
シャープなフォルムの
個性派マシン

こうひょうはつばいちゅう  

好評発売中

［Item No：18649］

　1,000円（税別）

ミニ四駆PROシリーズ  No.49
よん   く

新マシン「キャノンDボール」は、今か

ら約27年前に登場したレーサーミニ

四駆「ダッシュ4号・弾丸（キャノンボ

ール）」（※詳しくは裏面で紹介）を

ベースにスタイルを一新。ノーズ中央

に位置する2灯ヘッドライトやリヤの

4本出しマフラーなどの特ちょう的な

デザインを引き継ぎながら、現在のマ

シンとして生まれ変わった1台だ。

独特な存在感の

超ダッシュマシン誕生
SIDE VIEW

13mmプラローラー（レッド）

キャノピー

ハイスピード走行をイメージさせる、

各部のエッジを立てたシャープなフ

ォルムが特ちょう的なボディは個性

あふれる鮮やかなグリーン。LED風

のフェンダーライトやカーボンパター

ン、マシン名のロゴなどはメタル調の

ステッカーで質感もたっぷり。

シャーシは人気のMAを

採用し、走りもバッチリだ！

コロコロアニキで連載

　　＆マンガ単行本も

　　    好評発売中だ!

コミックス2巻・通常版/583円（税別）

小学館「コロコロアニキ」に連載中の大

人気ミニ四駆マンガ「ハイパーダ

ッシュ!四駆郎」に登場する

地味頁二のマシンがいよいよ

キット化。“キャノンDボール”と

なって発売されたぞ。ハイパーダッシュ

軍団のマシンがまた1台、仲間に合流。

その魅力をじっくりと紹介しよう。

人気の
超ダッシ

ュ系

マシンも
要チェッ

ク!!
ライズエンペラー
（MAシャーシ）

えん

1,000円（税別）

Item:18643 Item:18641

シューティング
プラウドスター
（MAシャーシ）

えん

1,000円（税別）

ゴッド  バーニングサン
（MAシャーシ）

個性的な歴代のダッシュ系マシンを現代版としてリデザインした、ハイパーダッシュ

シリーズの新マシンのラインナップ。時代を超えて楽しめるのもミニ四駆の魅力なのだ。駆動効率を追求したMAシャーシを採用

キャノンDボールが登場

する「ハイパーダッシュ!
四駆郎」の単行本は、

全国書店で発売中だ。

チェックしよう!

Item:18644

こ          せい           は

しょう がく  かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  れん   さい  ちゅう　　   だい  

にん     き　　　　　　よん    く

　　　　　　 　　   よん      く     ろう　　　　      とう  じょう　　　          

   じ       み    ぺい    じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディー

　　　　　　　 はつ     ばい

ぐん    だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だい　　  なか    ま  　　　 ごう  りゅう

　　　　　　み   りょく　　　　　　　　　　　　　   しょうかい

  　　　　　　　　　　　　　　　 そう   こう

 かく    ぶ　　　　　　　　　　　　　　 た

　　　　　　　　　　  とく  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    こ     せい　　

　　　　　　　　　       あざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふう

 　　　　　　　　　　   めい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちょう

　　　　　  　　　　　　　　　　　しつ   かん

　　　　   　　　　　　　　　にん       き　　　    エム    エー　　　

　    さい   よう　　　   はし

　　　　   　  ディー　　　　　　とうじょう

　　　よん く   ろう　　　たんこうぼん

　　　ぜんこくしょてん      はつばいちゅう

　　　　　　　　　　　　　　　 れん    さい

　　　　　　　　　たん    こう     ぼん　

こう    ひょう    はつ     ばい   ちゅう

  しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ディー　　　　　　　　　　　　　  いま

　　   やく　　　　ねん  まえ 　　    とう  じょう

 よん     く　　　　　　　　　　　　　　ごう           だん  がん　　　　

　　　　　　　　　　　　　   くわ　　　　　　　　  うら   めん　　　しょう かい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いっ   しん　　　　　　　　　 ちゅう おう

　　　 い       ち　　　　　　　　とう

　　ほん    だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく　　　　　　　  てき

　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　つ　　　　　　　　　　　　　げん   ざい

　　　　　　　　　　　　う　　　　　　  か　　　　　　　　　  だい

どく   とく　　　  そん  ざい   かん

ハイパー　　　　　　　　　　　　　　　　　たん  じょう

ばく  そう   

えん　   ぜいべつ   

かん   つうじょうばん     えん ぜいべつ

じょうめん

   く     どう  こう  りつ　　　 つい きゅう　　　　　エム  エー　　　　　　　　　　　   さい  よう

にん        
 き　　

　　　
　 ハイパ

ー　　
　　　

　　　
　　　

　　　
　　 けい

　　　
　　　

　　　
　　　

　　　
　よう

   こ  せい てき　     れき だい　　　　　　　　　  けい　　　　　　　  げんだい ばん

　　　　　　　　　   しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じ   だい　　  こ　　　　  たの　　　　　　　　　　　　　　 よんく　　　みりょく

大径ホイール（ホワイト）

フロントバンパー

大径スリックタイヤ（ブラック） リヤスキッドバー

4本出しマフラー2灯ヘッドライト

だいけい だいけい

MAシャーシ

キャノピー

▲パッケージイラストでは、

　マシンが爆走だ!
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シャープなフォルムの
個性派マシン
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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。

年内のミニ四駆公認競技会・情報
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「ハイパーダッシュ!四駆郎」第2巻（通常

版/限定版）、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!リ

ターンレーサーズ」第2巻のコミックも

発売中!限定版はライズエンペラーのメ

ッキキットなどの豪華付録つきだ。

小学館のコミック誌「コロコロイチバン」で

ミニ四駆の新マンガ「翼レッツ＆ゴー!!ネクスト

レーサーズ伝」と記事が連載中！全国の書店で

毎月21日頃に発売。必ずチェックしよう!

タミヤのホビーが大集合!
みんなが楽しめるイベントだ!
新製品展示、模型クラブ作品展示、実車展示、ミニ四

駆競技会、販売コーナー、スイーツデコレーションや

ミニ四駆工作教室などの体験コーナーなどもあるぞ。

連載マンガのコミックスも発売!

大盛況となったジャパンカップも終了し、2017年もあっと言う間に残りわずか。

ミニ四駆のイベント会場へ遊びに行こう! イベントによっては出場資格や入場料

などが必要です。詳しくはミニ四駆ホームページで確認しよう。
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コミックス2巻/583円（税別） コミックス2巻・通常版/583円（税別）、限定版は2,500円（税別）

限定版付録の
ライズエンペラー

@ツインメッセ静岡（静岡市駿河区）

@ツインメッセ静岡・北館（静岡市駿河区）

@つま恋リゾート 彩の郷（静岡県掛川市）
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ミニ四駆ワールドチャレンジ 2017がつ　      にち     にち

11月19日（ 日）

ミニ四駆グランプリ2017 Winter 東京大会がつ　      にち     にち

11月26日（ 日） 

ミニ四駆グランプリ2017 Winter 北海道大会
12月3日（ 日）

ミニ四駆チャンピオンシップ
12月9日（ 土）、10日（ 日）

TSUMAGOI CUP 2017
12月16日（ 土）、17日（ 日）
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キャノンDボール（MAシャーシ） ダッシュ4号・弾丸プレミアム（スーパーIIシャーシ）

Item：18649 Item：95225

こ

ハイパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ごう         き

ミニ四駆PRO・新マシン「キャノンDボール」と、

その原点でもある「キャノンボール」。深いつなが

りを持つ2台のマシンを見くらべるのも

面白い。似ているようで

異なる個性を持つ両マ

シン。その背後には、歴

史を受け継ぐ想いが込

められているのだ。

 世代を超えた
超ダッシュ4号機

ミニ四駆特別企画ごう　 キャノンボールディー

1,000円（税別）
えん ぜいべつ

1,000円（税別）
えん ぜいべつ

よん く  とく べつ き  かく

約27年前の伝説の

ミニ四駆マンガ「ダ

ッシュ!四駆郎」に登

場し、“パンクロー”こと地味 頁二が

操る個性的なフォルムで人気のマシンが「キャノン

ボール」。現在連載中の「ハイパーダッシュ!四駆郎」では「キャノ

ンDボール」に進化を遂げた。「ダッシュ!四駆郎」はwebコミック

としても、現在購入できる。往年の名コミックもぜひ読んでみよう!

「ダッシュ!四駆郎」は「ハイパーダッシュ!四駆郎」となっ

て小学館・コロコロアニキで好評連載中!! 作者はマ

ンガ家の武井宏之先生。新たな物語が展開し、

マンガの単行本も現在発売中。

12月15日にはコロコロアニキ

冬号も発売予定だ!

ミニ四駆コミック「ダッシュ!四駆郎」に登場

1990年に発売されたレーサー
ミニ四駆の初代キャノンボール

新しく生まれ変わった
キャノンDボールは精悍な顔つきだ。

日ノ丸 四駆郎
（ひのまる よんくろう）
使用マシン：ライズエンペラー 使用マシン：バーニングゴッドサン 使用マシン：キャノンデッドボール 使用マシン：ダンシングディバインドール使用マシン：シューティングプラウドスター

（とだ だんくろう） （みなみ しんくろう） （じみ ぺいじ） （すめらぎ りんこ）
戸田 弾九郎 南 進駆郎 地味 頁二 皇 輪子

《ハイパーダッシュ軍団（ウォリアーズ）のメンバー》
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▲ 小学館
   てんとうむしコミックス
「ダッシュ！四駆郎」
（徳田ザウルス）

▲

「ハイパーダッシュ!四駆郎」とは?

ダッシュ1号
皇帝（エンペラー）

プレミアム

 （スーパーIIシャーシ）
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1,000円（税別） Item:18069
※MSシャーシのエンペラーもあるのだ。Item:18625
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1,000円（税別） Item:95225 Item:95266
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1,000円（税別）

ダッシュ2号
太陽（バーニング・サン）

（  MSシャーシ）

えん

   900円（税別） Item:18628

ダッシュ3号
流星（シューティング・スター）

（MSシャーシ）

ダッシュ4号
弾丸（キャノンボール）

プレミアム

 （スーパーIIシャーシ）

ダッシュ5号
D.D.（ダンシングドール）
プレミアム

 （スーパーIIシャーシ）

えん

   900円（税別） Item:18630

※ミニ四駆特別企画 ※ミニ四駆特別企画

往年のボディに現在主流のシャーシを採用。今でも走らせられる5台のダッシュ軍団
のマシンもラインナップしているぞ。個性的なスタイルのダッシュマシンを楽しもう!往年のダッシュマシンも要チェック!!
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webコミックはQRコードをチェック！
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