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FRPプレート使用例
エフ アール   ピー　　　　　　　　　　　　　　　    し          よう        れい

シャーシの補強やローラーセッティング、その他にも様々なパーツが取りつけ

できるFRPプレートは幅広い改造のための欠かせないアイテム。ここでは色々

なシャーシで使用できる下の2種類のFRPプレートを使いわけて、ミニ四駆・

オープントップマシンをシャーシの特ちょうをいかしながら改造してみたよ。

装着可能シャーシ《FRPマルチワイドリヤステー》ミニ四駆PRO／スーパーIIシャーシ／スーパーXXシャーシ／
VSシャーシ／スーパーXシャーシ／スーパーTZ-Xシャーシ《FRPマルチ補強プレート》ミニ四駆PRO／XXシャーシ

トレッド幅がせまくトップスピードの伸びがいいス

ーパーIIシャーシに、高回転のスプリントダッシュ
モーターをセット。リヤにFRPプレート、マスダンパ
ー、アルミローラーを取りつけ、トップスピードのま

まコーナーリングする時でも安定した走行を実現。

全幅・全長がコンパクトなVSシャーシはコーナー
を駆けぬけるシャープな走りが特ちょう。2つのロ
ーラーが一体化したダブルローラーを前

後に使用。連続コーナーでもマシンの姿

勢が安定しスムーズな通過ができるぞ。

トレッド幅が広く低重心、安定性に優れるスーパー

XXシャーシを、前後ともローラー幅を広くしてコー
ス内をブレずに走行できるよう

に改造。サイドにはFRPをとりつ
けて、マスダンパーの位置をこま

かく調整できるようにした。

高い人気をほこる2台のマシンが、さら

にグレードアップして登場!カラーシャ

ーシ、大径メッキホイール、メタリック調

ステッカーなど豪華装備がいっぱいだ。

アスチュート オープントップ（スーパーIIシャーシ）

スピードマシン改造

 サンダーショット オープントップ（スーパーXXシャーシ）

バランスマシン改造

メッキホイールが輝く
RSミニ四駆も
見逃すな!
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テクニカルマシン改造

ばん  のうつか

いろんなシャーシに使える万能パーツ

アスチュート
オープントップ

（1260円）限定
げんてい   えん

サンダーショット
オープントップ

（1260円）限定
げんてい   えん

　　　　　　　　　　　　 ほ   きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ほか　　　　　さま  ざま　　　　　　　　　　　     と

　　　　　　 エフアールピー　　　　　　　　　     はば  ひろ　　 かい   ぞう　　　　　　　 　　    か　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　    　　　　　　　　   いろ  いろ

　　　　　 　　　　  　　　　  し    よう　　　　　　　  した  　　　   しゅ   るい　    エフアールピー　　　　　　　　　　 つか　　　　　　　　　　　　　　　　よん    く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく            　　　　　　　　　　　　　　     　　　　  かい  ぞう

 No:15431  No:15430 
そうちゃくか  のう　　　　　　      エフアールピー　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 よん  く　　　　　　　　　　　　　ツー 　　　　　　　　　　　　　 ダブルエックス　　　　　　

ブイエス　　　　　　　　　　　　　エックス　　　　　　　　　　　　ティーゼットエックス　　　　  エフアールピー　　    ほきょう　　　　　　　　　　　 よん  く　　　　 ダブルエックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かがや

 アール  エス　　　　　　　　   よん           く

      み　　  のが

   たか　　にん  き　　　　　　　　　   だい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とうじょう

　　　　　 だいけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう

　　　　　　　　　　　　　ごう  か   そう   び

スーパーセイバー
オープントップ

（1260円）限定
げんてい   えん

かい　 ぞう   

かい　 ぞう   

かい　ぞう   

 　　　　　　　 はば　　ひろ　 ていじゅうしん　 あんていせい　　すぐ

ダブルエックス　　　　　　　    ぜん ご　　　　　　　　　　　   はば　    ひろ

　　ない　　　　　　　　　  そう こう

　    かいぞう　　　　　　　　　　 エフアールピー

　　　　　　　　　　　　　　　　   　 い    ち

　　　ちょうせい

 　　　　　　　 はば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の

　                   ツー　　　　　　　　　　　こうかいてん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エフアールピー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき　　　   あんてい　　　  そうこう　   じつげん

  ぜん ぷく　  ぜんちょう　　　　　　　　　　　　ブイエス

　　   か　　　　　　　　　　　　　　　　　　はし　　　　とく

　　　　　　　　いったい か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぜん

   ご　　　し   よう　   れんぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し

 せい　　あんてい　　　　　　　　　　　 つう   か

NEW!! NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

ネオチャンプ

1本約19gの軽量設計＆パワフルなニッケル水素電池。

充電すれば繰り返し使えるよ。（1,050円）

ネオチャンプ（1,050円）

パワーチャンプFD
ハイパワーと安定性を両立した

単3型アルカリ乾電池。（273円）
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さぁ、今回は中部地方の大都市・名古屋周辺のミニ四駆ステーションを一挙に紹介しよう!
豊富な品揃え、走行用サーキットの設置など、どのお店もミニ四駆をとことん楽しめるのだ。

4つのフロアにたくさんのホビーがぎっしり!!見ているだけでも楽しいキッズランド大須店。ミニ四駆コ
ーナーには、どれにしようか迷うほどミニ四駆キットやパーツがいっぱい!毎月1度、レースを開催中だ。

迫力のミニ四駆パッケージが棚一面にズラリ!!
キッズランド大須店
住所：愛知県名古屋市

中区大須4-2-48 3F
☎：052-262-1203 スタッフの高見さん
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自作のバーニングブリッジ、アイガー、デジタルカーブなどのセクションを使って、タミヤ公式大会のレイ

アウトをすぐに再現!大会前の練習にピッタリ。名鉄大江駅から歩いて5分。毎月第1・4日曜にレース開催。

公式コースをタミヤ公式大会前に再現しちゃいます!!
トイズタウン本店
住所：愛知県名古屋市

南区港東通1-1
☎：052-611-2413 店長の安井さん

てんちょう　  やす い

ほん    てん

地元に根づいた創業63年のフクシマヤにはミニ四駆からRCカーまでホビーがいっぱい!店長さんに一声
かければ、快適な環境で店内コースが走行可能だ。お菓子も販売しているからおなかがすいても問題ナシ!

誰でもウェルカム!子供から大人まで一緒に楽しもう!!
フクシマヤ
住所：愛知県名古屋市

緑区鳴海町本町105
☎：052-621-0124 店長の福島さん

てんちょう　 ふくしま

てつどうもけい　した　　　   よんく

　　　つうか　　　なん
▲鉄道模型の下をミニ四駆コ

ースが通過する難コース!?

1週間ごとレイアウトが替わる常設サーキットは走りごたえ充分!!店内にはピットスペースもあるし、パ
ーツはレジの後ろの壁一面にギッシリ陳列!買って作って走らせられる、ミニ四駆ざんまいのお店だよ。

ミニ四駆キット・パーツ・コース、すべて充実の優良店!!
夢遊
住所：愛知県瀬戸市

東赤重町2-130-2
☎：0561-85-5240 店長の堀田さん

てんちょう　  ほっ た

ゆう　  ゆう

毎月第三日曜に開催されるレースでは、大勢のレーサーが集まるモリヤマホビー。何とお店には自称“名

古屋のファイター”も出没!マシン改造も上級者レベルだけに、そろそろレース実況するかもしれないぞ!?

“名古屋のミニ四ファイター”!?も出入りする人気店!!

モリヤマホビー
住所：愛知県名古屋市

守山区永森町88
☎：052-793-5023

店長の加藤さん（右）&
自称“名古屋のファイター”安井さん（左）

　　　　　　てんちょう   か とう　　   みぎ

  じしょう なご や　　　　　　　  やすい　　   ひだり

ハイスピードタイプの超ロングコースが設置されているのがおもちゃの水光園。おもちゃからホビーま

で取り揃えた広い店内には、広～いピットスペースもあるぞ。毎月第三日曜にレース開催中だ。

超ロングストレートコースがキミの挑戦を待つ!!
おもちゃの水光園
住所：愛知県一宮市

浅井町大日比野2099-1
☎：0586-78-1226 店長の日比野さん

てんちょう　   ひ   び   の

すい     こう   えん

創業52年の昔ながらの模型屋さん。長年の経験をいかして作られた自作の木製コースは三階建て＆ルー
プセクションも設置され、挑戦しがい充分!ぜひキミもチャレンジしてほしい!毎週土曜にレース開催中だ。

世界初!?1周50m超の木製自作コースにチャレンジ!!
森井模型
住所：岐阜県岐阜市

美島町5-3
☎：058-232-2326 店長の森井さん

てんちょう　 もり  い

もり        い         も         けい

名古屋編
な     ご     や   へん

ハイパーダッシュモーターPROを上回るパワーを発揮する、カーボンブラシ採用の

MSシャーシ用の高回転型モーターがいよいよ登場。特に長いストレートを持つ高速サーキット

で威力を発揮するぞ。大電流にも対応できるネオチャンプとの組み合わせがベストマッチだ。

ケタちがいの性能を持つモーターだけに、無

改造のマシンではコーナーでのコースアウト

は確実。モーターを使いこなすには、ローラー

やギヤ、タイヤなどの知識はもちろん、パーツ

を確実に組み付けられるハイレベルなセッテ

ィング能力が必要だ。初心者レーサーには決

しておすすめできるモーターではないのだ。

ノーマルモーターとマッハダッシュモータ

ーPRO、そして人間代表「MCガッツ」を加

えて100m競争したぞ。結果はこのとおり!

ハイスピードモーターが登場
マッハダッシュモーターPRO

グレードアップパーツシリーズ
No.433

このモーターはミニ四駆PRO用の上級者向け高性能モーターです。使用にあたっては別売の8Tピニオンギヤ
の取付が必要です。また、コースアウトをさせないローラー、ギヤ、タイヤの選択など、総合的にハイレベルな

マシンセッティングが必要です。使用方法を誤ると発熱や部品の変形をおこすことがあります。使用前には製品の取扱説明を必ずお読みください。

保護者の方へ
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モーターPRO

MCガッツ

100m競争の様子はこ
ちらでチェック!MCガ
ッツの走りにも注目だ。
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ケタちがいの性能を持つモーターだけに、無
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ーPRO、そして人間代表

えて100m競争したぞ。結果はこのとおり!

100m競争の様子はこ
ちらでチェック!MCガ
ッツの走りにも注目だ。
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7月16日（土）発売
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※ピニオンギヤは別売です。
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100m直線でタイムを計測!
ちょく　 せん　　　　　　　　　　　　　　　　　　    け い  　 そ く　

高性能だけにマシンの
セッティングも重要だ。

こう      せい      のう　

じゅう　よう

アトミックチューン
モーターPRO

マッハダッシュモーターPRO

レブチューン
モーターPRO

トルクチューン
モーターPROノーマルモーター

ライトダッシュ
モーターPRO

ハイパーダッシュ
モーターPRO
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全国のミニ四駆ステーション・約100会場で熱いレースが開催だ!!優勝者には11月のタミヤフェア

2011で開催される「ミニ四駆ステーション・チャンピオン決定戦」の出場権とステキな景品をプレ

ゼント!すべてのシャーシが使えるオープンクラスとスーパーX/XXシャーシ限定のクラスを開催!!

8月6日（土）尾崎模型店（静岡県浜松市）/森井模型（岐阜県岐阜市）/ミントユイ（香川県丸亀市）8月7日（日）工藤模型（青森県青
森市）/コムカイ模型（青森県上北郡）/サンホビーアンクル（岩手県遠野市）/いいじまホビー（福島県いわき市）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）/ラジコン天国千葉蘇我店（千葉県千葉市）/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）/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）/トイズタウン本店（愛知県名古屋市）/夢遊（愛知県瀬戸市）/ラジコンデパートFUNFUN一
宮インター店（愛知県一宮市）/大光模型（岐阜県岐阜市）/ドリームハウス（三重県伊勢市）/ホームズ（京都府京都市）/文具とプラ

モの店 タギミ（大阪府高槻市）/山陽トーイ（山口県柳井市）/8月12日（金）愛好堂 八街店（千葉県八街市）/8月13日（土）愛好堂 
古河店（茨城県古河市）/マルエス模型店（栃木県宇都宮市）/ホビーショップカワウチ（千葉県印西市）/ミントユイ（香川県丸亀市）

8月14日（日）おもちゃの平野 北35条店（北海道札幌市）/ボウルアピア郡山（福島県郡山市）/愛好堂 古河店（茨城県古河市）/トイ

&ホビーイリエ（栃木県真岡市）/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）/プラモデルショップ 
シャトル（埼玉県越谷市）/太陽模型（千葉県君津市）/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）

/おもちゃのキムラ（静岡県富士市）/マルシン模型（静岡県富士宮市）/角屋（静岡県静岡市）/トイズタウン 本店（愛知県名古屋市）
キッズランド大須店（愛知県名古屋市）/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）/ラジコンデパ

ートFUNFUN一宮インター店（愛知県一宮市）/大光模型（岐阜県岐阜市）/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）/プラモデル店 四駆堂（沖縄県沖縄市）/8月15日（月）ゆめらんど2（岡山県倉敷市）/8月20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）/プラセンスガワラ（山形県鶴岡市）/プラモサロンきらら（茨城県ひたち

なか市）/8月21日（日）ホビーショップ てづか（北海道旭川市）/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）/ラジコン天国千葉蘇我店（千葉県千葉市）/九十九里ふじ模型店（千葉県山武郡）/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）/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）/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）/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）/コオノおもちゃ屋さん（山口県岩国市）/ホビーショップ ムック（山口県宇部市）/8月27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）/おもちゃや マジカル☆ラナ（千葉県山武市）/ジャンボドーム

（新潟県新潟市）尾崎模型店（静岡県浜松市）/8月28日（日）ホビースクエア にしな（岩手県盛岡市）/ホビースクエアにしな 津志
田店（岩手県盛岡市）/いいじまホビー（福島県いわき市）/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）/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）/ラジコン館

YOSHIMI ヨシミ（埼玉県比企郡）/野田ホビー あたご店（千葉県野田市）愛好堂 八街店（千葉県八街市）/三共 ロッキーワールド
市原店（千葉県市原市）/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）/ハーティーあさひや（神奈川

県小田原市）/ホビーショップ丸信（長野県諏訪市）/マルシン模型（静岡県富士宮市）/模型屋しずも（静岡県静岡市）/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）/ホームズ（京都府京都市）/八島模型店（大阪府大阪市）/みど

り文具店（大阪府和泉市）/バンビ生駒店（奈良県生駒市）/大成玩具（岡山県岡山市）/ユメコロ（広島県呉市）/ホビーショップ飛鷹

（福岡県北九州市）/プラモデル店 四駆堂（沖縄県沖縄市）8月29日（月）ゆめらんど2（岡山県倉敷市）

※10日（土）は12時開場、ジュニアクラス、小学生カップ2011東京予選を開催。12日（日）は9時開場、オープンクラス、

シャーシ限定クラス（スーパーX / XXシャーシ）を開催します。

　　にち　 ど　　　　　  じ かいじょう　　　　 　　　　　　　　 しょうがくせい　　　　　　 　　 とうきょうよ せん　  かいさい        にち  にち　　　　じ かいじょう　

　　　　　げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かいさい

9月10・11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

ぜん こく　　　　　　よん  く　　　　　　　　　　　　　  やく　　　　かいじょう　  あつ　　　　　　　　　　かい さい　　　　ゆうしょうしゃ　　　　　　がつ　

　　　　　　　かいさい　　　　　　　　　　　よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ ていせん　　　 しゅつじょうけん　　　　　　　　　  けいひん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   げんてい　　　　　　　　　  かいさい

2011

当日参加
OK!

     とう じつさん    か

8月7日（日）岡山大会  岡山おもちゃ王国（岡山県玉野市）
おか  やま　　　　　　　　　　おう  こく おか  やま けん たま  の     し

がつ にち おか    やま    たい    かい
にち

ジュニア、オープン、シャーシ限定（VSシャーシ、スーパーX /スーパーXXシャーシ）クラスを開催。
げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいさい

8月20・21日（土・日 ）鈴鹿大会 鈴鹿サーキット モートピア遊園地（三重県鈴鹿市）
すず    か ゆう  えん     ち み    え  けん すず   か    し

がつ にち  すず      か　   たい    かい
ど　    にち

20日はオープン、シャーシ限定（スーパーIIシャーシ）クラス、小学生カップ2011東海予選。21日はジュニア、オープン、シャーシ限定（VSシャーシ）クラスを開催。
にち　　　　　　　　　　　げんてい　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい　　　　とうかいよせん     にち　　　　　　　　　　　　　　　　げんてい　　　　　　　　　　　　かいさい

9月4日（日 ）大阪大会  ATC 特設会場・ITM棟2F（大阪市住之江区）
とく  せつ   かい じょう　　　　　　  とう おおさか  し  すみ  の     え    く

がつ にち  おお    さか　  たい    かい
にち

オープン、シャーシ限定（VSシャーシ）クラス、小学生カップ2011関西予選を開催。
　　　　　　　　　　　　　 げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがくせい　　　　　　　　　かいさい よ  せん　  かいさい

くわ　　　　　　　　      ないよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん  く　　　　　　　　 　    らん

※詳しいレース内容はタミヤホームページのミニ四駆ページをご覧ください。
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