
  そう   こう   よう

レース最速を狙う
ピックアップトラックが登場

アメリカで人気のピックアップトラックレースに出場するマシンをイメ

ージした“トラッキンミニ四駆”が特別限定モデルとなって登場だ!!

最新ARシャーシを採用して、グレードアップパーツを使ったマシン改

造もたっぷり楽しめるから、レー

スでの活やくも間違いなし。迫力

のスタイルでコースを爆走しよう!

明るいイエローカラーがまぶしい、アメリカンムードたっ

ぷりの“サニーシャトル・プレミアム”。ゼッケンナンバー

やスポンサーマークなどがリアルなローライダーレーシ

ングマシンで軽快な走りを実現だ。

クールな雰囲気が漂う、全身にブラック

カラーを纏った“ジョリージョーカー・プ

レミアム”。スモークカラーのウィンドウ

を採用したスケール感あふれるリアルマ

シンが地をはうように走行するぞ。

1,050円（ Item:94983）
えん  

こうひょうはつ ばいちゅう

好評発売中

1,050円（ Item:94984） 
えん  

がつ   にちはつばい

 11月16日発売

最新ARシャーシで
走りでも存在感を発揮。
レースムードあふれるリアルボディに

最新のARシャーシをセット。見た目

と走りを兼ね備えた、目立ち度満点

のマシンに仕上がったぞ。さぁ、

コースにマシンを解き放とう!!

四輪駆動のビッグタイヤでパワフルな走りが楽しめる

オフロードマシン“ワイルドミニ四駆”がサーキットで

も暴れまわるかも!? 早速、試してみよう!

サニーシャトル プレミアム

ジョリージョーカー プレミアム

（ARシャーシ）

（ARシャーシ）

▲車高が低いローライダーで、カスタムムードあふれるマシン。ゴール

　ドカラー小径ワイヤースポークホイールも存在感バツグンだ。

▲ボディサイドから前後スリックタイヤがはりだす大迫力の

　ワイドトレッドスタイル。高速走行も安定するぞ。

ワイルドミニ四駆の

ボディも装着できるよ

※車種によっては、ボディ加工が必要なものがあります。
しゃしゅ　　　　　　　　　　　　　　 か こう　  ひつよう

ワイルドザウルス（1,260円）▲
えん

《シャーシ上面》 《シャーシ下面》

小径タイヤ

ボディキャッチ
マウント

フロント
バンパー

アンダー
パネル

走行用
バッテリー モーター

リヤローラー
ステー

リヤ
スキッドバー

ディフューザー小径ワイヤースポークホイール

●ランチボックスJr.（17003）

●ワイルドザウルス（17006）

●キングキャブJr.（17007）

●ハイラックス モンスターレーサーJr.（17009）

●ハイラックス サーフ（17010）

●テラノ '93 パリダカ仕様（17011）

様々なボディが搭載可能。試してみよう!

し    よう

　　　　　　　　　　　にん　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅつじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よん    く　　　　　 とく  べつ げん  てい　　　　　　　　　　　　　　　　  とう じょう

 さい  しん エーアール　　　　　　　　　　　　　　  さい  よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか　　　　　　　　　　　   かい

  ぞう　　　　　　　　　　　　たの

　　　　　　　 かつ　　　　　　　   ま    ちが　　　　　　　　　  はく りょく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ばく  そう

さい　　  そく　　　　　   ねら

とう       じょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　よん      く

 　　　　　　　　　　　  そう    ちゃく

さま  ざま　　　　　　　　　　　  とう  さい    か    のう    　ため

小径ワイヤースポークホイール

スモークウィンドウ

　　　　　　　　　ふん    い      き　　　ただよ　　　  ぜん  しん

　　　　　　　　　  まと

　　  さい  よう　　　　　　　　　　　　　　 かん

　　　　　　　 ち　　　　　　　　　　　　　　そう  こう

   

  さい  しん　　 エーアール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み　　　   め

　　　はし　　　　　  か　　      そな　　　　　　　  め　  だ　　　    ど　まん てん　　

　　　　　　　　　　　　し      あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　　    はな

あか

　　　　　　　　　　　　　 けい かい　　　はし　　　　 じつ  げん

 しょう けい

  しゃ  こう　　   ひく

　　　　　　　　  しょうけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　 そん  ざい  かん

  　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん   ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい  はくりょく

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 こう そく そう こう　　  あん てい

 じょう    めん      か        めん

 しょう  けい

 しょう  けい

さい　   しん     エーアール

はし　　　　　　　　　　    そん     ざい      かん                     はっ        き

よん  りん　く    どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はし　　　　    たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よん   く

　　  あば　　　　　　　　　　　　　　　　　 さっ  そく　　ため

サニーシャトル
プレミアムアムア

ジョリージョーカー
プレミアムアムア

（ARシャーシ）

（ARシャーシ）

TAMIYA
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ミニ四駆イベント情報
よん   く じょうほう

ねん　　 　  がつ   ごう

159vol.

レース最速を狙う
ピックアップトラックが登場

さい　　そく　　　　　  ねら

とう　    じょう

障害物をグングン乗り越える
「アームクローラー」

しょう   がい     ぶつ の　　　　   こ
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  え    ひめ  けん  いま  ばり    し  え   ひめ  たい  かい がつ にち いま　  ばり     めい     とく     たん      き     だい    がく　　 たい    いく    かん
にち

11月 3日（ 日）今治明徳短期大学 体育館（愛媛県今治市）愛媛大会

とうきょうと  しながわ  く
とう きょう たい  かい がつ にち しな  がわ

にち

11月 24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

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　　みなみかん　　　　　　　　　　　　 かい じょう ない

  ど   にち

11月 16・17日（ 土・日）ツインメッセ静岡・南館（タミヤフェア会場内）（静岡市駿河区）静岡大会

11月4日（祝）
アメリカンパラダイス浪館店
青森県青森市

おもちゃのサルビア
岩手県八幡平市

プラセン　スガワラ
山形県鶴岡市

お宝あっとマーケット土浦北店
茨城県かすみがうら市

お宝あっとマーケット ユニモちはら台店
千葉県市原市

カメレオンクラブ PATあやせ店
神奈川県綾瀬市

お宝あっとマーケット 相模原店
神奈川県相模原市

角屋
静岡県静岡市

ラジコンデパートFUNFUN 一宮インター店
愛知県一宮市

よしおか玩具店
大阪府八尾市

ホビーゾーン アルパーク店
広島県広島市

カメレオンクラブ萩店
山口県萩市

11月9日（土）
プラモサロンきら
茨城県ひたちなか市

 ドリム
東京都調布市

尾崎模型店
静岡県浜松市

おもちゃの国 にしおか府中店
広島県府中市

カメレオンクラブ蔵王店
広島県福山市

11月10日（日）
RCガレージ K
北海道亀田郡

 サンホビー アンクル
岩手県遠野市

ジョイプラザ下妻店
茨城県下妻市

ホビーフィールドKUH
茨城県桜川市

ブックオフ高萩店/HOBBY FESTA
茨城県高萩市

 おもちゃのおかざき
茨城県常陸大宮市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

ファーベル佐野店
栃木県佐野市

おもちゃのマンネンヤ
栃木県那須塩原市

プラモデルショップ シャトル
埼玉県越谷市

るーく
埼玉県東松山市

なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

お宝あっとマーケット おゆみ野店
千葉県千葉市

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

RC・HIROBA らじこんひろば
千葉県長生郡

Shuminova
東京都新宿区

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

たからばこ
神奈川県川崎市

G-MAX
石川県白山市

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

キッズランド大須店
愛知県名古屋市

ポストホビーすまいるキング
豊田吉原店
愛知県豊田市

おもちゃの水光園
愛知県一宮市

大光模型
岐阜県岐阜市

 クレスト 宝島 
各務原バイパス店
岐阜県各務原市

ネクスト・ワン名張本店
/HOBBY FESTA
三重県名張市

守山玩具
滋賀県守山市

ホビーショップ バンビーノ
京都府京都市

ホームズ
京都府京都市

トイ・ホビーハウス ロビンフット
大阪府豊中市

ストランド垂水店
兵庫県神戸市

株式会社 開放倉庫 鳥取店
鳥取県鳥取市

メディオ!西市店
/HOBBY FESTA
岡山県岡山市

ユメコロ
広島県呉市

コオノおもちゃ屋さん
山口県岩国市

マンガ倉庫宇部店
山口県宇部市

TSUTAYA安芸店
/HOBBY FESTA
高知県安芸市

富士教材
愛媛県松山市

メディアステーションガオ本庄店
/HOBBY FESTA
佐賀県佐賀市

ホビーショップ シオザキ
熊本県山鹿市

毎日開催

ホビーガレージ
埼玉県久喜市

よん   く　　　　　　　　　　しず おか たい  かい　　 　　　　  よん   く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ  てい せん　　  かい さい

※ミニ四駆GP2013静岡大会・ミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦も開催!

にち　　　　　    よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ ていせん　　　　　  どう  じ   かい さい　　　   にち　　　　　　 よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう  じ   かい さい

※16日はミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦2013同時開催、17日はミニ四駆ワールドチャレンジ2013同時開催。

11月16・17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

タミヤのホビーがたっぷり楽しめるお祭りだ!

TAMIYA FAIR 2013

 たの　　　　　　　　　　　　 まつ　

入場

無料!!

にゅう じょう　 

 む  りょう

全国のミニ四駆ステーションでのレースを勝ち抜いたレーサーのNo.1を決定する“ミニ
四駆ステーション・チャンピオン決定戦”の出場権をかけたオータムトライアルも残りわ

ずか。下の“ミニ四駆ステーション”にキミも集合しよう!

 ぜん  こく　　　　　　　 よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　　   ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けっ  てい

よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けっ   てい  せん　　　　しゅつじょうけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  のこ

　　　　　　した　　　　　　　　  よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅう ごう

参加無料!!当日参加
OK!

 さん   か　 む  りょう
     とう じつさん    か

●価格はすべてメーカー希望小売価格です

●イベントの模様は静止画、動画などで撮影され、印刷物やホームページなど、タミヤが関係する各メディアで公開されることがあります。ご了承の上、ご参加ください

注意をはらいますが、事故・盗難・怪我などの損害が生じた場合の責任は負いかねます。

発行  株式会社

最新情報はミニ四駆ホームページへ!

静岡県浜松市

おもちゃの国 にしおか府中店
広島県府中市

カメレオンクラブ蔵王店
広島県福山市

TATAT M

自由に動くアームクローラーで驚きの走破性を実現。

障害物コースで遊んでみよう。

リアルなマシンに
 しあげよう。

障害物を楽々乗り越えるアームクローラーの工作セットは、

はめ込みやネジ止め、少ない配線で作れる組み立てキット。

本体から前に伸びた2本のアームクローラーが斜面に合わせて

自由に角度を変え、高い段差も乗り越えるパワフルマシンだ。

カンタンなのに走行性能は本格派。その走りをぜひ体験しよう!

Item:70211・1,995円
えん  

たの　　　  こうさく こうひょうはつ ばいちゅう

好評発売中

アームクローラー工作セット

アームクローラーの動き 段差をのりこえる動き

《本を重ねて》

《メッシュパネル》

《ミニ四駆の箱》《砂利道や岩場》

ギヤボックス

アームクローラー

クローラー

車体下面の構造

リヤステー

単3形電池
ボックス

アームクローラー

クローラー

リヤステー

車体左右にあるアームクロ

ーラーがそれぞれ路面に

合わせて上下に動いたり、

回転しながら走行します。

高さ45ミリ程度までの

段差を走破可能。

リヤステーは急な段差での

車体の転倒を防止します。

楽しい工作シリーズNo.211

※ギヤ比は203.7:1

アームが回る独特の動きでどんな障害物でも乗り越えるアームクローラー。

コースを作って走破性を実験するのもオモシロい。家でも外でも試してみよう!

ワイルドミニ四駆のボディや、

実際に活やくするクローラーロ

ボットなどを参考にして、自分

だけのマシンを作ってみよう!

ワイルドミニ四駆「マンモスダンプ」のボ

ディをキャッチマウントを使って、クロー

ラーに装着。荷物を積んでも凸凹道でラ

クラク運搬できるのだ。

消防車が入れない悪路でも走破して放水

できる機動性抜群のレスキューロボットだ。

マンモスダンプ
クローラー

無人走行

 放水車

ボディキャッチマウント

  ※ジョリージョーカープレミアム、
   サニーシャトルプレミアム
    のパーツを流用

スペーサーで

高さを調整
（ Item:15232）

放水ノズルをストローで作成
スチレンボード3mm
（ Item:70138）

ボディは

色画用紙で作成

スチレンボード
3mm

タミヤの工作ホームページでは、アーム

クローラーの走行動画を公開中だ! 
お父さんお母さんと一緒に見てみよう!

こう　  さく

ほん

じゃ   り   みち　　 いわ  ばじゃ   り   みち　　 いわ  ば よん く　　   はこ

かさ

たか　　　　 ちょうせい

ほう すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さく  せい

りゅうよう

いろ　が    よう   し             さく  せい

しょう ぼう  しゃ　　　はい　　　　　　　　あく    ろ　　　　　　そう    は　　　　　　ほう すい　　

　　　　　　　　き　どう   せい  ばつ  ぐん

段　差

（単3形電池は別売）

障害物を楽々乗り越えるアームクローラーの工作セットは、

障害物をグングン乗り越える
「アームクローラー」

しょう         がい          ぶつ の　　　　　　　   こ

じ      ゆう　　　　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　おどろ　　　　　　   そう       は       せい                じつ     げん

しょう　がい     ぶつ　　　　　　　　　　　　 あそ

うご うごだん　　さ

　　　　　　　　こう さく

　　　　　　　　　　　　   そう こう どう   が　　　こう かいちゅう

　　 とう　　　　　　  かあ　　　　　　 いっ しょ　　   み　　　　

　

　　　　　　　　  まわ　　  どく とく　　  うご　　　　　　　　　　   しょう がいぶつ　　　　　の　　　  こ

　　　　　　　　  つく　　　　  そう   は   せい　　 じっ  けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いえ　　　　  そと　　　     ため　

　　　　　　　　　　　　　　よん    く

じっ  さい　　  かつ

　　　　　　　　　　　　　  さん  こう　　　　　　　　　じ   ぶん

　　　　　　　　　　　　　　　つく

む　    じん       そう     こう

ほう      すい      しゃ

      　　　　　　　　　　　　     よん    く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか

　　　　　　　　そうちゃく　　  に      もつ　　　   つ　　　　　　　　   でこ   ぼこ　みち

　　　　　　　　うん  ぱん

　　　　　　　　　　　　　　   きゅう　　   だん    さ

 しゃ  たい　　　てん   とう　　　ぼう    し

 たか　　　　　　　　　　　　てい      ど

  だん    さ　　　　そう    は      か     のう

 しゃ   たい     さ    ゆう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ろ      めん

　あ　　　　　　　　　 じょう   げ　　　    うご

  かい  てん　　　　　　　　　　  そう  こう

たん　  けい でん   ち

ひ

たん　けいでん ち　　 べつうり

しゃ     たい　    か      めん　　　　    こう     ぞう

しょう がい  ぶつ　　　らく  らく　の　　　    こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう   さく

　　　　　　こ　　　　　　　　　　　ど　　　　　 すく　　　　　 はい  せん　　　つく　　　　　　く　　　   た

 ほん  たい　　　　   まえ　　　の　　　　　　　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゃ めん　　　あ

    じ    ゆう　　　かく    ど　　　   か　　　　　たか　　　だん   さ　　　　の　　　   こ

　　　　　　　　　　　　　　　　そう こう  せい  のう　　　ほん  かく   は　　　　　　　はし　　　　　　　　　  たい けん　　
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