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約半分の

軽さを

実現!!
※

高い人気を誇るスーパーXXシャーシを採用し、はじめから高い性能をそなえた

特別仕様のエアロミニ四駆・新マシン「シャドウブレイカーZ-3スーパーXX

スペシャル」がついに登場した。さっそくマシンを紹介しよう!!

地をはうフォルムでかっ飛ばせ!!
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げん てい  はつ ばい

限定発売シャドウブレイカーZ-3 
スーパーXXスペシャル（ 1,155円）

えん

地をはうような低いボディフォルムに高剛

性のスーパーXXシャーシ、トップスピード

をのばす3.5:1の超速ギヤ、グリップ力と

加速力がアップする小径ワイドタイヤ、コー

ス内でブレにくい幅広フロントローラーな

ど、各所に機能性を追求しスピードと安定

性の両方を兼ね備えた新マシンがついに

完成だ。“勝利のための一台”と言えるこの

マシンをぜひキミに使いこなしてほしい!!

注目度バツグンの特別色・ライトブルーのスーパーXXシャーシ

は、パーツを組み合わせ色々な改造ができるようフロントバン

パー、リヤ/サイドステー各部にパーツ取り付け穴がある。また、

シャーシ裏からワンタッチでモーターが取りだせるなど、改造や

メンテナンスがしやすく誰にでも扱いやすいのがポイントだ。

理想の走りを追求した

新マシンが完成!!

ボディ後部に位置し、フラップのついた2分

割リヤウイングは、走行風をとらえてダウン

フォース（タイヤを地面におしつける下向き

の力）を発生させるので、ハイスピードで走

行してもブレずに安定した走りができる。

リヤウイングはフラップ

つきの独特な形状
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人気のサンダーショットMk.IIのボディにポリ

カーボネートを採用し、軽量化を実現したスペ

シャルマシン。レーシングムードあふれるタイヤ

サイドのホワイトプリントも特ちょうだ。

軽くて強い。実戦仕様の

スペシャルマシンが登場!!
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サンダーショットMk.II クリヤー
スペシャル（ポリカボディ）
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小径ハード
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小径ワイドホイール
（カーボンブラック）

モーターはすぐに

取り出し可能

7月17日（土）発売（ 1,260円）
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ポリカボディ

ノーマルボディ

ポリカボディを使えば、軽くなったぶん、たくさんグレードアップパーツ

をつけても重くなりにくい。改造でさらなる性能アップがねらえるのだ。

空気の流れ
くう     き               なが
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ミニ四駆ステーションでパーツをゲット!!
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軽くて強い。実戦仕様のスペシャルマシンが登場!!
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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。
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パワーチャンプFD
ミニ四駆レースにピッタリ。ハイパワーな単3形アルカリ乾電池。（273円）

オリジナルデザインのディッシュが魅力の

19mm軽量アルミ製ローラー（693円）

パワーチャンプ

FD（273円）

ボールスタビキャップ
（ブライト）（210円）

アルミディスクホイールセット（7本スポークタイプ）
樹脂製ホイールとアルミ製ディスクで構成されたじょうぶなホイール（504円）

ローラー用13mmボールベアリング
滑らかに回る外径13mmの
ボールベアリング製ローラー。（525円）

HG MSシャーシ カーボンリヤ
ワイドプレートセット
軽く強度の高い3mm厚カーボン製の
リヤ用プレート。（1,260円）

HG 大径ナローアルミホイール（4本）
アルミ削り出しで高級感バツグン。回転中のブレも少なく、

大きなショックでも変形しにくいのもポイント。（1,260円）

19mmアルミベアリングローラー（ブラックディッシュ）

HG カーボンマルチワイドステー
厚さ3mmの軽くてじょうぶなカーボン製。9mm、13mm、19mmの
ローラーをワイドにセットできてどのシャーシにも使えます。（1,260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）
ダブルローラーがカンタンにワイドにセッティング

できるステー。剛性が高く、11mm、17mmの
ローラー付き。（315円）

2×38mm 両ネジシャフト（4本）

限定販売パーツ

限定販売パーツ

アトミックチューンモーター
パワーとスピードのバランスがと

れた、色々なコースに対応できる

万能型モーター。（378円）

スプリントダッシュモーター
ロングストレートにピッタリ

な高回転型。トップスピード

の強化に最適な上級者向け

モーター。（420円）

先行販売パーツ 7月10日（土）発売

好評発売中

ゴムブレーキセット  
レーンチェンジやスロープ時

にブレーキゴムと路面が接触し、

マシンを減速させてコースアウト

を防止します。（210円）

先行販売パーツ

7月10日（土）発売

HGカーボンリヤステー
厚さ3mmの軽くてじょうぶ
なカーボン製。13mm、19mm
のローラーをワイドにセット

可能。（1,260円）

ローラー用9mm
ボールベアリング
滑らかに回る外径9mmのボ
ールベアリング製ローラー。

（525円）

ローラー用9mm
ボールベアリング
（525円）

ローラー取り付け部分に使用する

両ネジシャフト。シャフト部分が太

いので、強くてじょうぶ。（420円）

アルミホイールブッシュ
（レッド・ブルー・ゴールド各4個）

HGシリーズのホイール
（9 47 0 5、9 4710、

94732、94733）の色
替え用ブッシュ。ドレス

アップがカンタンにで

きます。（210円）

限定販売パーツ

2mmアルミロックナット
（レッド5個）
アルミ製ロックナットの

レッドアルマイト仕様。

軽量化とドレスアップを

実現。（399円）

好評発売中

好評発売中

好評発売中
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ミニ四駆ステーションでは、お店でしか手に入らない限定パーツや通常の発売日より

も早く手に入る先行パーツなど、ミニ四駆レーサーにおススメなアイテムが揃っている。

今回はそのアイテムを使ったマシン改造例を紹介!!夏の競技会にむけて準備しよう!!

ミニ四駆ステーションで
　    　パーツをゲット!!

よん　      く
シャドウブレイカーZ-3 
スーパーXXスペシャル
（1,155円）

レイザーギル スーパー
XXスペシャル
（1,155円）

パーツも

充実!!
じゅうじつ 

　　　　　　   よん　   く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

      い
ミニ四駆ステーションへ
行ってみよう!!

アドレスはこちら  http://mini4wd.jp

ミニ四駆の情報サイト“ミニ四駆オンライン”のショップ

情報では近くのお店が検索できるよ。ぜひ調べてみよう!
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おてがる改造

シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル

シャーシ下面から

見たようす

ラップタイム短縮のコツはコーナーをスムーズに通過すること。まずは前

後ローラーを強化しよう。リヤダブルローラーは、2つのローラーがカンタ
ンに装着できて初心者のキミでもOK!!コーナーでの安定性もバツグンだ。

ベテラン改造
前後ローラーやバンパー、足まわりもガッチリと強化。

マシン全体の剛性をさらに高めることでパーツの効果

がわかりやすい、より勝利に近づくマシンになるのだ。

使用した
マシン
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レイザーギル スーパーXXスペシャル
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今後もオリジナル

アイテムを予定中。

お楽しみに!!
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げん   てい   はん   ばい

先行販売

限定販売

ダブルエックス

ダブルエックス

参加無料!!当日参加
OK!

 さん   か　 む  りょう
     とう じつさん    か
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http://mini4wd.jpミニ四駆の最新情報はミニ四駆オンラインへ!

7月4日（日）
ホビーショップ てづか
北海道旭川市

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

太陽模型
千葉県君津市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

マルシン模型
静岡県富士宮市

ホビーワン
静岡県浜松市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

夢遊
愛知県瀬戸市

ドリームハウス
三重県伊勢市

おもちゃ王国
岡山県玉野市

Professor
福岡県遠賀郡

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

7月10日（土）
ミントユイ
香川県丸亀市

7月11日（日）
タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

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

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

ホビーワン
静岡県浜松市

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

タケモト模型
兵庫県伊丹市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

ユメコロ
広島県呉市

7月17日（土）
ローリングパーク ナカノ
山形県天童市

森井模型
岐阜県岐阜市

7月18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

TOYS&雑貨 STEP・1
福島県双葉郡

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

アップルハウス
東京都江東区

有限会社 フジヤ
東京都板橋区

マルシン模型
静岡県富士宮市

ホビーワン
静岡県浜松市

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

メディオ!下松モール前
山口県下松市

模型のはら
福岡県みやま市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

7月19日（月・祝）
ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

角屋
静岡県静岡市

7月25日（日）
ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

ホビーショップアキバ
宮城県多賀城市

おもちゃ屋本舗南相馬店
福島県南相馬市

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

プラモデルショップ シャトル
埼玉県越谷市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

九十九里ふじ模型
千葉県山武郡

こころ商店
東京都立川市

永野商店
神奈川県横須賀市

ジャンボドーム
新潟県新潟市

おもちゃのポッポ
静岡県島田市

ホビーワン
静岡県浜松市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

東海ラジコン
愛知県知多郡

夢遊
愛知県瀬戸市

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

みどり文具店
大阪府和泉市

メガスターパーク
兵庫県明石市

7月26日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

入場無料!!タミヤブースでは、ミニ四駆、

工作、電動RCカーの展示や実演を行います。

 にゅうじょう む  りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   よん    く

　こう  さく　 　でん どう　　　　　　　　   　 てん   じ　　　 じつ  えん　　おこな

7月17日（土）・18日（日）東京ビッグサイトにて
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江東区
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  ねんかん　　　　　　　　　  せん　しゅつじょうけん  あた

7月31日（土）
がつ　　　      にち　    

ど      
　　　　　　　 よこ はま みなみ とう　　　　　　　ひろ  ば

　よこはまし こうほく く
トレッサ横浜 南棟イベント広場
（横浜市港北区）

  中学生以下の選手のみ参加可能。優勝者には年末開催予定の

「年間チャンピオン戦」出場権が与えられます。

7月11日（日）東京大会
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）

7月18日（日）秋田大会
秋田拠点センター アルヴェ きらめき広場

（秋田県秋田市）

7月19日（祝）宮城大会
仙台港国際ビジネスサポートセンター・アクセルホール

（仙台市宮城野区）

8月8日（日）大阪大会
ATC・ITM棟 6Fマーレ広場

（大阪市住之江区）

8月15日（日）岡山大会
岡山おもちゃ王国

（岡山県玉野市）

8月21・22日（土・日）鈴鹿大会
鈴鹿サーキットゆうえんち モートピア

（三重県鈴鹿市）

※7月19日は小学生カップ東北予選も同時開催。
　  がつ　  にち　しょうがくせい　　　　とうほくよせん　 どう じかいさい　

※8月22日は小学生カップ東海予選も同時開催します。
　  がつ　  にち　しょうがくせい　　　　とうかいよせん　 どう じ かいさい
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なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい    さい　　　   とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さん　　か

夏のビッグレースがいよいよ開催!!友だちさそって参加しよう!!




