
※リヤサスペンション部品

※

VSシャーシのポテンシャルを高めたレース

専用シャーシキットが登場。高剛性を生み

出す専用の2分割大型FRPパネルをはじめ、

19mmプラリング付アルミベアリングロー

ラー（ブラック）、セッティングの幅を広げ

るアルミカラー（レッド）、パーツの取り付

けを強化できるステンレス製皿ビス、さら

にFRPマルチワイドステー、FRPリヤローラ

ーステーなどを装備。まさに

上級者のための1台だ。

多くのベテランレーサーも集まる、タミヤ

のミニ四駆公認競技会。レース専用シャー

シである「VS シャーシ Evo.I」が、どんな活

やくをみせてくれるのか楽しみだね!!

レースでの活躍が楽しみだ

このマシンに
選ばれるのは
誰だ。

ここではVSシャーシEvo.Iにそのまま取り

付けできるボディと少しの改造で取り付け

ができるボディを紹介         しよう。

 VSシャーシEvo.Iに
ピッタリのボディ

げん てい  はつ ばい

限定発売

ご注意ください

カーボン

大径ナローホイール

  ハードバレル
  タイヤ（レッド）

VSシャーシEvo.I

6月12日（土）発売 （ 5,040円）
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フルカウルミニ四駆のビートマグナム（TRF、GPAも含む）やバスターソニックはフロント部分のFRP
にあたる部分を削ればカンタンに取り付けが可能です。他にもいろいろ試してみよう!!

内径2.1mm、外径4mmのレッドアルマイト処理
されたアルミカラーは、1.5mm厚を2個、3mm厚
を8個、6mm厚を8個、6.7mm厚を4個セット。

そのまま

取り付け可能
一部の部品を取れば

取り付け可能

ミニ四駆エキスパート用
ハイスペックシャーシ

　　ミニ四駆
VSシャーシEvo.I

フロントアンダープレート

【キット専用パーツ】

アンダーパネル

【キット専用パーツ】

スーパーX
シャーシFRP
リヤローラーステー

ステンレス製皿ビス

【キット専用パーツ】

ハイスピード
カウンターギヤ

VSシャーシ & Aパーツ
ABSシルバー
【キット専用パーツ】

19mmプラリング付き
アルミベアリングローラー

（ブラックアルマイト/レッド）
【キット専用パーツ】

アルミカラー（特別色レッドアルマイト）【キット専用パーツ】

FRPマルチ
ワイドステー スーパーXシャーシ

FRPリヤローラー
ステー
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レッドカラーのプラリングを装着したブラックカラ

ー19mmアルミベアリングローラーを4個装備。

皿ビスは路面との接触を防ぐフラットなネジ頭のステ

ンレス製。2×10mmを2本、2×12mmを6本、
2×25mmを2本、改造用の2×30mmを4本セット。

スーパーXシャーシFRPリヤローラーステーを
2本とレッドアルマイトアルミカラーを組み合
わせた、高剛性リヤダブルローラー。
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★ボディとモーターは付属していません。

★レース専用シャーシのため、通常のミニ四駆

キットにくらべて組み立て手順が多く、ミニ四駆

の組み立てになれている方におススメです。

グラスホッパーII Jr.
735円（ITEM 18016）・発売中

ライジング・バード

945円（ITEM 18017）・発売中

ウィニングバード

945円（ITEM 18024）・発売中

スーパーアバンテ
（VSシャーシ）
ホワイトスペシャル

2010年7月発売

1,050円（ITEM 94639）
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レース専用シャーシキット「ミニ四駆VSシャーシEvo.I」

シャーシEvo.Iにピッタリのボディ
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ミニ四駆イベント情報
よん  く じょうほう

ミニ四駆ステーションへ行こう!
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Jr.Newsは毎月

25日ごろ発行。
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ミニ四駆ステーションへ行こう!
ミニ四駆をトコトン楽しめるお店。それが“ミニ四駆ステーション”だ。レース

ができる!仲間が集まる!最新マシンやパーツはもちろん、ミニ四駆ステーショ
ンだけの限定アイテムも!?さぁ、キミも近くのお店に行ってみよう!

ミニ四駆サーキットが用意されているから、いっ

ぱいマシンを走らせてどんどん速くなろう!お店
主催のレースも定期開催しているよ。日程はタミ

ヤホームページやジュニアニュースで確認しよう。

レーサーが集まるから仲間も増える!速いマシ
ンのレーサーに改造のコツを教えてもらうなど、

情報交換をしてレベルアップを目指そう。わか

らない事はお店の人にどんどん聞いてみよう!

ミニ四駆ステーションだけでしか手に入らない

“特別限定キットやパーツ”、また、いち早く新

アイテムを発売する“先行販売アイテム”など、

魅力的なアイテムもたくさんに揃っているのだ! 

レーサーの
友だちがふえる!!

ミニ四駆情報が
ゲットできる!!
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このステッカーと

のぼりがミニ四駆

ステーションの目印だ

よん  く

　　めじるし

ミニ四駆最新情報やマシン改造例をくわしく紹

介する“ジュニアニュース”や、ミニ四駆のチラ

シやカタログなど、お店でしか入手できない情

報もいっぱいだ!よ～くチェックしてみよう。
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アイテムが買える!!
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走った分だけ

速くなれる!!
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※コース利用料金がかかるお店や、毎日コースを

置いていないお店もあるので、事前に確認しよう。

オリジナル
アイテムで

改造も楽しみ!
かい  ぞう　　   たの

みんなでレース

すれば、もっと

楽しいよ!!
たの
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近くのミニ四駆ステーションを探そう!! 全国のミニ四駆ステーションが検索できる“ミニ四駆オンライン”でチェック!!   
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（広島県広島市）※あさ10時会場オープン
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6月20日（日）大阪大会
京セラドーム大阪・9階スカイホール
（大阪市西区）※あさ9時会場オープン

手に汗にぎる白熱のレースが繰り広げられ、毎回盛りあがる「ミニ四駆小学生カップ」が日

本各地で開かれているぞ。優勝者は秋のタミヤフェアで開催する「チャンピオン大会」への

出場権がゲットできる!!もちろん参加無料。参加賞もあるし、マシンがなくてもレンタルマ

シンで遊べるから、ともだち誘ってキミもぜひ参加しよう!!。ミニ四駆GPも同時開催だ!!
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6月12・13日（土・日）東京大会 浅草ROX・スーパーマルチコート（東京都台東区）
※12日は12時オープン、ジュニアクラスと小学生カップを開催、13日は9時オープン、オープンクラス、大径タイヤ限定クラスを開催

アドレスはこちら http://mini4wd.jp
ぜん こく　　　　　　よん  く　　　　　　　　　　　　　　  けん さく　　　　　　　　　　　 よん  く
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●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●価格、製品内容は予告なく変わる場合があります。●情報は2010年5月現在のものです。●無断転載を禁じます。

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!

《ミニ四駆パーツも続々登場》

ミニ四駆

VSシャーシ Evo.I
6月12日（土）発売（5,040円）
上級者向けの高性能シャーシキット。

この号の表面でじっくりと紹介。この号の表面でじっくりと紹介。

　　　　　　　　　　　　　　   はっ   ぴょう　 

  　　　　   よん    く　せい  ひん　　　しょう かい

ホビーショー発表の

ミニ四駆製品を紹介!!

シャドウブレイカーZ-3
スーパーXXスペシャル
6月12日（土）発売（1,155円）
大人気のスーパーXXシャーシを

採用。しかもじょうぶな強化タイプ。

サンダーショットMk.II 
クリヤースペシャル

7月発売予定（1,260円）
ポリカーボネート製のクリヤー

ボディが、マシンの軽量化を実現。

スーパーアバンテ（VSシャーシ）
ホワイトスペシャル

7月発売予定（1,050円）
シャーシ、ホイール、タイヤまでホワ

イトで統一したスペシャルマシンだ。

トラッキンミニ四駆
サニー・シャトル

7月発売予定（945円）
アメリカンピックアップトラックの

元気な走りが楽しめるミニ四駆。

トラッキンミニ四駆
ジョリー・ジョーカー

7月発売予定（945円）
トラッキンミニ四駆の第2弾。

リアルなトラックボディが魅力。

●クイックボディキャッチセット 5月29日発売（189円）

●HG カーボンリヤステー（ミニ四駆限定）  7月発売予定（1,260円）

●FRPマルチ補強プレートセット（ナチュラル） （ミニ四駆限定）  
　 6月26日発売予定（273円）

●X･XXシャーシFRPリヤローラーステー（ナチュラル） （ミニ四駆限定）  
　 6月26日発売予定（294円）

●FRPマルチワイドステー（ナチュラル） （ミニ四駆限定）  
　 6月26日発売予定（336円）

●アルミディスクホイールセット（7本スポークタイプ）  
　 7月発売予定（504円）

●アルミディスクホイールセット（ストライプタイプ）  
　 7月発売予定（504円）

●強化リヤダブルローラーステー（3点固定タイプ・レッド）
　 7月発売予定（315円）

●ゴムブレーキセット 7月発売予定（210円）

●HG カーボンマルチワイドステー 7月発売予定（1,260円）

●19mmアルミベアリングローラー
 （ディッシュタイプ）（ブルー）7月発売予定（798円）

●19mmアルミベアリングローラー（ディッシュタイプ）
 （ガンメタル）（ミニ四駆限定）7月発売予定（798円）

●19mmアルミベアリングローラー（ディッシュタイプ）
 （レッド）（ミニ四駆限定）7月発売予定（798円）

●小径スポークホイール（スモークメッキ）（ミニ四駆限定）

　 7月発売予定（252円）

●大径スポークホイール（レッドメッキ）（ミニ四駆限定）

　 7月発売予定（252円）

●アバンテMk.II ポリカボディ（スモークメッキ）
 （ミニ四駆限定）7月発売予定（525円）

●N-04･T-04強化ユニット（レッド）6月12日発売（630円）

●フロントアンダーガード（レッド）6月12日発売（378円）

●2.0mm中空軽量プロペラシャフト（赤）【再販】
　6月19日発売予定（168円）

●ホワイトスーパーFMシャーシ（ミニ四駆限定）【再販】
　6月19日発売予定（315円）

●スーパーFMシャーシ（スモーク）（ミニ四駆限定）【再販】
　6月19日発売予定（315円）

●ステンレス製強化ビスセットA（ミニ四駆限定）【再販】
　6月19日発売予定（231円）

●強化VSシャーシ（レッド）（ミニ四駆限定）【再販】
　6月発売予定（315円）

●ブラックメッキ ビスセット 6月12日発売（630円）

●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）6月19日発売（336円）

●60mmブラック強化シャフト（4本）5月29日発売（210円）

●72mmブラック強化シャフト（4本）5月29日発売（210円）

●HG ローハイトタイヤ用アルミホイール
 （4本）（ブラック）5月29日発売（1,365円）
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がつ　　にち　  ど　   はつばい　　　　　　　えん がつはつばい  よ  てい　　　　　　　 えん

がつはつばい  よ  てい　　　　　         えん がつはつばい  よ  てい　　　           えん

がつ       にちはつばい  　　　えん

がつ        にちはつばいよてい 　   　        えん

がつ　　にちはつばいよてい 　   　　　えん

がつはつばいよてい 　   　　    えん

がつはつばいよてい 　 　　　 えん

がつはつばいよてい 　   　　　 えん

がつはつばいよてい 　　　　  えん

がつはつばい  よ  てい 　  　　      えん

がつはつばい  よ  てい 　   　　　 えん

がつはつばい  よ  てい 　   　　　 えん

がつはつばいよてい 　  　　 えん

    がつはつばいよてい 　   　　 えん

がつはつばいよてい 　  　　 　えん

がつはつばいよてい 　  　　　えん

がつ     にちはつばい  　　えんきょうか　　　　　　　　ほん

きょうか　　　　　　　　ほん

きょうか

ちゅうくうけいりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　  あか　　  さい はん

よん  く   げんてい　　  さい はん

よん  く  げんてい

よん    く    げん てい

ほん

きょうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てん  こ  てい

よん  く   げんてい　　  さい はん

せいきょうか　　　　　　　　　　　　　　　 よん   く   げんてい　 　  さい はん

きょうか　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  よん   く     げんてい　  　  さい はん

よん   く     げんてい

よん   く     げんてい

よん     く      げん  てい

だいけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん   く     げんてい

しょうけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん   く     げんてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よん   く    げんてい

　　　　　　　　　ほきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よん   く    げんてい

だいけい

よう

ほん

がつ     にちはつばい  　　えん

がつ     　にちはつばい  　　　 　　えん

がつ     にちはつばい  　　 えん

がつ     にちはつばい  　　  えん

がつ       にちはつばい  　　       えん

がつ        にちはつばい  　　       えん

がつ　　にちはつばいよ  てい  　 　　   えん

がつ　   にちはつばいよ  てい     　　　 えん

がつ　   にちはつばいよ  てい     　　　 えん

がつ　   にちはつばいよ  てい     　　　  えん

がつはつばいよ  てい      　　　 えん

がつ　　にちはつばいよ  てい     　　　  えん

がつはつばいよてい      　　  えん

がつはつばい  よ  てい　　　   　   えん

よん    く よん    く

先日開催され、大盛りあがりをみせた静岡ホビーショーでは、ミニ四駆・新製品が数多く

発表された。ここでは、その全アイテムを紹介だ!!発売まで楽しみに待っていてほしい。

　せん じつかい さい　　　　　　   おお   も　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しず  おか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん   く　　   しん せい  ひん　　   かず おお

    はっ ぴょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すべ　　　　　　　　　　 しょうかい　　　　   はつ ばい　　　　    たの　　　　　　　  ま


