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2016年も残りあとわずか。今年末もたくさんのミニ四駆・新製品が登場するぞ。そこで今回はクリスマスプレゼントやお正月に
おすすめのミニ四駆アイテムを大特集だ。お気に入りのマシンをお店でゲットして、冬休みはミニ四駆で思う存分楽しもう!!

ミニ四駆おススメセレクション
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ドライバー搭乗のGTマシンで
クリスマスも爆走しよう!

《1,200円・12月24日［土］発売》

くまモンバージョン GTくまモンバージョン GT

クリスマス編

しろくまっこGT

 
人気のくまモンやパンダ、しろくま

がドライバーのGTマシン・ミニ四
駆。クリアボディを採用し、運転

する姿が外からも眺められる。

ドライバー人形

は組立・塗装

ずみで、すぐに

マシンに搭載可能。特別企画

アイテムだから、すぐにゲットしよう!

ヨーロッパのGTカーをイメージしたライトスモーク
のジルボルフのボディに専用メタリック調ステッカ

ーをセット。MAシャーシにトルクチューン2
モーターPROを標準装備した特別マシンだ。

シャープなフォルムが特ちょうのクリヤー

ブルーのライキリに鮮やかな5本スポー
クホイールとブルーのローハイトタイヤを

セット。トルクチュー

ン2モーターPRO
を標準装備。

2レーンミニ四駆コースにすぐに遊べるしろくまっこと
パンダの完成車をセット。コースはライトブルーとベー

ジュのかわいいカラー

リングだ。

パンダGTパンダGT

ビッグ・バン・ゴースト
プレミアム

クリヤーグリーンのアストラル

スター（MAシャーシ）に蛍光グリー
ンの3本スポークホイール、イエローの小径ハードタイ
ヤを装着。トルクチューン2モーターPROを標準装備。

ミニ四駆マンガ

『風のレーサー侠 外
伝』のマシンが登場!
シャーシはスーパーII。

ミニ四駆オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ
   ○ミニ四駆しろくまっこ&ミニ四駆パンダ 完成車付《10,600円・11月29日［土］発売》

  

すぐにレースが

楽しめる完成車2台付き
本格派サーキット!

くみあわせた

コースの大きさ

216cm×120cm
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コロコロアニキは

全国書店にて第7
号が大好評発売中

だ。ミニ四駆・新マ

シン活やくや情報

記事をチェック!

コロコロアニキ第7号が
好評発売中!

Item：95302 

Item：95304 

《1,200円・12月17日［土］発売》Item：95303 

Item：95313

 （スーパーIIシャーシ）

ミニ四駆 

ミニ四駆 
《1,200円・12月17日［土］発売》

Item：95282

《1,000円・12月10日［土］発売》
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富士通乾電池提供 ミニ四駆 ジャパンカップ 2016より▲

TAMIYA

［タミヤジュニアニュース］2016年12月号
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タミヤ公認競技会サーキット大紹介!（2016年）
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＞2016年1月～3月

＞2016年10月～12月 ＞2016年11月

＞2016年11月

＞2016年2月～5月 ＞2016年6月～10月

たくさんのミニ四駆レーサーが全国各地で熱い戦いを繰り広げた2016年の主な公式サーキットをここでは紹介しよう。キミはどのコースを攻略できたかな? 来年2017年はいったいはどんな新たなサーキットが登場するのか？ 楽しみに待とう!!

2016年版タミヤ公認競技会サーキット大紹介!!

ミニ四駆グランプリ2016 ニューイヤー
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2016年の走り初めのサーキット。スタート直後のロングストレートの後に、初日の出を
イメージしたドラゴンバックセクションの『サンライズバンプ』が待ちかまえる。さらに

『モンキーターン』、連続バンクと上下左右にマシンが揺さぶられるコースレイアウトだ。

左回りの『グライドバンク45°』を下ると『Fall in S』。そ
の後のレーンチェンジに『ライジングチェンジャー60』、
要注意の『Digi4 コーナー』が最終エリアに待ち構える。

●1/17 岡山大会（おもちゃ王国）
●1/24 東京大会（品川シーサイドフォレスト）

●10/30 熊本大会（グリーンランド）
●12/4 東京大会（品川シーサイドフォレスト）

●11/20 （ツインメッセ静岡）

●11/19（ツインメッセ静岡）

●2/14 広島大会（広島マリーナホップ）
●2/21 仙台大会（仙台サンフェスタ）

●4/3 大阪大会（京セラドーム大阪）
●4/17 岡山大会（おもちゃ王国）
●4/29 鈴鹿大会（鈴鹿サーキット）

●5/4 愛媛大会（テクスポート今治）
●5/29 東京大会2（品川シーサイドフォレスト）

●2/28 熊本大会（グリーンランド）
●3/13 北海道大会（真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）

●3/20 東京大会1（品川シーサイドフォレスト）

●9/25 東京大会3（品川シーサイドフォレスト）

●10/2 大阪大会2（京セラドーム大阪）
●10/9 岡山大会（おもちゃ王国）
●10/16 チャンピオン決定戦
　　　　東京大会EX（MEGAWEB）

●6/19 東京大会1（品川シーサイドフォレスト）

●6/26 熊本大会（グリーンランド）
●7/3 静岡大会（ツインメッセ静岡）
●7/10 大阪大会1（京セラドーム大阪）
●7/17 北海道大会（真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）

●8/7 愛媛大会（テクスポート今治）
●8/14 仙台大会（仙台サンフェスタ）
●8/21 福井大会（福井県産業会館）
●8/28 東京大会2（品川シーサイドフォレスト）

●9/4 掛川大会（ヤマハリゾート・つま恋）

マシンの加速力がためされる、スタート直後の『クイックターン』は急カーブとバンクの

組み合わせ。その後の立体的な『スプリングポップ』から、20度のバーニングチェンジャ
ー、最後に待ち構える連続S字コーナーの『S from S』と続く、ハイスピードサーキット。 『アイガースロープEvo.』と2段階に角度が変化する『アイガ

ーステップ』を組み合わせた『ジ・アルプス』、『バーティカル

チェンジャー』等、J-CUPにふさわしい難関サーキットだ。

世界中のレーサーが世界一の称号をかけて参加したワールドチャレンジは、2016年に登場し
たサーキットを基に作られた難関サーキット。下りの『アイガーステップ』から、『バーティカ

ルチェンジャー』が攻略のポイント。高度なセッティングが必要な世界レベルのサーキットだ。

全国のミニ四駆ステーションレースの頂点

を決めるサーキットは3レーンタイプ。スタ
ート直後のロングストレート後に、立体的

なスロープセクションや、連続バンクが待

ち構え、上下左右にマシンが走行するぞ。

★2016 ライジングサーキット

ミニ四駆グランプリ2016 オータム

★ステップバーニングサーキット2016 
ミニ四駆 ワールドチャレンジ 2016

★Step Burning Circuit Worlds 2016 

ミニ四駆ステーション チャンピオン決定戦

★ミニ四駆ステーション チャンピオン決定戦2016 サーキット 

ミニ四駆グランプリ2016 スプリング

★ステップサーキット2016 
富士通 乾電池提供 ミニ四駆ジャパンカップ2016 

★ウルトラバーニングサーキット2016 

2017年の初走り!ミニ四駆グランプリ2017 ニューイヤー開催!! ●1/15 岡山大会（おもちゃ王国）●1/22 掛川大会（東遠カルチャーパークさんりーな）●1/29 東京大会（品川シーサイドフォレスト）●2/12 愛媛大会（テクスポート今治）●2/19 仙台大会（仙台サンフェスタ）

モンキー
ターン

1 8 0度超の左コー
ナー後に右にターン、

その後連続バンクに

突入する難関エリア。

Digi4
コーナー

マシンが左右に揺

さぶられ、スピー

ドが奪われる4連
続デジタルコー

ナー。じょうぶなマ

シンが必要だ。

アイガー
ステップ

J-CUPとは異な
り、チェンジャー

手前に配置され、

難易度もアップ。

スピードを保つ事

が必要となる。

スプリング
ポップ

30°バンクの後に
高低差のあるこの

セクションに突入、

安定性が必須だ。

バーティカル
チェンジャー

高さ約170センチ、
垂直のチェンジャー。

スピードとパワー

が必要となる。

 3レーンサーキット
市販3レーンサーキッ

トに加え、特注品のドラゴンバックセクションなど

が配置されたスペシャルコース。5レーンとは異な
り右へ左へ切り返すテクニカルなレイアウトだ。
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