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《デフューザー》

ミニ四駆REVシリーズ No.1

 エアロアバンテ
（ARシャーシ）

    よん く　レブ    
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えん  

ボディをつけたまま

簡単にマシン調整
今までのシャーシと違いARシャーシは

下面のアンダーパネルやディフューザー

を外し、電池やモーターをすぐに交換で

きるのが大きな特ちょう。急なセッティ

ング変更の時にも対応しやすいし、走行

後のマシンメンテナンスもカンタンだ。

さらに、電池やモーターなど重いパーツが

底面に配置されているから重心も低く、

走行時の安定性が確実にアップしているぞ。

シャーシ側面のサイドボタンを押しなが

ら、フロント方向にずらすだけでアンダ

ーパネルがシャーシから外れる。

ディフューザー後部のボタンを押しながら

引き上げればディフューザーが外れるぞ。

風と共に走る。
これが“AR”スタイル

シャーシ底面の後部がはね上がっている

のは、空力の力を利用してマシンをコー

スに吸い付くように走らせるための形。

デフューザーと呼ばれるこの形は、実車の

レーシングカーに採用されているものだ。

サイドインテイクから進入する走行風は

ダイレクトにモーターにあたり、モーター

の熱を奪いそのままリヤからスムーズに

排出。スピードロスの原因となるモータ

ーの熱ダレを防ぎ、走行風を生かした放

熱効果を最大限に高めているんだ。
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ミニ四駆30周年を迎えた2012年。今までに集められた多くの走行データを基に開発されたARシャーシ採

用のミニ四駆REVシリーズ・エアロアバンテがいよいよ登場だ。今回はいち早くARシャーシをタップリ公開。

シャーシの下面・上面を実物大で紹介しているから、キミの使っているシャーシとの違いを見比べてみよう!

“風”を味方につけた新シャーシ
かぜ　　　　  み    かた　　　　　　　　　　しん

 エー          アール  だ い      け ん      きゅう

ARシャーシ大研究

リヤスキッドバーで

スピード調整

リヤステー下に装着されている独特な形

のスキッドバー。スロープセクションなど

の坂道のコースを通過する時に低摩擦

樹脂製のバーがコース路面と接触、マシ

ンの姿勢を整えて安定させるぞ。

開け方カンタン。アンダ
ーパネル、デフューザー

アンダーパネル

ディフューザー

モーター

電池

《シャーシ底面》

《サイドインテイク》《サイドインテイク》

《通常時》 《スロープ時》
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シャーシ下面編
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ミニ四駆ステーション・レース日程

夢遊
愛知県瀬戸市

ホームズ
京都府京都市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

クリッパーさこ
徳島県徳島市

ホビーショップ シオザキ
熊本県山鹿市

7月12日（木）
おもちゃのバンビ 本郷店
富山県富山市

7月14日（土）
愛好堂 八街店
千葉県八街市

7月15日（日）
コムカイ模型
青森県上北郡

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

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

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

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

ネクスト・ワン名張本店
三重県名張市

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

ホビーゾーン今治店
愛媛県今治市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

7月1日（土）
ホビーショップ てづか
北海道旭川市

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

太陽模型
千葉県君津市

アップルハウス
東京都江東区

ポストホビー厚木店
神奈川県厚木市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

マルシン模型
静岡県富士宮市

ロボネット四日市営業所
三重県四日市市

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

7月7日（土）
愛好堂 古河店
茨城県古河市

7月8日（日）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

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

たからばこ
神奈川県川崎市

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

東海ラジコン
愛知県知多郡

7月16日（祝）
野田ホビー あたご店
千葉県野田市

カメレオンクラブ PATあやせ店
神奈川県綾瀬市

角屋
静岡県静岡市

7月21日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

7月22日（日）
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

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

三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

オジャガデザイン ワークショップ
東京都立川市

えのもとサーキット
東京都八王子市

ソニックパーク甲府
山梨県甲府市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

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

守山玩具
滋賀県守山市

ホームズ
京都府京都市

メガスターパーク
兵庫県明石市

ホビーショップ ムック
山口県宇部市

模型のはら
福岡県みやま市

7月26日（木）
おもちゃのバンビ　本郷店
富山県富山市

7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

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

グッピー越谷レイクタウン店
埼玉県越谷市

7月29日（日）
パソコンやさん 網走店
北海道網走市

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

永野商店
神奈川県横須賀市

ジャンボドーム
新潟県新潟市

大光模型
岐阜県岐阜市

よしおか玩具店
大阪府八尾市

みどり文具店
大阪府和泉市

7月30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

毎週日曜日開催

トイズタウン本店
愛知県名古屋市

緊急決定!!
夏休みの毎週末に
レース開催だ!
場所：静岡ホビースクエア（静岡市）／開催日：7月8日（日）・14日（土）・22日（日）・29日（日）／8月5日（日）・12日（日）

18日（土）・26日（日）／9月2日（日）※詳しくはホームページをチェック! http://hobbysquare.jp/
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●ホーネットJr.（18002）
●ブーメランJr.（18004）
●サンダードラゴンJr.（18008）
●サンダーショットJr.（18009）
●サンダーショットブラックスペシャル（18013）
●ライジングバード（18017）
●シューティングスター（18019）
●セイントドラゴンJr.（18020）
●キャノンボール.（18022）
●ダンシングドール（18023）
●スーパーエンペラー（18028）※再販のみ
●セイントドラゴンJr.リッキー（18029）
●ホライゾン（18030）
●サンダーショットRS（18059）
●ブーメランRS（18060）
●スラッシュ リーパー（18066）
●サンダードラゴン プレミアム（VS）（18068）
●スーパーエンペラー プレミアム（スーパー2）（18070）
●セイントドラゴン プレミアム（VS）（18071）
●ファイヤードラゴン プレミアム（VS）（18072）
●ホライゾン プレミアム（スーパー2）（18073）
●サイクロンマグナム（19412）
●ハリケーンソニック（19415）
●サイクロンマグナムTRF（19417）
●ディオスパーダ（19418）
●ビートマグナム（19421）
●バスターソニック（19423）
●ビートマグナムTRF（19425）
●ファイヤースティンガー（19426）
●ディオスパーダ GPA（19427）
●ビートマグナム GPA（19428）
●リバティーエンペラー GPA（19514）

様々なボディが搭載
可能。試してみよう!
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   か         のう　　　　ため
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ARシャーシ大研究

サイドステー

モーター

カウンターギヤを確実に

守る、縁の下の力持ち

カウンターギヤのメンテナンスは、ギヤ

カバーを開けておこなう。走行中にシャ

ーシが激しく揺さぶられても、カバーが

ブレる事なくしっかりギヤを守る。もち

ろん、ワンタッチで開け閉めできるよ。

高強度のモノコック構造
フロントバンパーからサイドステー、リヤ

ステーまで、今までのシャーシにはない

流れるようなスタイルのモノコック構造。

高速走行時に大きな力が加わるバンパ

ーは、シャーシと一体化させ高い剛性を

確保しつつ、パーツ取り付け穴を多数用

意。マシン改造時の拡張性も備えている。

早速シャーシ上面をチェックしてみよう!

電池冷却用、モーター冷却用、2つのエア

インテイクを設置。取り入れた走行風は

シャーシ内を通り、モータと電池の熱を

奪ってシャーシ後部へ抜ける。上面と下

面、シャーシ全体で風を取り込み、空気

の力を最大限に活用しているぞ。

開幕迫る!!ミニ四駆 
ジャパンカップ2012
全国12会場で開催!!

7月15日 （日）　
7月22日（日）
8月5日 （日）
8月12日（日）
8月19日（日）
8月26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）

秋田拠点センター アルヴェ きらめき広場（秋田県秋田市）
愛・地球博記念公園 地球市民交流センター（愛知県長久手市）
京セラドーム大阪・9階スカイホール Fブロック（大阪市西区）
ニューサンピア 多目的アリーナ（群馬県高崎市）
広島駅南口 エールエール地下広場（広島市南区）

東京大会1
秋田大会

愛知大会

大阪大会

群馬大会

広島大会

9月2日（日）　
9月9日（日）
9月15日（土）
9月17日（祝）　
9月23日（日）
9月30日（日）

TIC 4Fイベントホール（仙台市青葉区）
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）

島田市総合スポーツセンター ローズアリーナ サブアリーナ（静岡県島田市）
かしいかえん シルバニアガーデン 大テント（福岡市東区）
岡山おもちゃ王国（岡山県玉野市）

MEGA WEB（東京都江東区）※チャンピオン決定戦同時開催

仙台大会

東京大会2
静岡大会

福岡大会

岡山大会

東京大会3

カウンター
ギヤカバー

シャーシ上面でも

エアロパワーを活用だ

走りを左右するベアリン

グで回転効率を追求
今までのシャーシ

はシャフトを支え

るベアリング部分

に金属製のハトメ

を装着していたが、

ARシャーシではベアリング部分に低摩

擦樹脂素材を採用し、ハトメを装着しな

くても滑らかにシャフトを回転させる事

が可能となった。回転部分に低摩擦の

素材を使う事で、抵抗を減らして回転効

率がアップするだけでなく、シャーシの

軽量化も実現。さらなるスピードアップ

のために、小さなパーツまで多くの工夫

がほどこされているのだ。
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　　　　　　  かい     てん     こう     りつ              　つい    きゅう

　　　　　　　　　　　　　　   いま

 なが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こう  ぞう

 こう   そく  そう  こう    じ　　　  おお　　　       ちから　　   くわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっ   たい   か　　　　　  たか　　    ごう  せい

 かく   ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　  つ              あな　　　た    すう   よう

　い　　　　　　　　　かい  ぞう    じ　　　  かくちょう せい　　   そな

 さっ そく　　　　　　　　  じょうめん

　　　　　　  　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　そう  こう ちゅう

   　　　　　　   はげ　　　　　  ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　  　　　　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まも

　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 あ 　　　  し　　　　　　　　

いま

　　　　　　　　　　　　　　 ささ

　　　　　　　　　　　　　　   ぶ    ぶん

　　   きん  ぞく  せい

　　   そうちゃく

エーアール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  ぶ     ぶん　　   てい    ま 

さつ    じゅ   し       そ    ざい　　   さい   よう　　　　　　　　　　　　　 そうちゃく

　　　　　　　なめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かい てん　　　　　　　 こと

　　    か     のう　　　　　　　　　　　     かい てん    ぶ     ぶん　　　てい     ま    さつ

   そ    ざい　　　　　　　 こと　　　　  てい  こう  　　   へ　　　　　　　  かい  てん  こう

 りつ

 けいりょう  か　　　  じつ  げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　   　   ちい　　　　　　　　　　　　　　　　    おお　　　　　 く    ふう

 でん    ち　れいきゃくよう　　　　　　　　　　　れいきゃくよう

　　　　　　　　　　　　　　せっ   ち　　      と              い　　　　　　そう  こう   ふう

　　　　　　　　　  ない　　    とお　　　　　　　　　　　　　 でん    ち　　　 ねつ

 うば　　　　　　　　　　　　　　 こう    ぶ　　　　　　　　　　　　 じょうめん          した  

　めん　　　　　　　　　　　   ぜん  たい　　   かぜ　  　   と  　　　こ　　　　　 くう     き

　　ちから　　 さい  だい げん　　  かつ よう

かい         まく　    せま　　　　　　　　　　　　　　　　　　よん            く

ぜん         こく　　　　　　    かい        じょう　　　　　    かい         さい

かい  じょう  　　　　　  はつ   ばい  がつ　　　　にち　　 にち

 がつ　　　　にち　　 にち

 がつ　　　にち　     　 にち

 がつ　　　　にち　　 にち

 がつ　　　　にち　　 にち

 がつ　　　　にち　　 にち

    とうきょうたいかい

        あきたたいかい

　　あいちたいかい

    おおさかたいかい

    ぐんまたいかい

ひろしまたいかい

しながわ

  あきた        きょてん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ひろ    ば

あい　               ちきゅうはくきねんこうえん　                    ちきゅうしみんこうりゅう

きょう　　　　　　　　　　　　おお   さか　　　　かい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た    もく   てき

ひろ  しま   えきみなみ ぐち　　　　　　　　　　　　　　　　  ち      か     ひろ   ば　　　　　　　　　　　　　　　

 しな  がわ

しま  だ    し  そう ごう

 おか  やま　　　　　　　　　　  おう  こく

　　　メガ                          ウェブ　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 せん   だい    し    あお     ば       く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とうきょう   と   しな   がわ    く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しず おかけん しま  だ    し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふく  おか     し   ひがし  く

　　　　 おか   やま  けん   たま    の       し

 とう きょう  と     こう   とう    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっていせんどうじかいさい

　　　　　　　　　　　　　　　    とうきょうと          しながわく

  　　　　　　　　　　　　あきたけん             あきたし    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

　　　　　　　　　　　　                 あいちけんながくてし

きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　おお   さかしにしく

　　　ぐんまけんたかさきし

　　　  ひろ  しま    し   みなみ  く　　　　　　　　　　　

 がつ　　   にち　　      にち

 がつ　　   にち　　      にち

 がつ　　　    にち　        ど

 がつ　　　   にち　　 しゅく

 がつ　　　　にち　　 にち

 がつ　　　　にち　　 にち

    せんだいたいかい

        とうきょうたいかい

　　しずおかたいかい

   ふくおかたいかい

    おかやまたいかい

とうきょうたいかい

13ミリ低摩擦ローラー
てい   ま  さつ

エアロアバンテが会場でも発売!!

じょう   めん   へん

シャーシ上面編


