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発売

新マシン第2弾は
ライバルをイメージ。
現在発売中のホワイトカラーの「ライジン

グ エッジ」に対し、「スラッシュ リーパー」

はガンメタルカラー。ライバルマシンをイ

メージした独特なボディスタイルに仕上

がった。デザインは、大人気ロボットアク

ション漫画“鉄のラインバレル”の作者、

清水×下口両先生が担当。2台を使って

友達同士で競争するのもおもしろいぞ。

空力性能の高いボディに

VSシャーシをセット。
鎌をイメージしたボディのサイド部分に

は、穴あき加工されたサイドスリットを

装備。マシンの軽量化に加え、走行中に

空気を取り入れモーターを冷却できる。

また、ボディはVSシャーシはもちろん、

MSシャーシやスーパーIIシャーシにも

搭載できるのもうれしいぞ。搭載できるのもうれしいぞ。

マシン2台を使った
イベントも開催決定!!

WEBコンクールデレガンス、
そして2台限定レースも開催!
くわしい情報はタミヤホームページで発表するぞ。

コミック

「鉄のラインバレル」

（秋田書店刊）

初期のイメージ
スケッチ
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パッケージはスペシャル感あふれる清水×

下口両先生の描きおろしイラストを採用。

スラッシュリーパー登場。
現在、好評発売中の「ライジングエッジ」に続く、新デザインマシン第2弾、

それが今回紹介する「スラッシュリーパー」だ。ワイルドな雰囲気があふれる、

ガンメタルとオレンジのカラーリングが印象的。さぁ、マシンの全ぼうを紹介だ。

小型&軽量でコンパクト。コーナーをすばやく駆け抜けるシャープな走り

を生み、テクニカルコースでの活やくが期待できるのがVSシャーシだ。
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2台のマシン、
それぞれのポイントは?

ライジングエッジは日本刀をモチーフにしてまして、主人公

マシンぽく、プレーンで正統派なデザインにしました。改造し

だいでは色んなスタイルになるかなぁと思います。スラシュ

リーパーはモチーフが死神と鎌で、ライバルマシンのイ

メージというコトもあり、ライジングエッジとは逆にある程

度カスタマイズされた感があるようにデザインしました。

マシンを手にする皆さんに
メッセージをお願いします!

今回紹介した“スラッシュリーパー”。

そして“ライジング エッジ”を
デザインした｢鉄のラインバレル｣の

作者、清水栄一×下口智裕先生。

メインデザインを担当した清水先生

からコメントが届いたぞ!

ミニ四駆という歴史ある製品に関われたのは本当に

幸せなコトだと思っています。改造しまくるもヨシ!
ディスプレイモデルとして眺めるもヨシ!どんな形に
せよ、手に取り楽しんでもらえたら、これ以上の喜び

はございません。ですのでライジングエッジとスラッ

シュリーパーをよろしくお願いします!!下口先生による両先生の自画像イラスト

先生からのコメントが
届いたよ!

とう          じょうミニ四駆 新デザインマシン・第2弾
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勝利のための改造マシン
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関西編 
かん  さい    へん

滋賀県と奈良県のミニ四駆ステーションで突撃取材を

敢行!! 親切な店長さんがいる2つのお店を紹介しよう!

店長の

萬谷さん

店長の

竹村さん

45年の長い歴史をもつ
おもちゃ屋さん

守山玩具
住所：滋賀県守山市守山1-1-11
☎：077-582-0331

ミニ四駆や模型を楽しめる
コミュニティショップ

バンビ生駒店
住所：奈良県生駒市真弓南1丁目10-5
☎：0743-79-1301

守山商店街の中央にあるおもちゃ屋さん。毎月1回

走行会を開催!室内の常設コースで、天気が悪くて

も思いっきり楽しめる。ミニ四駆キットやパーツは

もちろん、スケールモデルも充実しているぞ。

奈良県北部にある大型模型専門店。品揃えはもちろ

ん、ミニ四駆レース、模型コンテストなどイベントも

開催中!さらに製作&塗装スペース、コースも常設。

買って作って遊べちゃう、とことん楽しめるお店だよ。
よん  く　　　　　　　　　　　　　   よん く　　　　　　　　　　   ぜんこく　　　　　　　　　　　　   こうかいちゅう　　　　　   いえ　  ちか　　　　    みせ　   しら▲ ▲

タミヤホームページのミニ四駆ページでは、ミニ四駆ステーション全国ショップリストを公開中!!キミの家の近くのお店を調べてみよう!
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ワイドステーの上にワイドプレートを左右に重ね

てさらに強度をアップ。コーナー突入時に強い力

が加わっても、ブレずにスムーズなコーナリング

に。もし、コースフェンスにのりあげた時もアン

ダーガードがあればコースに復帰しやすいぞ。

タミヤ公認競技会に参加したけれど、なかなか1勝ができないミニ四駆

レーサーのために、今回はより勝利に近づけるマシン改造例を紹介するぞ。

じっくりと読んで、マシンセッティングの参考にしてみよう。

ジャンプセクション後の着地での車体のはね

上がりを打ち消すマスダンパーを前後に装着

した。上下方向のマシンのバタつきが少なくな

り姿勢が安定するので、タイヤがすぐに路面に

接して加速力のアップにつながるのだ。

オフセットトレッドタイヤは、まさつ抵抗が少

なくスムーズにコーナーリングできるハードタイ

プをチョイス。写真のように内ばきにすれば、

さらにコーナーでのスピードがアップ。姿勢が

不安定になるなら外ばきをためしてみよう。

リヤダブルローラーステーが、カーブでの遠心力

を上下2つのローラーでガッチリ受け止めスムー
ズなコーナリングを実現。さらに、スロープなど

の上り坂でブレーキをかけコースアウトを防ぐ、

マルチブレーキも装着し安定性をアップさせた。

勝利のための改造マシン
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ガッチリと強化

マスダンパーで

マシンのブレを防止

オフセットトレッド

タイヤで走りを変える
ブレーキ&幅広ローラー
で安定性アップ
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人気のMSシャーシを使用したよ
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車体中央のダブルシャフトモーターが効率良くパワーを

伝達する好バランス・低重心のMSシャーシをベースにし

て、ハイスピードをキープしながらも、コーナーやジャンプ

セクション通過時でも安定するマシンにしあげてみたよ。
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改造のポイント

▲マスダンパーヘビー

マスダンパースクエア

▲

フロントアンダーガード

ワイドプレート

フロント

   リヤ

マルチブレーキ

マスダンパーセット
（ヘビー）［378円］

マスダンパー スクエア
（6×6×32mm）［378円］

FRPマルチ
ワイドステー
［273円］

ミニ四駆PRO 
FRPワイドプレートセット
［252円］

ゴムリング付 2段アルミローラーセット（13-12mm）
［945円］フロントアンダー

ガード［378円］

MSシャーシ
マルチブレーキ
セット［378円］

単3形ニッケル
水素電池 
ネオチャンプ
［1050円］

アトミックチューン
モーターPRO［378円］

大径カーボン
ホイールセット
（ソフトスリックタイヤ付）
［336円］

オフセットトレッド
タイヤ・ハード
（ホワイト）
［252円］

ローラー用11mm
ボールベアリング 
［525円］

MSシャーシ リヤダブル
ローラーステー［483円］
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参加無料!!当日参加
OK!
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※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。

ミニ四駆ステーション・レース日程
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11月 6日（ 日）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）東京大会

※ジュニア、オープン、シャーシ限定（スーパーⅡシャーシ）を開催。
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にち おか  やま  けん  たま   の     し

11月13日（ 日）岡山おもちゃ王国（岡山県玉野市）岡山大会

※ジュニア、オープン、シャーシ限定（スーパーⅡ、スーパーX/XXシャーシ）を開催。

にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　かいさい　　　　よん く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっていせんどうじかいさい　　　　　 

にち　　　　　　　　　　　　　　けっていせん   　　　　　　　　　　 げんてい　　　　　　　　　　かいさい　　　 よん くしょうがくせい　　　　　　　　　　　　　けっていせんどうじかいさい　　　　　 

しずおかし する が   く
しず  おか  たい  かい がつ にち      しず  おか　　　　　　　　　　　　　　　　  かい じょう ない  ど   にち

11月 19・20日（ 土・日）ツインメッセ静岡（タミヤフェア会場内）（静岡市駿河区）静岡大会

※19日はジュニア、オープン、シャーシ限定（スーパーIIシャーシ）を開催。ミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦同時開催。

※20日はワールドチャンピオン決定戦・オープン、シャーシ限定（VSシャーシ）を開催。ミニ四駆小学生カップ2011チャンピオン決定戦同時開催。

タミヤのホビーがたっぷり
楽しめるお祭りに行こう!!

TAMIYA FAIR 2011

 たの　　　　　　　　　　　　　　　　 まつ　　　　　　　　　い

○ミニ四駆オータムGP2011・ミニ四駆ステーション/小学生カップチャンピオ

ン決定戦2011○RCカーの世界一決定戦○RCカー体験走行会○新製品展示

○楽しい工作広場○模型クラブ作品展示など、イベントが盛りだくさん!!

よん く

けっていせん

　　たの　　　  こうさくひろ ば　　　も  けい　　　　　 さくひんてん じ　　　　　　　　　　　　　　  も

せ  かいいちけっていせん たいけんそうこうかい しんせいひんてん  じ

よん く しょうがくせい

11月19・20日（土・日）ツインメッセ静岡・南北両館にて開催
がつ にち ど にち しず おか かい  さいなん ぼくりょうかん

入場

無料!!

にゅう じょう　 

 む  りょう

11月3日（祝）
なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

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

11月6日（日）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

ホビー光 本店
北海道小樽市

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

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

ラジコンデパートFUNFUN一宮インター店
愛知県一宮市

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
岡山県玉野市

11月12日（土）
プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

11月13日（日）
ホビーロードツインタウン女池店
新潟県新潟市

おもちゃ屋本舗ららパーク天童店
山形県天童市

いいじまホビー
福島県いわき市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

愛好堂 八街店
千葉県八街市

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

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

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

アスカ
山口県宇部市

11月19日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

11月20日（日）
ホビー光 本店
北海道小樽市

ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

サンホビー アンクル
岩手県遠野市

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

アップルハウス
東京都江東区

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

ジャンボドーム
新潟県新潟市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

おもちゃの水光園
愛知県一宮市

八島模型店
大阪府大阪市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

おおはら模型
鳥取県米子市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

11月23日（祝）
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

角屋
静岡県静岡市

11月26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

ブックスミスミ オプシア
鹿児島県鹿児島市

11月27日（日）
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

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

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

東海ラジコン
愛知県知多郡

夢遊
愛知県瀬戸市

大光模型
岐阜県岐阜市

守山玩具
滋賀県守山市

メガスターパーク
兵庫県明石市

みどり文具店
大阪府和泉市

K2M
広島県東広島市

クリッパーさこ
徳島県徳島市

模型のはら
福岡県みやま市

11月28日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

毎日開催

ホビーガレージ
埼玉県南埼玉郡


