
タイヤ＆ホイール1
クラシックカーにフィットする

2 カスタマイズに最適!
自分好みに仕上げよう!
  じ    ぶん  ごの　　　　　   し      あ

 さい         てき3

新しさと懐かしさを

兼ね備えた新マシン
エアロデザインを取り入れた最新の

FM-Aシャーシは、重心がフロントより

だからアップダウンが多いコースでも

安定感のある走りが可能だ。さらに、

フロント下にはスキッドバー、安定性

の高い3mm厚リヤローラー、3.5:1

の超速ギヤなどを装備。クラシック

なのに走行性能もバッチリの1台だ。

コース路面の段差でもはねにくく、ク

ラシックカーのスタイルに似合うトレ

ッド幅のローハイトタイヤ＆ディッシ

ュホイールで見た目も走りもOKだ。

カスタムカーらしいチョップドル

ーフ（※1）部分の幌は、表面をシ

ボ加工で表現。フロントのグリル

部分などの造形は、メタル調ステ

ッカーでリアル感もたっぷりだ。

ヘッドライトに穴を開けて、LEDライトを取

りつけたり、ディッシュタイプホイールを他

のホイールに変えてリアル感をアップさせ

たり、色々なスタイルのカスタマイズが楽し

める。キミだけのマシンに仕上げてみよう!

▲ウィンドウはピッカピカの鏡面加工、

ボディはつやをおさえたシボ加工。ア

ストラルスターの仕上げと似ているぞ。

※1：車高を低くするた
めピラーの一部を切り

取ったカスタムカース

タイルのひとつの事。

大好評のFM-Aシャーシを採用した第3弾マシン

「バロンビエント」が早くも登場するぞ!

これまでのシリーズには見ら

れないクラシックカーをカス

タマイズしたスタイルが特ち

ょう的な個性あふれる1台だ。

早速、マシンの詳細をチェックしよう!

リアルな質感のカスタム
クラシックカー

好評発売中
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こうひょう はつ ばいちゅう

1,000円（税別）
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バロンビエントの
ここがポイント!

質感あふれる仕上がり
素材感もしっかり表現
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リアルな質感の
カスタム・クラシックカー

しつ         かん

よん    く

ブタさんドライバーが搭乗した

走って飾って楽しいミニ四駆
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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・ラウンド2”が開催中だ! キミもお店に行ってみよう!

《開催スケジュール》
全国のミニ四駆ステーションでは3月上旬から“ラウンド2”が開催中だ!  2018

年末に開催予定のステーションチャンピオン決定戦では“ラウンド1～4”で出場

権を獲得したレーサーが集合し、ステーションレーサー日本一を決定するぞ。
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2018
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3月～4月
7月～1月～

参加賞や

入賞景品も
あるよ！

オープンとジュニアの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

かい  さい
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ROUND4

9月～

走りもばっちり扱いやすい
スーパーIIシャーシ
シャーシは、ミニ四駆レースで人気の高剛性で拡張性が高いスーパーIIを

採用。本体はホワイト、ギヤカバーやリヤローラーステーなどのA部品はか

わいらしい蛍光ピンクカラーだ。足周りは、蛍光ピンクの大径ナローライト

ウェイトホイールに、ブルーの大径ナローバレルタイヤをセットしているぞ。
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 ツー

ブタさんドライバーが乗った

走って飾って楽しいミニ四駆
動物ミニ四駆の第8弾が登場だ!今回、ハンドル

をにぎる動物はかわいらしいピッグ（ブタ）。ドライ

バー人形は塗り分け済みだからすぐに取り付けOK。

スーパーアスチュート・オープントップボディは特別色の

ピンク色。ステッカーは専用デザインで個性あふれる1台だ。

1,100円（税別）  
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3月 10日発売

レーサーミニ四駆シリーズ No.89
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よん   く

動物ミニ四駆・大集合!
動物をモチーフにして作

られたミニ四駆は数多く

ラインナップされている。

形やマーキングなどを見く

らべてみるのも楽しいぞ!
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●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●価格、製品内容は予告なく変わる場合があります。

●情報は2018年2月現在のものです。●無断転載を禁じます。

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。
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小学館のコミック誌「コロコロイチバン」でミニ四駆マン

ガ「翼レッツ＆ゴー!!ネクストレーサーズ伝」と記事が連

載中！全国書店で毎月21日頃に発売だ。また、コミック

スの第1巻も3月28日に発売決定。必ずチェックしよう!

【お知らせ】ジュニアニュースは今回の2018年3月号（Vol.211）にて発行を

終了します。今後は“ミニ四（よん）ニュース”としてリニューアルし、タミヤ・

ホームページのミニ四駆ページで記事を定期配信します。お楽しみに!!

コロコロイチバンで

ミニ四駆マンガ連載中!!
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レースにピッタリな暖かい春のシーズンが到来だ!3月の熊

本から4月末の愛媛まで全国7会場で開催。新セクション

採用の『ステップサーキット2018』で勝負しよう!

タミヤ公認競技会“ミニ四駆グランプリ2018 SPRING”が行われ

る周辺地区のミニ四駆ステーションでレースが開催! 公認競技会だ

けでなく、もっとマシンを走らせたいミニ四レーサーにピッタリだ。

開催するお店はミニ四駆ホームページをチェックしよう!
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ミニ四駆グランプリ2018 スプリング・サテライト 大会開催中!
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ミニ四駆グランプリ2018 SPRING開催中!
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熊本大会

東京大会1

3月4日（ 日） グリーンランド・レインボードーム（熊本県荒尾市）
がつ　   にち    にち

3月18日（ 日） 品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン（東京都品川区）
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北海道大会 3月25日（ 日） シャトレーゼガトーキングダム・サッポロ（札幌市北区）
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岡山大会 4月1日（ 日） 岡山・おもちゃ王国（岡山県玉野市）
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大阪大会 4月8日（ 日） 京セラドーム大阪・9階スカイホール（大阪市西区）
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