
実車感あふれる
GTスタイル。

［ Item No：18645］

900円（税別）
えん　   

こうひょうはつばいちゅう  

好評発売中ミニ四駆PROシリーズ  No.45
よん   く

ジルボルフは、ドイツ語で銀を意味す

る「 S I L B E R」と狼を意味する

「WOLF」を組み合わせた名前だ。

そのイメージどおり、ボディのデザイ

ンは大地を走るオオカミのように洗

練されたカタチに仕上がっているぞ。

ボンネットの上に配置された銀狼のマ

ーキングもとても個性的。メタル調ス

テッカーで鋭く光るのもポイントだ。

GTカーの“GT”とは英語のグランド

ツーリングの略で、市販スポーツカー

を元にチューンナップを施したレース

専用の実車の事。まさにジルボルフも

レースのために生まれたミニ四駆。

ぜひ、キミの手でチューンナップして

走らせて欲しいマシンだ。

洗練されたフォルム。

それがジルボルフ。

レース仕様のグランドツーリングミニ四駆。

SIDE VIEW

13mm
プラローラー
（ライトグレイ）

ローハイトホイール（フィン）フロントバンパー 26mmローハイトスリックタイヤ（ブラック） リヤスキッドバー

大型リヤウイング

エア
アウトレット

キャノピー

リヤローラー
ステー

MAシャーシ

ヨーロッパのGTカーをイメージした

ロングノーズとショートデッキのボデ

ィが特ちょうのミ

ニ四駆「ジルボル

フ」が登場だ。ボ

ンネットのエアアウトレット

や大型リヤウイングなど、実車感

たっぷりのフォルムに注目してみよう。

じっ　　   しゃ　　   かん

ジーティー

せん   れん

  し    よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん    く　　　  

直径19mmの人気のオールアルミ製ローラ

ーに、J-CUPの文字をプリントした特別仕様。

カーボン繊維配合の強度の高いホイールに、

路面の凸凹で跳ねにくい大径タイヤをセット。

部品の取り付け箇所の補強などに使えるマル

チテープのブラック。幅10mm、長さ15m。

現在、大好評開催中の“ミニ四駆ジャパンカップ

2016”を記念したローラーやタイヤ＆ホイールが

好評発売中!さらにブラックカラーのマルチテープ

は、今回紹介した“ジルボルフ”のような、ブラック

ボディマシンにピッタリなアイテム。要チェックだ!!

ダブルシャフトモーターを車体中央に搭載

したMAシャーシを採用。ローラーやギヤ

カバー、スキッドバーなどはライトグレイ

の低摩擦樹脂製で走行性能もバッチリだ。

J-CUPアイテムや
マルチテープが登場。

HG 19mmオールアルミベアリングローラーセット J-CUP2016 大径ハードローハイトタイヤ&カーボン強化ホイール J-CUP2016 ミニ四駆マルチテープ（10mm幅 ブラック）

  ジャパンカップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    とう  じょう

ミニ四駆限定 ミニ四駆限定 ミニ四駆特別企画

Item No：
95095

Item No：
95094

Item No：
95271

820円（税別）
えん

360円（税別）
えん

360円（税別）
えん
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193vol.

～ミニ四駆PROシリーズ・ジルボルフ～

実車感あふれるGTスタイル。
じっ　　しゃ　　かん ジーティー

よん    く　　 プ ロ

実車スタイルのマシンを大紹介!
  じっ       しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい      しょう     かい



ホビーショップカワウチ
千葉県印西市

ホビーゾーン 四條畷
大阪府四條畷市

9月18日（日）
ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

ラジコンサーキット ラボ
福島県福島市

るーく
埼玉県東松山

ホビーショップタムタム千葉店
千葉県千葉市

フルコンプ吉祥寺店
東京都武蔵野市

ホビーゾーン日の出店
東京都西多摩郡

ミニ四駆処きんぎょ
神奈川県横浜市

ジョーシン 富山南店
富山県富山市

パッシングポイント
長野県安曇野市

トヨカワホビー
愛知県豊川市

ホビーショップ ハピネス
愛知県豊川市

ハッピーランド はだ
愛知県安城市

夢遊
愛知県瀬戸市

スーパーラジコン大阪日本橋店
大阪府大阪市

シグナル
岡山県倉敷市

モデルショップ ヨシオカ
高知県高知市   
到津模型
福岡県北九州市

おもちゃのBANBAN 佐々店
長崎県北松浦郡

9月19日（月・祝）
ジョーシン 京都1ばん館スーパーキッズランド
京都府京都市

9月22日（木・祝）
ホビーショップ・パワーナイン
岩手県一関市

リンクスフジヤ
愛媛県四国中央市

ホビーショップ飛鷹
福岡県北九州市

9月10日（土）
ゲームファンタジア 美浜
千葉県千葉市

万代書店 長野店
長野県長野市

ホビーゾーン茨木店
大阪府茨木市

9月11日（日）
OHM ツインサーキット
北海道札幌市

北花園
北海道函館市

おもちゃの平野
北海道札幌市

 サンホビー アンクル
岩手県遠野市

シーガル西多賀店
宮城県仙台市

宝島 酒田店
山形県酒田市

ドルフィン模型
埼玉県熊谷市

ジョーシン鴻巣店
埼玉県鴻巣市

ハチピー模型店
千葉県松戸市

ハイドアウェイ ガレージ
東京都杉並区

フジヤ
東京都板橋区

えのもとサーキット
東京都八王子市

ホビーゾーン東久留米店
東京都東久留米市

ブックスオオトリ川崎小田栄店
神奈川県川崎市

 松本電子部品 飯田
長野県飯田市

エム・ライズ富士河口湖店
山梨県南都留郡

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

浜松鑑定団
静岡県浜松市

万代書店 鈴鹿店
三重県鈴鹿市

RCアドバイザー チャンプ
大阪府大阪市

ホビー＆RC TOP GEAR
大阪府貝塚市

サイクルHIT
鳥取県米子市

V－REX21 上乃木店
島根県松江市

オズトレーディング
岡山県倉敷市

ホビーショップ 井上
愛媛県八幡浜市

モデラーズ松永 白山店
佐賀県佐賀市

宇宙模型
長崎県西彼杵郡

オサダ上五島店
長崎県南松浦郡

ONE'S HOBBY
熊本県山鹿市

9月16日（金）
ロボネット四日市営業所
三重県四日市市

9月17日（土）
ブックオフ高萩店
茨城県高萩市

9月3日（土）
キッズウォーカー水沢店
岩手県奥州市

万代書店 熊谷店
埼玉県熊谷市

ホビーゾーン八尾店
大阪府八尾市

ホビーゾーン久御山店
京都府久世郡

9月4日（日）
アメリカンパラダイス北上店
岩手県北上市

東京レジャーランド パレットタウン店
東京都江東区

Robotma.com
東京都板橋区

ゲームステーション 本厚木店
神奈川県厚木

はぴすまサーキット倶楽部
神奈川県横須賀市

ポストホビー厚木店
神奈川県厚木市

ジョーシン福井本店キッズランド
福井県福井市

ぽんばしサーキット
大阪府大阪市

ホビーショップタム・タム 
サンシャインワーフ神戸店
兵庫県神戸市

ベニヤ模型
島根県松江市

 毛利商店
香川県観音寺市

おもちゃのぶんぶく
東京都豊島区

オーバーシー Plamo
愛媛県松山市

9月24日（土）
プラセン
山形県鶴岡市 
ブックスオオトリ 昭島店
東京都昭島市

9月25日（日）
コムカイ模型
青森県上北郡

テクニカルステージ フォルム
山形県酒田市

オジャガデザイン立川店
東京都立川市

ホットボックス
新潟県新発田市

イーバ蒲郡
愛知県蒲郡市

文具・模型 おおはし
三重県鈴鹿市

ホビーショップTamTam
四日市店
三重県四日市市

守山玩具
滋賀県守山市

よしおか玩具店
大阪府八尾市

北野田サーキット
大阪府堺市

ホビーゾーン伊丹昆陽店
兵庫県伊丹市

ジョーシン竜野イオン店 キッズランド
兵庫県たつの市

おおはら模型
鳥取県米子市

マンガ倉庫山口店
山口県山口市

プレイパークゴールドタワー
香川県綾歌郡

富士教材有限会社
愛媛県松山市

MT Factory
福岡県築上郡

アカシ模型店?
大分県日田市

8月6日（土）～9月17日（土）
ベイサイトサーキット 小春
神奈川県横浜市

8月6日（土）～9月21日（水）
センキ尾西店
愛知県一宮市
  
毎日開催
HOBBY GARAGE
埼玉県加須市

毎日開催
バンビ生駒店
奈良県生駒市

ミニ四駆ステーションの頂点を目指せ!
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“ミニ四駆ステー

ションチャレンジがいよいよスタート! さぁ、キミもミニ四駆ステーションに集合だ!

オープンクラスとジュニアクラスの

2クラスを開催!!
●オープンクラス＞高校生以上

●ジュニアクラス＞小学4年生から中学3年生以下
2016

ROUND2

6月～
ROUND1

チャンピオン

決定戦

ミニ四駆ステーション

11月予定

10月～
ROUND3

8/6（土）～9/25（日）
ROUND2

 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　　　　　　　　　　　　　　　　    よん  く　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうごう

かい  さい

 こう   こう  せい   い   じょう

   しょう がく        ねん せい　　　　  ちゅうがく　    ねんせい   い      か

けっていせん

よんく

がつよてい

スパークルージュ

トライゲイル

ブラストアロー アストラルスター ライキリ

フェスタジョーヌ ヒートエッジ 

アビリスタ実車スタイルの
マシンを大紹介!
オモテ面で紹介した“ジルボルフ”以外にも、実車を

イメージして作られたミニ四駆が数多くラインナッ

プされている。個性的なデザインを生かしたオリジ

ナルマシンをつくるのも楽しいぞ。ぜひ試してみよう!

2シーターのミドシップスポーツカーをイメージさせる、
ウェッジシェイプボディ。ノーズを低く抑え、フロントフェン

ダーがグッと盛り上がったフォルムは力強さいっぱいだ。

ロングノーズ･ショートデッキの伝統的なスーパースポーツ

カーのスタイル。グラマラスな曲面で構成された、速さを

感じさせるデザインだ。切れ長のヘッドライトもポイント。

最新のスーパーカーをイメージした、エッジの効いたロー＆

ワイドフォルム。名前の“ジョーヌ”はフランス語で黄色の

事。スピード感あふれる鮮やかなイエローカラーボディだ。

スーパーカーをイメージしたマシンフォルムは、3を表す
「TRI（トライ）」の名前のように左右のフェンダーの先端
とノーズをあわせた、3つのとがった形状が特ちょうだ。

プロトタイプレーシングカーをモチーフにしたボディは、フ

ロントフェンダー先端両サイドのカナードと、コクピットか

らリヤにかけての大きなシャークフィンが特ちょうだ。

カーデザイナーとして活やくする根津孝太さんがデザイン

したミニ四駆。実車感あふれるクローズドボディ。ワイドに

張り出した前後のフェンダーが迫力たっぷりのマシンだ。

ルマン24時間レースなどを走る、プロトタイプレーシング
カーをイメージ。実車ムードを高めるローハイトタイヤ&フ
ィンタイプのホワイトホイールが足元を引き締めているのだ。

根津孝太さんがデザインしたミニ四駆の第2弾。流れるよ
うな刀の動きをイメージしたシャープなボディ。伝説の日本

刀・ライキリ（雷切）から名前がつけられた。

  じっ        しゃ

  だい      しょう     かい

ホビーがたっぷり楽しめる!全国の模型メーカーが一同に集合だ!

ITEM:18642
 900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ITEM:18639
900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ITEM:18636
900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ITEM:18637
 900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ITEM:18638
 900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ITEM:18640
 1,000円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く

ITEM:18634
 1,000円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

ITEM:18635
 900円（税別）

えん   　  ぜい べつ

ミニ四駆PRO・MAシャーシ
よん  く
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www.tamiya.com/japan/mini4wd/最新情報はミニ四駆ホームページへ!

※詳細は各店舗に

　　お問い合わせください。

現在、熱い戦いが繰り広げられている

“ミニ四駆ジャパンカップ2016”は全

国の会場を巡回中だ!!レースの舞台は

全長205mの“ウルトラバーニングサ

ーキット2016”。10月のチャンピオン

決定戦まで、残りもあと少し。キミもこ

のビッグイベントを体験してみよう!

ヤマハリゾート・つま恋

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

京セラドーム大阪・9階スカイホール

おもちゃ王国

　　　　　　　　　　 東京・MEGAWEB

9月4日（日）  掛川大会
9月25日（日）東京大会3
10月2日（日）大阪大会2
10月9日（日）岡山大会
10月16日（日）チャンピオン決定戦
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ミニ四駆ジャパンカップ2016富士通乾電池提供

※オープンクラス（高校生以上）は事前申込制となります。
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　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　  よん     く　　　　かず  おお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ     せい   てき　　　　　　　　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　　     ため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あらわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 な   まえ　　　　　　　　　　さ    ゆう　　　　　　　　　　　　　　　　せん  たん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けい じょう　　  とく

　　　　　　　　　　 じ    かん　　　　　　　　　　　　　   はし

　　　　　　　　　　　　　　　　　じっ しゃ　　　　　　　　　たか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あし もと　　　ひ　　　 し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ　　　　　　　　　  ね      づ     こう   た

　　　　　　　　　よん    く　　  じっ しゃ かん

  は　　　  だ　　　　　ぜん   ご　　　　　　　　　　　　　　　   はくりょく

  ね　  づ　こう   た        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よん    く　　　だい　   だん 　   なが

　　　　かたな　   うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん  せつ　　　に   ほん  

とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な    まえ

さい  しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　な   まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　き   いろ

こと　　　　　　　　　　   かん　　　　　　　　　  あざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　せん  たん りょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とく　　　　　　

  げん  ざい　   あつ　　 たたか　　　　　く　　　ひろ

　　　　　　　よん   く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん

  こく　　  かいじょう　　じゅんかいちゅう　　　　　　　　　　　　  ぶ    たい

  ぜんちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ

  けっ  てい せん　　　　　　のこ　　　　　　　　   すこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たい けん


