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レーサー・フルカウル・スーパー・マイティ・エ

アロ・リアル・PRO、歴代のミニ四駆シリーズ
の8種類のロゴをセット。

定番のタミヤロゴは大小サイズで用意。笑顔

の星のキャラクター、スマイルマークも付属。

16種類の歴代ミニ四駆シャーシ名がズラリ。
キミがいつも使っているシャーシを貼ってみよう!

20種類のミニ四駆モーター名と電池2種類の
ロゴをセット。マシンに搭載しているモーター

のステッカーを貼って判別するのもいい。

その他にもグレードアップパーツのステッカー、

ギヤ比、レースの時に役立つ1番から5番まで
のゼッケンシール、星のマークなどもセット。

マシン改造はグレードアップパーツを使ったセッティングのほかにもス

テッカーで自分だけのオリジナルボディにしあげるのも楽しみのひと

つ。そんな時に活やくするロゴステッカーセットを今回は紹介しよう。

カラフルなロゴをたくさん用意したから、使い方は無限大だよ。
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グレードアップパーツシリーズ No.439

ミニ四駆 ロゴステッカーセットA

つく

強度はそのままに軽量化を実現
 きょう      ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　     けい   りょう　 か　　　　  じつ    げん　　　　　　　

60mm 中空ステンレスシャフト    （189円）
 ちゅうくう  えん

キット付属のシャフトと交換して使用するステンレス製

のシャフト。ノーマルシャフトと同じ強度ながら、重さ

は約3分の2。マシンを軽量化するときにピッタリだ。

★地上高は1㎜以上になるようにしよう。

この部分に装着

ノーマル
シャフト

中空
シャフト

重さ
約2/3

人気のバッグがカラフルに
 にん        き

A4マルチバッグ（ボックス3個入り）
（ピンク/グリーン）
（各2,100円）

   こ      い

 えん

ミニ四駆の持ち運

びに便利なマルチ

バッグにグリーンと

ピンクの新色が登

場。カラフルカラー

で目立っちゃおう!

スロープでのスピード調整に
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちょう   せい　　　　　　

ブレーキスポンジセット
（462円）

 えん

レーンチェンジなどのスロープセクションへ進入するとき

にマシンにブレーキをかけ、コースアウトを防止。3種類の

スポンジの硬さを使い分けて、スピード調整が可能です。

実際のレーシングマシンやトラックを参考に、ステッカーを使った

オリジナルボディの例を紹介。ぜひキミも挑戦してほしい。

貼りやすい

《マシン・ドレスアップ例》

よく伸びて、しわに

なりにくい素材を採用。ボディ

曲面などのふくざつな面でも、

しっかりと貼ることができるよ。

ワイルドミニ四駆のラン

チボックスJr.を使って、ア

フリカの砂漠を走破する

ラリー競技のトラック車

輌をイメージしてみた。

ミニ四駆PROのキーンホークJr.を使ってF1・

レーシングマシンをイメージしたドレスアップ例。

イエローとブルーのコンビネ

ーションがひと際

目をひくぞ。

ドレスアップ
マシンを作ろう!

462円（ Item:15439）  
えん  よん     く がつ   にちはつばい

1月 21日発売

※ステッカー画像はイメージです。
が ぞう 

F1・レーシングマシン仕様 ラリー・トラックマシン仕様

は

1 ミニ四駆シリーズロゴ

2 タミヤマーク

3 ミニ四駆シャーシ名

4 モーター＆電池ロゴ

5 その他、色々使える!
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色あざやか
カラフルな8色の印刷

でロゴを再現。貼った時に下の

ボディ色が透けず、色鮮やかな

ロゴがキミのマシンを彩るぞ。

いろ
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様々な種類の
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れい
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   ぶぶん　そうちゃく
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ドレスアップマシンを作ろう!
～ミニ四駆 ロゴステッカーセットA～
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ミニ四駆ステーション・レース日程

1月1日（日）
トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

1月2日（月）
トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

角屋
静岡県静岡市

1月3日（火）
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

角屋
静岡県静岡市

1月7日（土）
愛好堂 古河店
茨城県古河市

ソニックパーク甲府
山梨県甲府市

1月8日（日）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

ホビーショップ てづか
北海道旭川市

ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

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

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

愛好堂 八街店
千葉県八街市

えのもとサーキット
東京都八王子市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

キッズランド大須店
愛知県名古屋市

1月28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

グッピー越谷レイクタウン店
埼玉県越谷市

1月29日（日）
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

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

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

有限会社 フジヤ
東京都板橋区

永野商店
神奈川県横須賀市

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

みなと模型 金沢店
石川県金沢市

ホビーショップ丸信
長野県諏訪市

大光模型
岐阜県岐阜市

みどり文具店
大阪府和泉市

1月30日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

東海ラジコン
愛知県知多郡

ストランド 垂水店
兵庫県神戸市

ドリームハウス
三重県伊勢市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

おもちゃ王国
岡山県玉野市

ホビーショップ シオザキ
熊本県山鹿市

プラモデル店 四駆堂 豊見城店
沖縄県豊見城市

1月14日（土）
ミントユイ
香川県丸亀市

1月15日（日）
ホビー光 本店
北海道小樽市

コムカイ模型
青森県上北郡

勝田ラジコン模型
茨城県ひたちなか市

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

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

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

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

ホビータウン広島店
広島県広島市

ホビーショップ ムック
山口県宇部市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

1月21日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

1月22日（日）
サンホビー アンクル
岩手県遠野市

おもちゃ屋本舗ららパーク天童店
山形県天童市

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

キットボーイ
群馬県みどり市

ケイ・ホビー
埼玉県川越市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

えのもとサーキット
東京都八王子市

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

東海ラジコン
愛知県知多郡

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

メガスターパーク
兵庫県明石市

K2M
広島県東広島市

模型のはら
福岡県みやま市

プラモデル店 四駆堂 豊見城店
沖縄県豊見城市

ワールド

チャンピオン

決定戦も

開催された

けっ   てい   せん　

かい   さい

使用マシン

アバンテMk.II
メッキスペシャル

し   よう　

開催レポート
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広くて明るい、気軽に入れるホビーショップ

アライワークス

ミニ四駆はもちろん、スケー

ルモデルやRCカー、エアガ
ンなど、ホビーいっぱいのお

店。室内に設置された常設

サーキット、ピットスペースで、

快適にミニ四駆を楽しむ事

ができるのだ。

新作から定番商品まで豊富

な品揃えがうれしい。駐車

場も大きいので家族いっしょ

に車で来ても問題ナシ。子供

から大人まで楽しめる。整理

の行き届いたサーキットやピ

ットスペースもポイントだ。

住所：茨城県筑西市

　　   菅谷1528
☎：0296-22-5444
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北関東編
きた   かん   とう  へん 今回のミニ四駆ステーション・突撃取材は北関東だ!!

個性あふれる店長さんがいるお店にキミもぜひ行ってみよう!

店長の黒坂さん

へ行こう!!
い

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!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

▲FM強化シャーシ（レッド）［315円］

ミニ四駆ステーションでし

か手に入らないレアな限定

グレードアップパーツが好

評発売中。数量限定だから

見つけたら早めにゲットだ!

限定パーツ
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ミニ四駆を知りつくしたおば

ちゃんが待ちかまえるのがこ

こシャトル。わからない事は

何でも聞いてみよう!親切て
いねいに教えてくれるぞ。室

内常設サーキットには、貴重

なループセクションもあるぞ。

ミニ四駆がアットホームな雰囲気で楽しめる

愛好堂 古河店
住所：茨城県古河市

　　   上辺見1211
☎：0280-30-5116 

マネージャーの横島さんと

スタッフの皆さん

快適な常設サーキットで練習ざんまい!

プラモデルショップ
シャトル
住所：埼玉県越谷市千間台東2-16-13
☎：048-977-6386

店長の堀江さん

へ行こう!!
い

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!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

 あい       こう      どう　  　   こ          が       てん

きょうか えん

●1月14・15日（土・日）東京大会 五反田TOC 13Fグランドホール A1・A2
●1月29日（日）広島大会  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
●2月5日（日）山形大会 霞城セントラル 1階 アトリウム
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ど    にち

　とう きょう たい  かい　   ご     たん   だ  ティーオーシー

がつ　　  にち  
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にち       

やま    がた      たい    かい  　     か      じょう　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　      

（東京都品川区）

（広島市西区）

（山形県山形市）

     とうきょうと しながわ く

ひろしま  し   にし  く

やまがたけんやまがた  し

11月に開催され多くの人が来場したタミヤフェア2011。その中で開催されたミニ四駆タミヤ公認競技会では、多くのミニ四駆レーサー

が活やくし手に汗握る白熱のレースが繰り広げられた。今回はそのようすの一部を紹介しよう。会場の熱気が伝わってくるはずだ。

小学生カップ2011チャンピオン

決定戦の戦いの舞台となったのが、

スロープやデジタルカーブセクショ

ンが配置された5レーンサーキット。

同時開催のミニ四駆ステーション

チャンピオン決定戦は3レーンの

ジャパンカップJr.サーキットをつ

なげた巨大コースで開催された。

“小学生カップ”の優勝を勝ち取っ

たのは横田拳選手（小学六年生）だ。

シンガポールとマレーシアの選手も

来日しレースに出場。ミニ四駆は世

界でも楽しまれているホビーなのだ。

新年の走り始めは14日の関東大会
からスタート!ぜひ会場に行こう!

レースは、熱気あふれるドキドキの展開に。

マシンの走りをみんなが注目していたぞ。

マシンの改造やアイデアを競うコンク

ールデレガンスのコーナーでは、ミニ

四駆・新マシン「ライジングエッジ」

で参加した作品が多かった。

今ままでの成果が発

揮されるレーススタ

ートの瞬間は誰もが

真剣な表情だ。

かい　　  さい

すべてミニ四

駆のパーツで

できたロボッ

ト!?も登場!

学年誌もチェックしよう!!
ミニ四駆・小学生カップ2011の競技会のようすは、小学館

の学年誌『小学三年生』と『小学四年生』の2012年2月号

（2011年12月28日ごろ発売）でくわしく紹介だ!チェックしよう。
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