋さん
山口県岩国市

5月14日（金）
おもちゃの平野 きた35条店
北海道札幌市

5月15日（土）
のりものセンター三原
福島県双葉郡

森井模型
岐阜県岐阜市

5月16日（日）
サンホビー アンクル
岩手県遠野市

富士模型
宮城県気仙沼市

ホビーショップアキバ
宮城県多賀城市

のりものセンター三原
福島県双葉郡

トイ＆ホビーイリエ
栃木県真岡市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

アップルハウス
東京都江東区

ジャンボドーム
新潟県新潟市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

八島模型店
大阪府大阪市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

5月22日（土）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

5月23日（日）
プラモサロンきらら

茨城県ひたちなか市

おもちゃのマンネンヤ

栃木県那須塩原市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

キットボーイ

群馬県みどり市

ケイ・ホビー

埼玉県川越市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

フジヤ

東京都板橋区

おもちゃのポッポ

静岡県島田市

マルシン模型

静岡県富士宮市

夢遊

愛知県瀬戸市

東海ラジコン

愛知県知多郡

がつ　　　にち　　  ど

にち　　    じみなみ　きたりょうかん にち　　    じじ じ

にち　　にち　　かい じょう しず  おか

せんちゃく めいさま

ちゅうがくせいいか

しず   おか　　　　　　　　　　　　　　だい    しゅう   ごう　　　 

  か     ぞく   　　　　　　　　　　   たの
静岡にホビーが大集合!
家族みんなで楽しもう!

5月15日（土）・16日（日）会場＝ツインメッセ静岡

先着1000名様に
プラモデルなどを

プレゼント!!

（中学生以下）

（ 南・北両館 15日：9時～17時、16日：9時～16時）
ぜんこく　　    も   けい あつ

じ   かい ほんしゃ

よん  く 　　 かい さい よん   く も ほんしゃ あつ

りくじょうじ  えい たいしゃりょうてん じ

まつ しずおか かい さい せ  かい さいだい   き    ぼ さく ひんてん

○全国の模型メーカーが集まる、ホビーのお祭りが静岡で開催!○世界最大規模のプラモデル作品展

示会や陸上自衛隊車輌展示など、イベントがもりだくさん。○タミヤの本社では、オープンハウスやミ

ニ四駆ジュニアカップ2010も開催!ミニ四駆を持ってタミヤ本社に集まろう!


