
MINI 4WD SERIES

グレードアップパーツシリーズ No.450

かい       ぞう         ご

はや

そう     ちゃく    れい

MAシャーシ改造の第一歩。
「　 ファーストトライパーツセット」

かい      ぞう　　　　　  だい　　いっ       ぽエム　   エー   

エー    アール   

六角穴ボールベアリング
ろっ   かく   あな

レースに勝つために欠かせないパーツを

セット。ARシャーシをはじめ、MSシャーシ、
MAシャーシ、VS、スーパーXXシャーシなど
のシャーシに使えるよ。（945円）

パワーとスピードのバラ

ンスがとれた万能型モ

ーター。色々なコー

スで使えるよ。

回転部分の抵抗が

少なく、モーターパ

ワーをムダなくタ

イヤに伝え、トップ

スピードがアップ。

ARシャーシ ファースト
トライパーツセット

アトミックチューン
モーターPRO（378円）
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マスダンパー
マシンが飛び跳ねたり、着地した時の上

下のバウンドを打ち消してマシンが安定。

加速力のアップにもつながるぞ。

ローラーをワイドに取り付けでき、コーナリングの

安定性をアップ。軽くてじょうぶなFRPプレートだ。
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MAシャーシ採用マシン
ブラストアロー

ミニ四駆をもっと速くしたいのに、どのパーツを付ければいいのかわからない!
そんな初心者レーサーは「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」を使ってみよう!
これをベースに改造すれば、マシンの基本性能アップがカンタンだ。
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ARシャーシ FRPリヤワイドステー

13mm低摩擦プラローラー
滑りやすい材質を使った、なめらかに回転するプラスチック製の

ローラー。コーナリングもスムーズだ。

スタビヘッド
コーナリング中にマシンが

傾いても、先端のポールが

コースフェンスに触れマシ

ンを支え、転倒を防ぐ。
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【改造後】
ファーストトライパーツセット装着例

しっかりと確実に装着すれば、改造前のマシンにくらべて性能がアップ。

フロントとリヤもガッチリじょうぶで、長持ちするのもポイントだ。

さらに速くしたいキミに
おススメのパーツ

9mm、11mm、13mm、19mmのローラーをワ

イドにセット可能。コーナリング時にハイスピード

で突入して強い力がかかっても、変形しにくい。
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ファーストトライパーツ
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ARシャーシ 
FRPフロントワイドステー
エフアールピー

エーアール

※ファーストトライパーツセットには

　含まれません。

パワーチャンプGT
ハイパワーでスタミナも十分。耐衝撃

性能にも優れ、レースでの使用にピッ

タリな単3形アルカリ乾電池。
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パワーの源“モーター”のグレードアップと、金属製ベアリン

グの装着で、さらにスピードアップさせることができるぞ。
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ンスがとれた万能型モ

ーター。色々なコー

回転部分の抵抗が

少なく、モーターパ

ワーをムダなくタ

イヤに伝え、トップ

スピードがアップ。

アトミックチューン
PRO（378円）
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※ピニオンギヤ付き
つ

ために欠かせないパーツを

MSシャーシ、
MAシャーシ、VS、スーパーXXシャーシなど

（945円）
えん

ゅう

中

MAシャーシ採用マシン
ブラストアロー

「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」「ARシャーシ ファーストトライパーツセット」を使ってみよう!
性能アップが性能アップが性能アップ カンタンだ。カンタンだ。カンタンだ。カンタンだ。がカンタンだ。が
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フロント
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リヤバンパー

フロントバンパー
印が今回改造する部分だ
しるし　    こん かいかい ぞう　                ぶ   ぶん   



リヤのダブルローラーは安定したコーナリング、フロ

ントアンダーガードはコースフェンスに乗り上げにくい

のでマシンの完走率をアップ。さらに、マスダンパーで

ジャンプ着地時に車体の姿勢を安定させます。
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改造のポイント
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リヤのダブルローラーは安定したコーナリング、フロ

ントアンダーガードはコースフェンスに乗り上げにくい

のでマシンの完走率をアップ。さらに、マスダンパーで

ジャンプ着地時に車体の姿勢を安定させます。
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FRPステーでフロント周りの強度をアップ。コーナー進入時

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

が可能。コースフェンスにのりあげた時もアンダーガードが

あればコースにもどりやすいので完走率もアップする。
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レースに参加したけれど、なかなか勝てないミニ四駆レーサーのため

に、ARシャーシファーストトライパーツセットをベースにした改造例を
紹介。勝利をつかむためのマシンセッティングの参考にしよう。

レースで勝利をつかむための
MAシャーシ改造マシンを作ろう

 しょう       り　　　　  　

 エム　   エー　　　　　　　　　　　　　　  かい      ぞう　　　　　　　　　　　　　　　  つく

強い力のかかるフロント

まわりをガッチリ強化1 きょう       か

つよ　                ちから

サイドガードにショートタイプのFRPプレートを取り付け。

分割式のマスダンパーが、ジャンプセクションでの着地安

定性をさらに高めるぞ。※車種によってはボディの加工が

必要です。

サイドガードも活用して

マスダンパーをセット2
かつ       よう

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、マシンスピード

の調整ができるスキットバーで、ジャンプやバンクセクショ

ンでのコースアウトを防ぐのだ。

ダブルローラーとリヤ

スキットバーで走りが安定3  はし　　　　　　　  あん      てい 
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17mmプラリング付
アルミベアリングローラー
（15449）［693円］

パワーチャンプGT（55113）［294円］

アトミックチューンモーターPRO
（15351）［378円］ 

ARシャーシ
FRPリヤワイドステー
※ARファーストトライパーツセットより

ARシャーシ
FRPフロントワイドステー
※ARファーストトライパーツセットより

ARシャーシ
サイドマスダンパーセット
（15459）［651円］

2mmアルミロックナット
（限定） 

  マスダンパースクエア
（8×8×32mm）
（15428）［420円］

2段アルミローラーセット
（13-12mm）（15398）［945円］

FRPマルチ補強プレート
（ショート）（15431）［273円］
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アンダーガード
（15405）［378円］
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ビスセットA
（15232）［147円］
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フロント
アンダーガード アルミロックナット サイドマスダンパー ARシャーシFRPリヤワイドステーFRPマルチ補強プレート

FRPステー

エフアールピー
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