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マシン性能をアップする「チューンナップ」や、見た目を美し

くする「ドレスアップ」は、ミニ四駆を楽しむための大きな

ポイント。今回は新発売のスタイリングメッシュを使って改造

したマシンを紹介だ!“小学館・コロコロアニキ”に掲載され

たこれらを参考に自分だけの1台を作ってみよう!

機能と見た目を兼ね備えたマシンを作ろう

前後タイヤがボディで覆れたフルカウルミニ四駆は

ボディ面積が大きいので重さも気になるポイントだ。

そこで、ボディ全体を穴あけ加工した後にメッシュを

装着。カラーリングもホイール色のグリーン、キャノ

ピーのブラックなどでカラフルに仕上げた1台だ。

ボディの穴あけ加工後に貼るマシンの軽量化や冷却効果

を引き出すためのパーツだ。ホワイトカラーなので、油性

ペンやスプレーで好みの色にカンタンに

仕上げられる。

前後に伸びる

個性的な大型キャノ

ピーを大胆に穴あけして

軽量化し、MAシャーシのセンタ

ーに位置するモーターの冷却も実現。

イエローを基調としたコロコロパーツセット

と同色のファートトライパーツセットを使って

カラーコーディネートもバッチリ決まっているぞ。

コロコロアニキ2号・付録のゴールドメッキボディを

使った改造マシン。ボディ裏面には穴開けの目印に

なる凹線があるので切り取りもしやすいぞ。メッシュ

はそのままで使用して、キラキラ輝くゴールドメッキ

×ホワイトの目立ち度満点のマシンが誕生だ。
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ミニ四駆スタイリングメッシュ（白）

メッシュ拡大画像

ミニ四駆特別企画  商品（※１）172円（ Item No:95229）

よん       く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しろ

※１特別企画商品とは? 普通の製品のようにいつも生産されるのでなく期間をくぎって生産
　　　　　されるアイテムだ。全国の模型店で販売されるので見つけたら早めにゲットしよう!!

改造マシン・大紹介!

●サイズ：100mm×100mm／2枚入り

ブラックに

塗装した

メッシュ

リヤワイド

スライドダンパー

（475円）

13mmオールアルミ
ベアリングローラー

（648円）

HG 19mmオールアルミ
ベアリングローラー

（820円）

コロコロアニキ

スペシャルパーツセット

J-CUP 2015

MAシャーシ 
ファーストトライ

パーツセット

（972円）

19mm
アルミベアリングローラー

（712円）

フルカウル

ミニ四駆

20周年記念パーツ

2段アルミ
ローラーセット

（13-12mm）
（972円）Item:15398

（ Item:19442）

ノーマル
マシン

（ Item:18641）

※金メッキボディは

　コロコロアニキ2号の付録だ。

ノーマル
マシン

グリーンに

塗装した

メッシュ

蛍光イエローに

塗装した

メッシュ

※コロコロアニキSHOPで好評発売中!
　http://shop.corocoro.tv/
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“ソニック”シリーズ 最新マシン誕生。
グレート ブラストソニック（ARシャーシ）

機能と見た目を兼ね備えたマシンを作ろう

グレート ブラストソニック

ハリケーンソニックバスターソニック

ソニックセイバーバンガードソニック

ロデオソニック

き     のう 　　      み　　　    め　　　    か　　　   そな　　　　　　　　　　　　　　      つく

かい　   ぞう　　　 　　　　　　　　　　だい     しょう    かい

ブリッツァーソニック

©こしたてつひろ
   小学館・ShoPro

改造マシン・大紹介!

 さい       しん　　　　　　　　　　　  たん    じょう



“ソニック”シリーズ 
最新マシン誕生。

新マシン「グレート ブラストソニック」は「爆走兄弟

レッツ＆ゴ－!!」の作者のこしたてつひろ先生が

デザインしたミニ四駆だ。そのこした先生が、現在、

好評発売中の「コロコロアニキ」のために特別に書

きおろしたマンガ「爆走兄弟レッツ＆ゴ－!!リターン

レーサーズ!!」では、この新マシンが登場し

大活やくするぞ! ミニ四駆の名車“ソニッ

ク”と一緒にチェックしてみよう! 

ホビー、バトル、ギャグが揃った小学

館「コロコロコミック」の兄貴分。そ

れが「コロコロアニキ」だ!グレート

ブラストソニックはリターンレーサー

ズ!!に登場するぞ。第3号が全国の

書店で大好評発売中。税込620円。

第4号も11月14日に発売予定。

コロコロアニキ

大好評発売中!!

©こしたてつひろ
   小学館・ShoPro

特別ふろくはダッシュ1号

皇帝（エンペラー）サンライズ

オレンジ クリヤーボディ!

これは見逃せないぞ!

豪華クリヤーボディ付き

※シャーシ、タイヤ、ホイールは付属しません。

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、ミニ四駆

第2次ブームをささえた大人気ミニ四駆マンガが「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」。

主人公・星馬烈の愛車の“ソニック”は、これまでに6台のマシンが登場し

進化してきた名車。その7代目となるのが“グレートブラストソニック”なのだ。

こした先生デザインのグレートブラストソニックはマンガのストーリーの

イメージと重ね合わせてその姿が作られた。そのアイデアをカタチに

するため、スケッチやクレイモデルで何回も検討が重ねら

れたからこそ、完成度の高いマシンに仕上がったのだ。

左右のフロントフェ

ンダーをつなぐウイ

ングや3段小型フラ

ップが付いた大型リ

ヤウイングを装備。

走行安定性を高め

た3代目ソニックだ。

シャープなスタイ

ルに複合型リヤウ

イングを装備した

5代目ソニック。エ

アダクトの採用で

モーター冷却効果

を高めた1台だ。

前後のカウルを小

型化、フロントサス

ペンションをリアル

に再現したスリムな

スタイルが特ちょう。

最高速重視の大径

タイヤを採用した。

前後のタイヤをカ

バーするフルカウ

ルミニ四駆の初代

ソニックマシン。小

径スリックタイヤに

蛍光イエローのホ

イールが特ちょうだ。

大型リヤウイングが

目をひく2代目ソニ

ック。フロントフェ

ンダーは半独立式

で取り外しもでき

る。コーナリング性

能の高いマシン。

ミニ四駆25周年を

記念して誕生。平

面を組み合わせた

大型リヤウイング、

曲面構成のボディ

に3分割のMSシャ

ーシを採用した。

爆走マシン“ソニック”の歴史をおさらいだ 多くの工程を経てマシンは誕生するのだ

ブリッツァーソニック

ハリケーンソニック バスターソニック

ソニックセイバー バンガードソニック

ロデオソニック
ミニ四駆PROシリーズ No.22エアロミニ四駆シリーズ No.14

フルカウルミニ四駆シリーズ No.2

フルカウルミニ四駆シリーズ No.15 フルカウルミニ四駆シリーズ No.23

フルカウルミニ四駆シリーズ No.7

©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

ミニ四駆好きの兄弟、

星馬豪（右）と星馬烈

（左）が主人公。

［ Item No：19402］ ［ Item No：19407］

［ Item No：19415］ ［ Item No：19423］

［ Item No：19614］ ［ Item No：18622］
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スーパー1シャーシ

スーパーTZシャーシ

VSシャーシ MSシャーシ

スーパーTZシャーシ

スーパー1シャーシ

《クレイモデル》 《設計データ》

《イメージスケッチ》
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スケッチを何回も重ねる事で、マシンの持つイメージや機能的な特ちょう、カラーリングを検討する。

スケッチの後に実物

大で形状を作りながら

カタチや作りやすさなど、

細かな所まで、チェックしていくぞ。

クレイモデルの形状が決まったら、

コンピューターで設計。さらに

細部まで確認しながら形

状を完成させるのだ。

大型リヤウイング

形状のイメージ

▲

小型リヤウイング形状＋

ライトのイメージ

▲

▲カラーリングの

イメージ

グレートブラストソニック

▲

クレイ（工業用ねんど）で

形状をチェック

（ Item：19446）
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