
これまでのミニ四駆とは一線を画した、シャープ

で繊細なスタイルの新マシン「シューティング

プラウドスター」がいよいよ登場。今回はこのマシ

ンが誕生したプロセスをじっくりと紹介するぞ。

まずは細部にまでこだわったマシンデザイン

を見てみよう。

がつ にちはつばい  

7月18日発売

［Item No：18641］　1,080円
えん　   

ミニ四駆PROシリーズ No.41
よん   く

  走り続ける“ダッシュ”伝説。

シューティングプラウドスターは、表

紙にある“ダッシュ3号・流星（シュー

ティングスター）”をモチーフに、再び

デザインされたミニ四駆だ。今から

26年前に誕生したマシンが、かつて

のイメージを残しながら現在のレーシ

ングマシンとして一新。その姿をじっ

くりと見てほしい。

５月に開催された静岡ホビーショーでマシンが
初公開。ミニ四駆ブースではその姿を見ようと
多くのレーサーが集合し、大盛況となった。

斜め後ろから見てみよう。
引き締まったボディ
スタイルがわかるはずだ。

名車の意志を引き継いだ新星マシン

こだわりのボディには、最新のMAシ

ャーシをセット。ミドシップレイアウト

で駆動効率の高い高性能な走りを約

束するぞ。さぁ、このマシンを持ってキ

ミもサーキットに行こう!

フロント
バンパー

13mmプラローラー
（ブルー）

キャノピー

エアインテーク

サイド
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ポンツーン

ボディキャッチ

ブレーキ
ランプ

大型リヤウイング

リヤローラー
ステー

リヤスキッドバー

マシン最大の特ちょうはキャノピー上部にせり出したインパクト十分のエアイ

ンテークだ。取り込まれた走行風はスムーズにリヤから排出され、整流効果

を発揮する。また、サイドエアインテークやロングキャノピーなど、すべての

形状は性能アップのために作られたもの。細かなこだわりが融合した

1台に仕上がっているぞ。

勝利を見据えた流線型のボディデザイン

最新MAシャーシの
採用で走りも万全

大径スリックタイヤ（ブラック） 大径ホイール（ホワイト）

コロコロアニキ連載中の人気マンガ「ハイパー

ダッシュ!四駆郎」は裏面でくわしく紹介!
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がつ にちはつばい  

7月18日発売
こうひょうはつばいちゅう

好評発売中

新マシン「シューティングプラウドスター」と、その

誕生のきっかけとなった「シューティングスター」。

深いつながりを持つ2台を見くらべても面白い。

そのカタチの背後には、長い

歴史を受け継いだ多くの想い

が込められているのだ。

時を超えて
新たな“流星”が誕生

7月5日 （日）

7月12日（日）

7月19日（日）

8月2日（日）

8月9日（日）

8月16日（日）

8月23日（日）

静岡大会

熊本大会

愛知大会

愛媛大会

北海道大会

仙台大会

東京大会2

ツインメッセ静岡・南館

グリーンランド・レインボードーム

愛・地球博記念公園・地球市民交流センター

今治漁業協同組合・特設会場

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

仙台サンフェスタ・1階イベントホール

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

（静岡市駿河区）

（熊本県荒尾市）

（愛知県長久手市）

（愛媛県今治市）

（札幌市南区）

（仙台市若林区）

（東京都品川区）

（福井県福井市）

（静岡県掛川市）

（岡山県玉野市）

（東京都江東区）

（大阪市西区）

（広島市西区）

福井大会

掛川大会

岡山大会

東京大会3

大阪大会2

広島大会

チャンピオン決定戦

福井県産業会館・2号館展示場

東遠カルチャーパーク総合体育館 さんりーな

おもちゃ王国

東京・ビッグサイト

京セラドーム大阪・9階スカイホール

広島マリーナホップ

都内会場

8月30日（日）

9月6日（日）

9月13日（日）

9月27日（日）

10月4日（日）

10月11日（日）

10月18日（日）
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ミニ四駆日本一を決定するビッグイベント「ジャパン

カップ」がスタート!どの会場も大きな盛り上がりを見

せているぞ。10月末まで日本全国の会場を巡るから、

右の日程をチェックしてキミも参加しよう!
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ミニ四駆ジャパンカップ2015 ふ　  じ     つう  かん  でん     ち      てい  きょう

富士通乾電池提供
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優勝に近づくチャンス到来!右上のミニ四駆ステーションで「シード代表決定戦」開催中!
戦いの舞台は
ハイパーダッシュサーキット2015

たた　　　  ぶ たい

約30年前に大人気となったミニ四駆マンガ「ダッシュ!

四駆郎」に登場したマシンが「シューティングスター」。

このマシンは、コロコロコミックのミニ四駆デザインコンテストで入選した作品が原案と

なっている。その入賞者が、新マシンのデザインをした漫画家の武井宏之先生なのだ!

ミニ四駆マンガ「ダッシュ!四駆郎」は続編の「ハイパー!ダッシュ!四駆郎」となって、コロコロアニキにて連載がスタート! 前作を引き継

いだ新たな物語がついに走り始めた。5人組のミニ四駆チーム「ダッシュ軍団」も登場し、今後の展開も楽しみだ。ぜひチェックしよう!

伝説の始まりはミニ四駆コミックから 現代のマシンとして新たにデザイン

『ハイパー!ダッシュ四駆郎』がコロコロアニキで連載中 

これまでにマンガやアニメ作品で多くのファンからの支持を

集めている武井先生自身が、少年時代に考えた「シューティ

ングスター」を再び現代に蘇らせ、あらたな想いを乗せて

走りだした。そのこだわりぬいたデザインに注目だ。

コロコロアニキ第3号は7月15日頃全国の書店
で発売。付録はエンペラーのオレンジクリヤボ
ディ。上の写真の第２号も現在発売中!!

シューティングプラウドスター（MAシャーシ） ダッシュ3号・流星（シューティングスター）（MSシャーシ）

《マシンスケッチ》 マシン発売を待つ皆さんに
メッセージをお願いします。

レーサーミニ四駆・シューティングスター

当時のイメージスケッチ

武井先生
自画像

日ノ丸 四駆郎 戸田 弾九郎 南 進駆郎 地味 頁二 皇 輪子

Item：18641 Item：18630

自分が描いたマシンが主役になれる
なんて、まさに夢のようです! 末永く愛
されるマシンとなるよう、ぜひ皆さん
の手で成長・進化させ
続けてください！

とき

あら たん     じょうシューティングスター

こ

《ダッシュ軍団（ウォーリアーズ）》

※付録はボディ
　のみです。
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下のミニ四駆ステーションで7月も開催中だ!!優勝者には「ミニ四駆・ジャパンカップ2015 
エリア代表決定戦」の1次予選レースが免除され、2次予選レースから参加できる“シード権”

が与えられるから、優勝がグッと近づくぞ! さぁ、キミもミニ四駆ステーションに行こう!
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お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

※大会の詳細は

　各店舗にお問い

　合わせください。
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ミニ四駆専門店
mini4サーキット博多店
福井岡県岡市

マンガ倉庫 鹿児島店
鹿児島県鹿児島市

7月8日（水）
こいのぼり
広島県広島市

7月11日（土）
万代書店 山梨本店
山梨県甲斐市

メディオ！姫路店
/HOBBY FESTA
兵庫県姫路市

7月12日（日）
北花園
北海道函館市

RCガレージ K
北海道亀田郡

アメリカンパラダイス浪館店
青森県青森市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

るーく
埼玉県東松山市

タミヤプラモデルファクトリー 
トレッサ横浜店
神奈川県横浜市

おもちゃのバンビ
高岡駅南店
富山県高岡市

ポストホビー
すまいるキング浜松葵店
静岡県浜松市

ホビーショップ ハピネス
愛知県豊川市

東海ラジコン
愛知県知多郡

夢遊
愛知県瀬戸市

ホビーゾーン丸亀店
香川県丸亀市

ホビーゾーン石井店
徳島県名西郡

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

7月20日（月・祝）
チャイルドハウス ドリーム
茨城県取手市

ヤマダ電機LABI上大岡店
神奈川県横浜市

お宝あっとマーケット 相模原店
神奈川県相模原市

7月25日（土）
おもちゃの平野
北海道札幌市

キッズウォーカー水沢店
岩手県奥州市

ホビーゾーン与野店
埼玉県さいたま市

みなと模型　金沢店
石川県金沢市

ホビーゾーン アルパーク店
広島県広島市

7月26日（日）
おばらホビー
北海道帯広市

サンホビー アンクル
岩手県遠野市

テクニカルステージ フォルム
山形県酒田市

お宝あっとマーケット
おゆみ野店
千葉県千葉市

エナジードリンクバー
＠ブルーキャット
神奈川県横浜市

レディオ ガガ
福井県丹生郡

7月4日（土）
ホビーショップ てづか
北海道旭川市

プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

フクシマヤ
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

7月5日（日）
アニメヒーローショップ
とらのあな
秋田県仙北市

おもちゃ屋本舗須賀川店
/HOBBY　FESTA
福島県須賀川市

お宝鑑定館 伊勢崎店
群馬県伊勢崎市

太陽模型
千葉県君津市

フジヤ
東京都板橋区

浜松鑑定団
静岡県浜松市

ジョーシン福井本店
福井県福井市

トイズタウン
愛知県名古屋市

トイズハウス・ミッキー島田店
愛知県名古屋市

ハローズ
和歌山県有田郡

田中屋模型店
兵庫県高砂市

ホビーショップ エース
鳥取県米子市

おもちゃ王国
岡山県玉野市

毛利商店
香川県観音寺市

宝島 各務原バイパス店
岐阜県各務原市

おもちゃのタグチ
岐阜県恵那市

万代書店　鈴鹿店
三重県鈴鹿市

スーパーラジコン大阪店
大阪府大阪市

ホビーショップ HB
広島県広島市

アドバンテージ
香川県三豊市

リンクスフジヤ
愛媛県四国中央市

7月18日（土）
メディオ！ラッパーズ
/HOBBY FESTA
東京都千代田区

キッズランド大須店
愛知県名古屋市

7月19日（日）
ラジコンサーキット ラボ
福島県福島市

ファーベル佐野店
栃木県佐野市

万代書店 伊勢崎店
群馬県伊勢崎市

ホビーゾーン春日部店
埼玉県春日部市

G-MAX
石川県白山市

ホビーショップ DAYZ
愛知県豊川市

ジョーシン 三宮1ばん館
スーパーキッズランド
兵庫県神戸市

ジョーシン 淡路店キッズランド
兵庫県南あわじ市

Yellow
広島県広島市

ロボネット四日市営業所
三重県四日市市

ネクスト・ワン名張本店
/HOBBY FESTA
三重県名張市

開放倉庫 米原店
滋賀県米原市

みどり文具店
大阪府和泉市

プレイワールド
兵庫県明石市

V-REX21 皆生店
鳥取県米子市

K's
広島県東広島市

プレイパークゴールドタワー
香川県綾歌郡

モデルショップ ヨシオカ
高知県高知市 
富士教材有限会社
愛媛県松山市

MT Factory
福岡県築上郡

毎日開催

バンビ生駒店
奈良県生駒市

随時開催

センキ尾西店
愛知県一宮市

7月1日（水）～26日（日）
ホビーガレージ
埼玉県久喜市

　　　　　よん    く　  に    ほん  いち　　　 けっ  てい

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　かい じょう　　 おお　　　　　   も　　　  あ　　　　　　　　   み　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 がつ  まつ　　　　　　 に     ほん  ぜん   こく　　　 かい じょう　　   めぐ

 みぎ　　   にっ てい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん    か

 しん　

  たん じょう

 ふか　　　　　　　　　　　　　　　   　も　　　　　  だい　　　    み　　　　　　　　　　　　　  おも   しろ　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　  はい     ご　　　　　　　　  なが

　　　　　　　　 　　　れき    し 　　　　う 　　　　 つ　　　　　     おお　　　　　  おも

　　　　　　　     　　　　　　 こ

でん   せつ　　　　 はじ　　　　　　　　　　　　　　　 よん     く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん     く　  ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れん    さい  ちゅう

げん    だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あら

やく　　　   ねん まえ　　　だい  にん     き　　　　　　　　　　　　　　  よん    く

よん    く    ろう　　　　   とう じょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よん   く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうせん　　　　　さくひん　　　 げんあん

　　　　　　　　　　　　　　　　   にゅうしょうしゃ　　　   しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まん   が      か　　　 たけ   い   ひろ  ゆき  せん せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくひん　        おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し     じ

 あつ　　　　　　　　　　たけ    い    せん  せい   じ   しん　　　　 しょう ねん   じ    だい　　  かんが

　　　　　　　　　　　　　　　   ふたた       　げん  だい　     よみがえ　　　　　　　　　　　　　　　   おも　　　　　    の　　　　　　

　はし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちゅうもく

　　　　   よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　　    よん   く    ろう　　　　  ぞく   へん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よん   く    ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   れん  さい　　　　　　　　　　　　　  ぜん  さく　　　ひ　　　   つ

　　　       あら　　　　　ものがたり　　　　　　 　　   はし　　 はじ　　　　　　　     にん  ぐみ　　　　　　    よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　　ウォーリアーズ            とう じょう　　　 こん    ご　　　 てん  かい　　  たの　　

   はつ  ばい　　　 ま　　　  みな

　　　　　　　　　　ねが

     じ    ぶん　　　 えが　　　　　　　　　　　　　　　しゅ  やく

　　　　　　　　　　　　　　　  ゆめ　　　　　　　　　　　　　  すえ なが　　 あい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みな

　　　  て　         せいちょう　   しん   か

   つづ

たけ  い  せんせい

  ひ    の　まる　よん   く    ろう   と     だ　  だん  く    ろう みなみ しん   く    ろう   じ     み　  こう   じ すめらぎ りん   こ

  じ    が  ぞう

　　　　　　　　　　　　　　だい　 ごう　          がつ　      にち ごろ ぜん こく　     しょ てん

         はつばい　　ふ   ろく

　　　　　うえ　    しゃ しん　    だい　    ごう　    げんざいはつばいちゅう

  とう  じ

 よん く
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