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こうひょうはつばいちゅう

好評発売中

スピード感あふれる深紅の
フルカウルマシン
燃えるようなレッドカラーのボディと

カーボンパターンが力強さ満点!!その

独特なスタイルが目を引くフルカウル

ミニ四駆「ディオスパーダ」がプレミ

アムマシンとなって登場するぞ。高性

能ARシャーシの採用で、走りもさら

にグレードアップ! 注目の新マシンを

早速紹介しよう。

スポーツカーをイメージした左右フェ

ンダーを曲線でつなぐフロン

トカウル、3本スリットが入っ

たリヤフェンダーと一体になっ

て走りを強調するアーチ型リヤウイン

グなど、一度見たら忘れない個性的

なスタイルで人気の「ディオスパー

ダ」がプレミアムマシンに進化。ホワ

イト5本スポークホイール＆ブラック

ローハイトタイヤ、ボディフォルムを

引き締めるメタル調ステッカーなど、

勝利を見据えたプレミアム仕様マシ

ンでレースに旋風を巻き起こす。さぁ、

攻めの走りでコースを駆け抜けよう!

“ディオスパーダ”は大人気だった

ミニ四駆アニメ｢爆走兄弟レッ

ツ＆ゴー!!WGP ｣に登場する、

イタリア代表チーム｢ロッソス

トラーダ｣のリーダー｢カルロ」

が愛用するマシン。

ボディカラーは情

熱あふれるイタリ

アンレッド。熱い走

りとスタイルでコー

スを駆け抜けろ!!

走りに磨きをかけた

プレミアム仕様

情熱のイタリアンレッド

カラーで爆走しよう!Side View

Front View Rear View

《シャーシ下面》

空力性能を追求したARシャーシを採用。

強度の高いモノコックタイプで整備性や

拡張性など、ミニ四駆レースに必要な要

素をすべて兼ね備えている。アンダーパ

ネルやディフューザーはワンタッチで取

り外し可能。セッティング変更も簡単だ。

シャーシは  　　　　　　　　　を採用

©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

オリジナルカラーリングステッカーがついた

限定のボディセットが2種類登場だ。ミニ四駆

ステーションだけのデザインだから、レースで

も目立つこと間違いなしだ!

（右）：バンキッシュJr.ボディセット2015・388円
（左）：エアロ アバンテ ボディセット2015・388円
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13mmプラローラー（グレイ）

5本スポークホイール（ホワイト）フロントバンパー

フロントカウル

アーチ型リヤウイング ボディキャッチ

リヤフェンダー

26mmローハイトタイヤ（ブラック）

リヤローラーステー

キャノピー
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フルカウルミニ四駆第1弾マシン、星馬豪が使用する「マグナムセイ

バー」プレミアムマシン。拡張性の高いスーパーIIシャーシを採用。

星馬豪の兄、星馬烈の「ソニックセイバー」も進化。豪のマシンと

は異なる赤×白×緑のカラーリングが特ちょう的だ。

炎のグラフィックやリヤウイングのカーボンパターンなど凄みの

あるボディに赤いスーパーIIシャーシをセット。鷹羽リョウのマシン。

豪の「マグナム」の名を引き継ぐフルカウル最新マシンは、究極を

現す「Z」の名をつけた1台。2つのボディスタイルが楽しめる。

星馬豪の2代目マシン。剛性と拡張性の高いカーボンファイバー配合

ナイロン樹脂製シャーシと強化ホイールで走行性能をさらにアップ。

星馬烈の2代目マシン。カーボンファイバー配合ナイロン樹脂製シ

ャーシ、強化ホイールを採用し、走りをいっそう進化させた1台だ。

サソリをイメージしたフロントカウルは取り外し可能。スーパーII
シャーシはレッドカラーのEXサイドステーとスタビヘッドが付属。

ドイツチームの「ミハエル」が愛用するマシン。存在感あふれる

ガンメタルボディに輝くゴールドのラインと唐草模様が迫力満点。

前に向かって鋭く伸びるスティンガーカウル、サイドダクト、リヤの

ジェットエアロダクトなど他にはない個性的なスタイルが魅力だ。

星馬豪の3代目マシン。前後カウルを小型化し大型リヤウイングを装

備。レースで人気のARシャーシを採用し、さらなる速さを追求した。

独特な左右のフロントカウル、3段小型フラップつきの大型リヤウイング

が目を引く星馬烈の3代目マシン。シャーシは強度の高いARを採用。

ボリューム感あふれるフロントフェンダー、前輪を回り込むバンパー、

3段式リヤウイングに、クモの巣をイメージしたカラーが特ちょう的。

フルカウルミニ四駆
今から20年前の1994年に「コロコロコミック」で連載が始まった大人気ミニ四駆マンガ「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」。ミニ四駆好きの兄弟、

星馬豪と星馬烈が登場し様々なストーリーが繰り広げられた。現在、当時のマンガに登場した様々な人気マシンがさらに性能アップして、

レースでも活やくできるプレミアム仕様になってラインナップされているぞ。時を超えたマシンでレースできるのもミニ四駆の楽しさだ。
©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

マグナムセイバー
プレミアム

ビクトリーマグナム
プレミアム

レイスティンガー
プレミアム

ソニックセイバー
プレミアム

トライダガーX
プレミアム

 Z ウイング
マグナム

ビークスパイダー
プレミアム

サイクロンマグナム
プレミアム

ハリケーンソニック
プレミアム

バンガードソニック
プレミアム

シャイニングスコーピオン
プレミアム

ベルクカイザー
プレミアム
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スーパーIIシャーシ

1,080円
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スーパーIIシャーシ
1,080円

えん  

スーパーIIシャーシ
1,080円

えん  

カーボンスーパーIIシャーシ
1,188円

えん  

カーボンスーパーIIシャーシ
1,080円

えん  

スーパーIIシャーシ
972円

えん  
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スーパーIIシャーシ

スーパーIIシャーシ
1,080円
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スーパーIIシャーシ

ARシャーシ

ARシャーシ
1,080円

えん  

ARシャーシ

コロコロアニキ
大好評発売中!!
Zウイングマグナムは「コロコロアニキ」の

「爆走兄弟レッツ&ゴー!!リターンレーサー

ズ!!」の物語で活やくするマシン。全国の書

店にて大好評発売中だ。税込620円。

星馬豪

星馬烈

プレミアムセレクション
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