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ホワイト
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とう  めい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう じょう

高い剛性をほこる低重心・スーパーXXシャーシに小径ホイー

ル＆タイヤ、そして地をはうような低いクリヤーブルーボディを

採用し、コーナリングではスムーズな走りが実現できるぞ。

コーナーリングで差をつけろ!!
ナックルブレイカーのスペシャル仕様

人気のアバンテMk.IIIアズールのボディをポリカーボネート製とし

たスペシャルマシン。レーシング感あふれるホワイトプリント入りタ

イヤが特ちょうだ。大径タイヤを装着したMSシャーシを採用し、ロ

ングストレートではハイスピードでの走行が期待できるよ。

ストレートでブッチぎれ!!
人気のアズールをさらに強化。

（ 945円）
えん

ナックルブレイカーブルースペシャル

［スーパーXXシャーシ］

（ 1,260円）
えん

アバンテMk.III アズール クリヤースペシャル
［ポリカボディ］

ブルーとイエローのメタリック

マーキングがシャープなボディ

をいっそう引き立てるのだ。

キラキラ輝く市販のデコレーションシー

ルで、クリヤーボディならではの自分だけ

のマシンに仕上げるのもおもしろいよ!!

高剛性で、パーツの効果を実感しやすく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。

クリヤーボディ専用の透明ス

テッカー。透明ボディをいかし

たカラーリングにしあがるよ。

ボディの軽量化が手軽にできるのがうれしいポリカーボネートボ

ディ。キット標準ノーマルボディに比べて約半分の軽さで、強度も十

分だ。車体の上のボディを軽くすると重心が下がり、コーナーやレー

ンチェンジでマシンの姿勢が安定して、コースアウトなどのキケンが

少なくなるよ。それに加速力もアップ。走りを高める効果がいっぱいだ!!

効果いろいろポリカーボネートボディ　

ボディのウラから塗装します

▲アバンテMk.IIIアズール
　クリヤーブルーSP 改造例

　　　さ

し　   よう

　

にん　   き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　か

 今回紹介する“レースでの勝利”のために開発された2台のマシンは、マシン全体が強化

され、はじめから高い性能をそなえている。多くのグレードアップパーツを使わなくても、

ちょっとの改造で強いマシンが作れるし、そのぶんマシンの軽量化にもつながるよ。

勝利をつかむ強化マシン
～透明ボディをまとったスペシャルマシンが登場～

 こん かいしょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　   しょう   り　　　　　　　　　　　かい はつ　　　　　　   　　だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん  たい　     きょう か

　　　　　　　　　　　　　　　　   たか　     せい  のう　　　　　　　　　　　　　　　　   おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか

　　　　　　　　　　 かい ぞう　　  つよ　　　　　　　　　   　つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいりょうか　　

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。

　　　　　　 　　し   せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうしん　　 ひく

　　　　　　　　そう こう　　 あんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　　 よ　　　　　　  とく　　　　　　

　　　　　　　  かがや　　し  はん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じ  ぶん

　　　　　　　　　　し　あ 　　　　　　　　　　 ひ　　   た

つ

　　　　　　　　　　　　　　せんよう　　 とうめい

　　　　　　　　　 とうめいこう ごう せい　　　　　　　　　　　　こう   か　　　じっ かん　　　　　　　　さま ざま

 たいおう  か   のう　　く   どう こうりつ　　 たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　き   たい

かいぞうれい

ABS樹脂製ノーズガード

小径ナロー
タイヤ
（ダークブルー）

じゅ しせい

しょうけい

塗装する場合は専用のポリカー

ボネート用塗料を使おう。ペン

のように手軽に塗れるミニ四駆

PROマーカーも便利だよ。

　　　　　  　　  けいりょう か　　　  て   がる

　　　　　　　　　　 ひょうじゅん　　　　　　　　　　　　　　　 くら　　　　 やくはんぶん　　かる　　　　　きょう ど　　 じゅう
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　　　　　　　　よう  と  りょう　　つか
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と そう
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さい よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　はし　　　　  じつ  げん
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10月31日（日）

10月30日（土）

おもちゃの平野 きた35条店
ホビースクエア にしな
ローリングパーク ナカノ
トイ&ホビーイリエ
タカサキ ハンズ
太陽模型

えのもとサーキット

マルシン模型

トイズタウン 本店
東海ラジコン

アメイジングワールド江南店

おおはら模型

メディオ!西市ホビー館
ユメコロ

アスカ

北海道札幌市

岩手県盛岡市

山形県天童市

栃木県真岡市

群馬県高崎市

千葉県君津市

東京都八王子市

静岡県富士宮市

愛知県名古屋市

愛知県知多郡

愛知県江南市

鳥取県米子市

岡山県岡山市

広島県呉市

山口県宇部市

10月25日（月）

ホビー光 本店
野田ホビー あたご店
ハーティーあさひや

おもちゃのキムラ

トイズタウン 本店
文具とプラモの店  タギミ

みなと模型 金沢店
尾崎模型店

ホビーショップA.O.I
サンホビー アンクル
富士模型

プラセン スガワラ
TOYS&雑貨 STEP・1
プラモサロンきらら

エル・ホビー

アップルハウス

ジャンボドーム

ソニックパーク甲府

おもちゃのポッポ

おもちゃの水光園

トイズタウン 本店
モリヤマホビー

大光模型

北海道小樽市

千葉県野田市

神奈川県小田原市

静岡県富士市

愛知県名古屋市

大阪府高槻市

石川県金沢市

静岡県浜松市

岩手県花巻市

岩手県遠野市

宮城県気仙沼市

山形県鶴岡市

福島県双葉郡

茨城県ひたちなか市

群馬県伊勢崎市

東京都江東区

新潟県新潟市

山梨県甲府市

静岡県島田市

愛知県一宮市

愛知県名古屋市

愛知県名古屋市

岐阜県岐阜市

八島模型店

みどり文具店

田中屋模型店

Yellow
模型のはら

福地模型ラジコンサーキット

おもちゃの平野 本店
森井模型

トイ・ホビーハウス ロビンフット

おもちゃの平野 本店
いいじまホビー

おもちゃ屋本舗南相馬店

おもちゃのマンネンヤ

タカサキ ハンズ
キットボーイ

ジャンボドーム

模型屋しずも

トイズタウン 本店
東海ラジコン

守山玩具

メガスターパーク

メディオ!下松モール前

大阪府大阪市

大阪府和泉市

兵庫県高砂市

広島県広島市

福岡県みやま市

鹿児島県鹿児島市

北海道札幌市

岐阜県岐阜市

大阪府豊中市

北海道札幌市

福島県いわき市

福島県南相馬市

栃木県那須塩原市

群馬県高崎市

群馬県みどり市

新潟県新潟市

静岡県静岡市

愛知県名古屋市

愛知県知多郡

滋賀県守山市

兵庫県明石市

山口県下松市

11月3日（祝）

11月6日（土）

11月7日（日）

ゆめらんど2

タミヤ プラモデルファクトリー 新橋店

アライワークス

プラモデルショップ シャトル
三共 ロッキーワールド市原店
おもちゃのぶんぶく

永野商店

マニスポ

ハーティーあさひや

トイズタウン 本店
文具とプラモの店 タギミ
みどり文具店

バンビ生駒店

K2M
ホビーショップ飛鷹　

角屋

トイズタウン 本店

つるや3号店
尾崎模型店

勝田ラジコン模型

岡山県倉敷市

東京都港区

茨城県筑西市

埼玉県越谷市

千葉県市原市

東京都豊島区

神奈川県横須賀市

神奈川県大和市

神奈川県小田原市

愛知県名古屋市

大阪府高槻市

大阪府和泉市

奈良県生駒市

広島県東広島市

福岡県北九州市

静岡県静岡市

愛知県名古屋市

埼玉県志木市

静岡県浜松市

茨城県ひたちなか市

11月13日（土）

11月14日（日）

マルシン模型

トイズタウン 本店
ドリームハウス

メディオ!下松モール前
Professor
トイパラダイス具志川店

工藤模型

おもちゃの平野 きた35条店
ホビー光 本店
コムカイ模型

プラセン スガワラ
いいじまホビー

トイ&ホビーイリエ
プラモデルショップ シャトル
太陽模型

フジヤ

えのもとサーキット

おもちゃのキムラ

トイズタウン 本店
ラジコンサーキット51
ユメコロ

コオノおもちゃ屋さん

アスカ

静岡県富士宮市

愛知県名古屋市

三重県伊勢市

山口県下松市

福岡県遠賀郡

沖縄県うるま市

青森県青森市

北海道札幌市

北海道小樽市

青森県上北郡

山形県鶴岡市

福島県いわき市

栃木県真岡市

埼玉県越谷市

千葉県君津市

東京都板橋区

東京都八王子市

静岡県富士市

愛知県名古屋市

大阪府松原市

広島県呉市

山口県岩国市

山口県宇部市

10月23日（土）

10月24日（日）
10月17日（日）

10月16日（土）

10月10日（日）
工藤模型

仙台フロンティア

ホビーショップ ミュルサンヌ
流山トントンランド

トイズタウン 本店
夢遊

ドリームハウス

ラジコンサーキット51
おもちゃ王国

Professor
トイパラダイス具志川店

タミヤ プラモデルファクトリー 新橋店

プラモサロンきらら

10月2日（土）

10月3日（日）
青森県青森市

宮城県仙台市

群馬県前橋市

千葉県流山市

愛知県名古屋市

愛知県瀬戸市

三重県伊勢市

大阪府松原市

岡山県玉野市

福岡県遠賀郡

沖縄県うるま市

東京都港区

茨城県ひたちなか市

10月8日（金）

10月9日（土）
10月11日（祝）

017-773-5160

022-236-1923

027-233-8320

04-7155-0296

052-611-2413

0561-85-5240

0596-20-6601

072-338-0051

0863-71-4488

093-291-4666

098-974-1117

03-6809-1175

029-219-5291

011-723-5519

019-641-2580

023-653-5009

0285-80-1368

027-353-0705

0439-52-8208

0426-64-3249

0544-27-7270

052-611-2413

0569-48-2036

0587-51-5715

0859-32-5919

086-245-7775

0823-23-6046

0836-43-1800

0134-33-1103

04-7122-1200

0465-23-0311

0545-52-1382

052-611-2413

072-695-6304

076-298-9591

053-471-8858

0198-22-2607

0198-62-0399

0226-23-7001

0235-23-4188

0240-22-2515

029-219-5291

0270-24-3785

03-3699-9330

025-383-2150

055-267-6175

0547-37-8228

0586-78-1226

052-611-2413

052-793-5023

058-246-2091

06-6551-8984

0725-45-2023

0794-42-0813

082-246-1985

0944-62-3838

099-238-4050

011-631-6971

058-232-2326

06-6852-7338

011-631-6971

0246-22-6414

0244-26-3123

0287-36-8151

027-353-0705

0277-76-2992

025-383-2150

054-348-3925

052-611-2413

0569-48-2036

077-582-0331

078-979-2355

0833-44-2975

086-474-9488

03-6809-1175

0296-22-5444

048-977-6386

0436-42-1451

03-3952-7530

046-857-0770

046-278-1560

0465-23-0311

052-611-2413

072-695-6304

0725-45-2023

0743-79-1301

082-421-5269

093-741-2391

054-366-1684

052-611-2413

048-470-2755

053-471-8858

029-272-0038

0544-27-7270

052-611-2413

0596-20-6601

0833-44-2975

093-291-4666

098-974-1117

017-773-5160

011-723-5519

0134-33-1103

0178-52-2554

0235-23-4188

0246-22-6414

0285-80-1368

048-977-6386

0439-52-8208

03-3960-2829

0426-64-3249

0545-52-1382

052-611-2413

072-338-0051

0823-23-6046

0827-81-0117

0836-43-1800
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ぜんこく　　　　　 よん く　　　　　　　　　　　　やく　　　かいじょう　　　　  よん  く　　　　　　　 かいさい　 

ゆうしょうしゃ　　    げんてい　　　　　　　　　　　　   くわ　　　    　 がつ　   かいさい

　　　　　　　　　   おこ　　　　　　　　　　  よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   けっていせん

　　みせだいひょうしゃ　　　 しゅつじょうかのうま　　　　　 ちゅうせん　　　　　　　 けいひん　　あ　　　  ちゅうせんかい

　   さん  かしょう　　　　　　　　　　 した　　　　　よん く　　　　　　　　　　　　しゅうごう　　

と つ    げ き 　 　 　 　 　 　 　 　 　  まち 　 　 　 　 　 　 　 　 　よん 　   く 　

大阪編
おお   さか  へん

前回の東北編につづき、今回は大阪のミニ四駆ス

テーションに突撃取材!!どのお店もミニ四駆を
思う存分に楽しめるぞ。キミもぜひ行ってみよう!

毎月レース開催中!!
何と500点以上の品ぞろえ!

八島模型店
住所：大阪市大正区泉尾1-34-4
☎：06-6551-8984 店長の

八島さん

てんちょう　    

  や  しま

店長の

田公さん

てんちょう　    

  た ぎみ

や　    しま　    も　   けい      てん

全国のミニ四駆ステーション、約110会場でミニ四駆レースを開催だ!
優勝者には限定メッキボディに加え、11月に開催される「タミヤフェア

2010」にて行われる「ミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦」に

お店代表者として出場可能!負けても抽選でステキな景品が当たる抽選会や

参加賞もあるぞ。さぁ、下のミニ四駆ステーションに集合だ!!

じゅう しょ　おお さか   し   たいしょうく   いず  お

　 

じゅう しょ  おお さか  し  じょうとう   く      の　え

　 

店内はワクワクするほどに模型とミニ四駆

がギッシリ。来年1月には常設コースがさら
に大きくなる予定だよ。また、八島さんの

協力によって、人気の“大阪プロレス”で

もミニ四駆レースを定期開催中なのだ。

店頭広場に巨大コースを設置。

超個性的な店長さんが待ってるぞ!

文具とプラモの店 タギミ
住所：大阪府高槻市牧田町7-55-105
☎：072-695-6304

ぶん   ぐ　　　　　　　　　　　　 みせ

じゅう しょ  おおさか  ふ  たかつき し まき た ちょう

　 

てんとう　　　　まいしゅうにちようせっち     じ　　　じ

 初心者からベテランまで“みんなで楽
しめる”巨大コースを店頭広場に設

置!!さらにお店オリジナルのルールで
のレース大会も開催中だ。わからない

事は気さくな店長さんに聞いてみよう!

日本最大級の模型大型専門店。

タミヤ製品がズラリ勢揃い!!
ジョーシン・スーパーキッズランド
本店 3Fタミヤワールド
住所：大阪市浪速区日本橋4-12-4
☎：06-6634-0041 スタッフの

岩田さん

    

 いわ た

ミニ四駆はもちろん、模型やRCカーなど
タミヤ製品が一同に揃うのがココ“タミ

ヤワールド”だ。広い店内は充実の品揃

え。3レーンのコースに加えて、2レーン
の子供専用コースも設置されているよ。

ステーション限定パーツも充実!!
ループセクションコースが常設中だ。

ホビー大森商店
住所：大阪市城東区野江3-20-16
☎：06-6934-5649 店長の

大森さん

てんちょう　    

おおもり

模型やミニ四駆、RCカー、さらにRCヘリ
コプターが天井にズラリ大集合!おススメ
のミニ四駆ステーション限定パーツもわ

かりやすくディスプレイ。メカに強い店長

さんだけにマシンサポートはバッチリだ!

　　　　　　　　       おお　 もり    しょう     てん

じゅう しょ   おおさか  し  なに  わ   く     に  ほんばし

　 

ほん てん

まい   つき　　　　　　　　 かい   さい ちゅう

なん　　　　　　　　  てん     い    じょう             しな

てん   とう   ひろ    ば　　　  きょ   だい　　　　　　　　　　  せっち

ちょう    こ　せい   てき　　　てん  ちょう　　　　　　　    ま

　　　　　　　　　　　　　　　　  げん   てい　　　　　　　　　　　じゅう  じつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう せつ ちゅう

　 に     ほん    さい    だい  きゅう　　  　も      けい   おお    がた   せん   もん    てん

　　　　　　　　 せい   ひん　　　　　　　　　　　せい　ぞろ

てんない　　　　　　　　　　　　　　　   も けい　　　　 よん く

   　　　　　　　　  らいねんがつ　　  じょうせつ

　　おお　　　　          よ てい　　　　　　　　　 や しま

きょうりょく　　　　　　  にん き　　　おおさか

　　　　　よん く　　　　　　  てい き かいさいちゅう

しょしんしゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの

　　　　　　　きょだい　　　　　　　  てんとうひろ  ば　　  せっ

 ち　　　　　　　　　 みせ

　　　　　　　たいかい　  かいさいちゅう

こと　　き　　　　　てんちょう　　　　　き

　　　 よん く　　　　　　　　　　も けい

　　　　　せいひん　  いちどう　   そろ

　　　　　　　　　　　　　ひろ　  てんない　 じゅうじつ　 しなぞろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ

　　こ どもせんよう　　　　　　せっ ち

  も   けい　　　　　 よん  く　　

　　　　　　　　　てんじょう　　　　　　 だいしゅうごう

　　　　　　よん  く　　　　　　　　　　　 げんてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つよ　　てんちょう

ぜんこく　  とうほくへん　　　　　　　  こんかい　  おおさか　　　　　よん く

　　　　　　　　　　  とつげきしゅざい　　　　　　    みせ　　　　　よん く　　

おも　 ぞんぶん　 たの　　　　　　　　　　　　　　　　い

※店頭コースは毎週日曜に設置（12時～17時）

※大会のくわしい内容は、各お店にお聞きください。
たいかい　　　　　　　ないよう　     かく　 みせ              き
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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!

ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

発行  株式会社 タミヤ  タミヤニュース編集室 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

かい じょう まく   はり ち       ば      し      み    はま    く  にゅうじょうりょう  えん  ちゅう がく  せい    い      か かた  む   りょう

会場：幕張メッセ9ホール（千葉市美浜区）/入場料：1,000円（中学生以下の方は無料）

がつ にち かい   さい   じ     かんど

がつ にち かい   さい   じ     かんにち
10月16日（土）開催時間10：00～17：00まで
10月17日（日）開催時間10：00～16：30まで

10月3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

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

10月11日（祝）
三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

角屋
静岡県静岡市

10月16日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

10月17日（日）
トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

10月24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

文具とプラモの店 タギミ
大阪府高槻市

10月31日（日）
トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

夢遊
愛知県瀬戸市

コオノおもちゃ屋さん
山口県岩国市

毎日開催

HOBBY STADIUM
埼玉県南埼玉郡

毎週日曜日

アンドロメダ屋模型店
神奈川県横浜市

全日本模型ホビーショー会場内特設ブースでは、ジュニア・オープン・大径タイヤ限定の3ク

ラスのミニ四駆GP2010・千葉大会が同時開催!!各クラスの優勝者には『年間チャンピオ

ン戦2010』の出場権が与えられるよ。さぁ、友だちをさそって一緒にミニ四駆を走らせよう!!

ミニ四駆GP2010・
千葉大会を開催!!

2010

よん          く

 ち　　　ば　　 たい       かい　　　　　 か い　　さい

ぜん  に   ほん   も    けい　　　　　　　　　　　　　かいじょうない とく せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい けい　　　　　　 げん  てい

　　　　　　　　　　　よん   く　　　　　　　　　　　   ち      ば   たい  かい　　  どう   じ   かい  さい　　 かく　　　　　　　　　ゆうしょう しゃ　　　　　　  ねん かん

　　せん　　　　　　　　　しゅつじょうけん　　あた　　　　　　　　　　　　　　　　　   とも　　　　　　　　　　　　　　 いっ  しょ　　　　　　  よん  く　　　はし　　　　　　　　　　

http://business1.plala.or.jp/plamodel/
ぜん に  ほん  も  けい

くわしくは全日本模型ホビー
ショー・ホームページへ

ちゅう もく　　　　　　　　しんせいひん

  まく はり　　　　　　　　だいしゅうごう
注目のホビー新製品が

幕張メッセに大集合!


