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“トランスポーター”とは、実車のラリーカーやF1マシンをサーキットに

運ぶトラックの事。今回はミニ四駆の“トランスポーター”とも言える、

新製品「ミニ四駆ポータブルピット」を紹介しよう。ミニ四駆はもちろん、

電池、工具などレースに参加する

時に必要な道具をすべて収納して

持ち運べるスグレものだよ!!

ケース内部を2つに仕切るデッキは取り外してマシンの

セッティングボードとして使えるだけでなく、タミヤ公認

競技会のルールにあっているかもかんたんにチェック可

能。車体寸法はデッキ上のフレーム枠を使って、最低地上

高はフレームの高さ（1mm）を使ってチェックできるよ。

ドアボックスのロックを外すと、マシンセ

ッティングに必要な工具や単3形電池な

どがたっぷり収納できるツールボックス

が出現。その場ですぐにピットスペース

を作る事ができるので、レース会場でマ

シンのメンテナンスもカンタンだ。

ケースストッパーを外せば、ケース上段と下

段が分割可能。上段はミニ四駆の持ち運び

用として、下段はその他のホビーを収納する

ケースとして机の上に置いて使うなど、

シーンに合わせた使い方ができるよ。

ミニ四駆“トランスポーター”登場。
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ドアを外せば
工具入れが出現!!2 色々な使い方が

できるのもうれしいね3

3

2

キャリング
ハンドル

ハンドル
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ドアボックス＆
ツールボックス

ロック
ケース
ストッパー

フレーム

▲ラリーカーのトランスポーターのスケールモデル

ポータブルピット

はそのままでも便

利だけど、すこし工夫

すればもっと使いやすく

なる。レース会場でも活や

くすることまちがいナシだ!!

■車体寸法の計測に

■最低地上高の計測に
縦43cm×横21cm×奥行15.5cm  

ポータブルピットの仕様
サイズ（外寸・ハンドル等を含む）

約2.5kgまで 

収納できる重さ
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好きなステッカーを貼れば、レース会場

で自分のピットの目じるしになるよ。

市販のショルダーベルトなどを取り付け

れば、肩からさげられて持ち運びにべんり。

「1番はレース用」、「2番は整備中」というように

ケース内に自作の番号シールをはって整理した。
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【限定】カラーホイールが発売

ミニ四駆“トランスポーター”登場。
よん　  く                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            とう    じょう

～新製品・ミニ四駆 ポータブルピットを大紹介!!～
 しん   せい   ひん　　　　　　　  よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい  しょう かい
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ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

2011

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

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

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

工作ひろば ミナト
石川県能美郡

マルシン模型
静岡県富士宮市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

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

アスカ
山口県宇部市

山陽トーイ
山口県柳井市

6月18日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

6月19日（日）
サンホビー アンクル
岩手県遠野市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

6月5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

ホビーショップ ミュルサンヌ
群馬県前橋市

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

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

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

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

6月6日（月）
ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

6月11日（土）
ミントユイ
香川県丸亀市

6月12日（日）
おもちゃの平野 きた35条店
北海道札幌市

ホビー光　本店
北海道小樽市

いいじまホビー
福島県いわき市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

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

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

角屋
静岡県静岡市

八島模型店
大阪府大阪市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

Yellow
広島県広島市

山陽トーイ
山口県柳井市

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

6月25日（土）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

ローリングパーク ナカノ
山形県天童市

愛好堂 古河店
茨城県古河市

6月26日（日）
おもちゃの平野 きた35条店
北海道札幌市

アライワークス
茨城県筑西市

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

ケイ・ホビー
埼玉県川越市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

おもちゃや マジカル☆ラナ
千葉県山武市

おもちゃのぶんぶく
東京都豊島区

えのもとサーキット
東京都八王子市

永野商店
神奈川県横須賀市

マルシン模型
静岡県富士宮市

夢遊
愛知県瀬戸市

おもちゃの水光園
愛知県一宮市

大光模型
岐阜県岐阜市

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

K2M
広島県東広島市

プラモデル店 四駆堂
沖縄県沖縄市

毎日開催

HOBBY STADIUM
埼玉県南埼玉郡

6月19日（ 日）愛・地球博記念公園（モリコロパーク）地球市民交流センター（愛知県愛知郡）
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※18日（土）にはフリー走行、工作教室を開催。19日（日）はオープンクラス、シャーシ限定クラス

 （スーパーIIシャーシ）、小学生カップを開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　げんてい　　　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　　　エックス　　　　　　　　　ダブルエックス　　　　    しょうがくせい　　　　　かいさい　　　　　　　　　　　

※オープンクラス、シャーシ限定クラス（スーパーIIシャーシ、スーパーXシャーシ/スーパーXXシャーシ）、小学生カップを開催します。

6月5日（ 日）広島フェスティバル・アウトレット・マリーナホップ特設会場（広島県広島市）
がつひろ  しま  たい  かい にち ひろ しま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とくせつ かいじょう

にち ひろしまけんひろしまし

広島大会

※11日（土）は12時オープン、ジュニアクラスを開催。12日（日）は9時オープン、オープンクラス、シャーシ限定クラス

 （スーパーIIシャーシ）を開催します。
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6月11・12日（ 土・日）浅草ROX3・スーパーマルチコート（東京都台東区）
がつ にち あさ   くさ

ど    にち  　　 とうきょう と  たいとう  く
とうきょう たい  かい

東京大会

■5月23日（月）～29日（日）タミヤプラモデルファクトリー新橋店（東京都港区）
　■6月11日（土）、12日（日）スーパーキッズランド日本橋店（大阪市浪速区）

※注目のタミヤの新製品を

　一堂に展示するよ!
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ミニ四駆は走らせるだけじゃない。ボディやシャーシ、タイヤまで含めたマシンのカラーコー

ディネイトも楽しみのひとつ。ここ では足まわりをおしゃれに演出するカラーホイールを

紹介しよう。どれも限定アイテム なので、見つけたら早めにゲットしてほしい。

【限定】カラーホイールが登場
マシンのおしゃれは足もとから

げ　ん　　て　い と　う　　 じょう

あし

タイヤ径での走りの違い（同じ幅・重量の場合）

小径タイヤ装着マシンは、

重心が低くなるのでコーナー

リングでの走りが安定する。

 しょう  けい

小 径

 だい  けい

大 径

 だい  けい

大 径タイヤ

カーブの多い

コース向き

《スタートダッシュ》

《ストレート》

《コーナーリング時》

加速力はあるがトッ

プスピードの伸びは少

ない。重心が低くなり

コーナーリングが安定する。

直線の多い

コース向き

直線でのトップスピ

ードがのびる。コース

のつなぎめのショッ

クも吸収しやすい。

小径タイヤが加速力を発揮

トップスピードがのびるので

大径タイヤが有利
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小 径タイヤ

鮮やかな蛍光カラーの大径ホイールがマシンの足もとを演出します。カラーは蛍光オレン

ジ、蛍光グリーン、蛍光ピンクの3種類。もちろんそれぞれホイールのデザインも異なりま

す。蛍光オレンジと蛍光グリーンのホイールは、大径タイヤを装着したミニ四駆PROとミニ

四駆に。蛍光ピンクは大径タイヤを装着したミニ四駆に使えます。

ミニ四駆
蛍光ホイール
セット（大径）

塗装では表現できないメッキならではの輝きが魅力です。それぞれデザインの異なるブル

ー、スモーク、レッドの3種のカラーを用意したメッキホイールセットです。スモークカラーの

小径ホイールはミニ四駆PROとミニ四駆に。レッドカラーとブルーカラーのローハイト用ホ

イールは、ミニ四駆PRO、ミニ四駆各車に使えます。（一部の車種はボディの加工が必要です）

ミニ四駆
メッキホイール
セット（小径・
ローハイト）

カーボンファイバーを配合した強度の高い大径ホイールのセットです。シャープな5本スポークの大径

ナローライトウェイトホイールと、スリットタイプの3本スポークデザインのナイトロサンダーホイール

は、大径タイヤを装着したミニ四駆PROとミニ四駆に。スリットタイプの5本スポークデザインのマッ

クスブレイカーTRFホイールは、大径タイヤを装着したスーパーX、スーパーXXシャーシに使えます。

ミニ四駆
カーボン
ホイール
セット（大径）

カーボンファイバーを配合した強度の高いローハイトタイヤ用ホイールのセットです。ホイー

ルデザインはディッシュタイプ、フィンタイプ、5本スポークタイプの3種類を用意。ミニ四駆

各車に使えます。（一部の車種はボディの加工が必要です）

ミニ四駆
カーボン
ホイールセット
（ローハイト）

ボディとカラーコーディネートするのはもちろん、反対色で足もとを目立たせるのも楽しみ。鮮やか

な蛍光カラーのホイールです。蛍光グリーンは小径タイプ。蛍光オレンジと蛍光イエローはローハイ

トタイヤ用です。蛍光グリーンホイールはミニ四駆PRO、ミニ四駆各車に使用可能。また蛍光オレ

ンジと蛍光イエローは、ミニ四駆PRO、ミニ四駆各車に使えます。

ミニ四駆
蛍光ホイール
セット（小径・
ローハイト）

プレミアム感のあるカラーメッキ仕上げの大径ホイールのセットです。カラーはバイオレット、

スモーク、レッドの3種類、もちろんホイールデザインはそれぞれ異なります。バイオレットは

大径タイヤを装着したミニ四駆PROやミニ四駆に。スモークは大径タイヤを装着したスーパー

X、スーパーXXシャーシに。そしてレッドは大径タイヤを装着したミニ四駆各車に使えます。

ミニ四駆
メッキホイール
セット（大径）

（一部の車種はボディの加工が必要です）
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　　　　けい  こう　　　　　　　　　　  けい  こう　　　　　　　　　　   しゅ  るい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こと

 　　　  けい  こう　　　　　　　　　　　けい  こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   だい けい　　　　　　　　    そうちゃく　　　　　　　　   よん   く　　　　　　　　　　　　　

 よん   く　　　　   けい こう　　　　　　　　　だいけい　　　　　　　　   そうちゃく　　　　　　　　  よん  く  　　  つか

　　　　　     よん      く

 けい     こう

                                 　　    だい     けい

　　　　　     よん      く

                                 　　    だい     けい

　　　　　     よん      く

 けい     こう

                                 　　  しょう  けい

　　　　　     よん      く

 　

                                 　　  しょう  けい

　　　　　     よん      く

 　

                                 　　  

　　　　　　　　　　    だい    けい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はんたいしょく　　あし　　　　　　 め    だ　　　　　　　　　　　たの　　　　　   あざ

　　 けい こう　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  けいこう　　　　　　　　　　しょうけい　　　　　　　けいこう　　　　　　　　　　 けいこう　　　　

 　　　   　　　　よう　　　　　   けいこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      よん  く　　　　　　　　            よん  く   かく しゃ　   　し    よう  か   のう　　　        　けいこう

　　　　 　  けい こう　　　　　　　　　 　　　　　　 よん  く　　　                      　　 よん  く   かくしゃ　　 つか

  と　そう　　　　　ひょうげん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かがや　　　　   み  りょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こと

　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ　　　　　　　　　　　 よう   い

しょうけい　　　　　  　　　　　　　　　   よん  く　　　　　　　　　　　        よん  く　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう

　　　　 　　　　　　　　　　 よん  く　　　　　　　　　　　    よん  く   かくしゃ　　   つか

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい  ごう　　　　きょうど　　  たか　　だいけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん　　　　　　　　　　 だいけい　　　　　　

　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん

　　　   だいけい           　　　　    そうちゃく    　　　　　　    よん  く　　　　　　　　　　　 よん  く 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だいけい 　　          　　　そうちゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つか

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 はいごう　　　　    きょうど　　    たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう　　　　　　　　　　

　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ るい　　   よう   い                             よん  く 

かく  しゃ         つか　　   　　　　　　　いち  ぶ　　  しゃ しゅ   　　　　　　　　　   か   こう          ひつ よう

　　　　　　　　　　  かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し     あ　　　　     だいけい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     しゅるい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

だい けい　　　　　　　　  そうちゃく　　　　　　　　  よん  く　　　　　　　　                よん  く 　　　　　　　　　　　　　　　 だいけい　　　　　　　　 そうちゃく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だいけい　　　　　　　　  そうちゃく　　　　　　　     よん  く   かくしゃ　　　　　　　　

いちぶ　    しゃしゅ　 　　　　　　　かこう　　ひつよう

いち  ぶ　        しゃしゅ　 　　　　　　　         か   こう　　  ひつよう

よん      く

ミニ四駆競技会で見つけたカラーホイールを

使用したマシン。ボディやシャーシの色と

上手に合わせているね。

　　　   よん  く   きょうぎかい　　   み

いろし  よう

じょうず あ

　　　　   よん  く　　　 はし　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふく

　　　　　　　　　　　　  たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あし　　　　　  　　　　　　　　　　　　　     えんしゅつ

しょうかい　　　　　　　　　　　　　　　げん  てい　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   み                             　     はや

えん

えん

えん

えん

えん

えん


