
2012年・辰年は、ミニ四駆が誕生してから30
年を迎える記念の年。まさに“ドラゴンイヤー”

にふさわしい新マシンがいよいよ登場するぞ。

早速マシンをくわしく紹介しよう!
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レーサーミニ四駆シリーズ No.67

 スーパードラゴンプレミアム（VSシャーシ）

    よん く    

1,050円（Item:18067）  
えん  がつ   にちはつばい

 2月 25日発売
他のシャーシに比べコンパクトなVSシャーシ。コーナーをすばやく駆

け抜けるシャープな走りでテクニカルコースでの活やくが期待できる。

さらにスパイクタイヤ、蛍光グリーン・6本ス

ポークホイールといった装備も見逃せない!!

ねん　　　     たつ          どし

スーパー       ドラゴン              あらわ

超竜が再び舞い降りた!

サイズは違っても、熱い
走りはRCカーと同じ。

竜の息吹を感じる流線型ボディをVSシャーシにセット

“プレミアム”ならではの
特別装備で激走しよう!

1983年にコロコロコミックで連載が始ま

ったRCマンガ「ラジコンボーイ」の主人

公、車剛が使っていたRCカーがスーパー

ドラゴン。迫力の走りで大活やくした。そ

の走りがミニ四駆にも引き継がれたのだ。

木彫り職人が彫りだした竜の頭をイメージしてデザインされたボディスタイルは、エアロダ

イナミクスにすぐれた独特のカタチだ。レースシーンで現在活やくしている、軽量＆コンパ

クトなVSシャーシと相まって風を味方につける“ドラゴン走行”でライバルに差をつけよう!

Front View Rear View

SideView 滑りやすい素材を使

った13mmー12mm
の2段ローラーで、コ

ーナリング時の安定

性が確実にアップ。

メタリック調のステッカー

とパールホワイトのボデ

ィの組み合わせでキ

ラキラ輝くマシン

に仕上がるぞ。

低摩擦2段ローラーが
コーナリングに効く!!

パッケージ側面に大きく印刷された「1」

の文字は何を意味するのか?今後

の展開に注目しよう!!

メタリック感あふれる

ステッカーが個性を主張!!

 2012年、辰年

超竜 現る。

 2012年、辰年
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超竜 現る。

「スーパードラゴン」とは、かつて発売され

大人気となったレーサーミニ四駆のこと。

その伝説のマシンが、さらに性能をアッ

プさせたプレミアム仕様でいよいよ発売

される。現在のミニ四駆レースシーンで

も充分に楽しめる、時代を超えた一台。

発売までもう少し。楽しみに待とう!!
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ミニ四駆ステーション・レース日程

※9時半受付開始。ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（VSシャーシ）を開催します。参加無料。

※9時半受付開始。ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（X /XXシャーシ）を開催します。参加無料。

　    じ はんうけつけかいし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かいさい　　　　　　さん  か   む りょう　　　　　 

　    じ はんうけつけかいし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 かいさい　　　　　　さん  か   む りょう　　　　　 

2月19日（ 日）大阪ビジネスパーク・TWIN21アトリウム（大阪市中央区）
がつ にち おお   さか

にち おおさか  し ちゅうおう  く
おお  さか  たい   かい

大阪大会

2月26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）
がつ にち しな   がわ

にち とうきょう と しながわ く
とうきょう たい  かい

東京大会

2012

山陽トーイ
山口県柳井市

ホビーショップ　ムック
山口県宇部市

2月25日（土）
おもちゃの平野　本店
北海道札幌市

2月26日（日）
アライワークス
茨城県筑西市

おもちゃのマンネンヤ
栃木県那須塩原市

キットボーイ
群馬県みどり市

プラモデルショップ シャトル
埼玉県越谷市

ケイホビー
埼玉県川越市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

愛好堂　八街店
千葉県八街市

えのもとサーキット
東京都八王子市

永野商店
神奈川県横須賀市

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

トイズタウン　本店
愛知県名古屋市

2月5日（日）
ホビーショップ　てづか
北海道旭川市

勝田ラジコン模型
茨城県ひたちなか市

なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

アップルハウス
東京都江東区

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

マルシン模型
静岡県富士宮市

トイズタウン　本店
愛知県名古屋市

夢遊
愛知県瀬戸市

ドリームハウス

三重県伊勢市

おもちゃ王国
岡山県玉野市

2月11日（土）
愛好堂　古河店
茨城県古河市

愛好堂　八街店
千葉県八街市

ジャンボドーム
新潟県新潟市

角屋
静岡県静岡市

ミントユイ
香川県丸亀市

2月12日（日）
おもちゃの平野　本店
北海道札幌市

ホビー光　本店
北海道小樽市

サンホビー　アンクル
岩手県遠野市

いいじまホビー
福島県いわき市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

太陽模型
千葉県君津市

えのもとサーキット
東京都八王子市

ホビーロードツインタウン女池店
新潟県新潟市

ラジコンデパートFUNFUN一宮インター店
愛知県一宮市

メディオ！西市ホビー館
岡山県岡山市

ホビーショップ　シオザキ
熊本県山鹿市

2月18日（土）
森井模型
岐阜県岐阜市

2月19日（日）
コムカイ模型
青森県上北郡

ホビースクエア　にしな
岩手県盛岡市

おもちゃ屋本舗ららパーク天童店
山形県天童市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

三共　ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

アップルハウス
東京都江東区

ソニックパーク甲府
山梨県甲府市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

マルシン模型
静岡県富士宮市

おもちゃのポッポ
静岡県島田市

キッズランド大須店
愛知県名古屋市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

八島模型店
大阪府大阪市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

Yellow
広島県広島市

夢遊
愛知県瀬戸市

大光模型
岐阜県岐阜市

守山玩具
滋賀県守山市

文具とプラモの店 タギミ
大阪府高槻市

みどり文具店
大阪府和泉市

メガスターパーク
兵庫県明石市

K2M
広島県東広島市

模型のはら
福岡県みやま市

2月27日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

2月29日（水）
おもちゃのぶんぶく
東京都豊島区

131528288

短い
みじか
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巨大な常設サーキットがあるおもちゃ屋さん

おもちゃのマンネンヤ

明るく楽しい雰囲気の店内で、和気

あいあいと楽しめるおもちゃ屋さん。

タミヤ公認レースも開催された目の

前の広場には、常設大型サーキット

が設置。毎月・第4日曜日（12月を除
く）にレースを開催! 屋根付きだから
天気の心配なく思いきり走らせられ

るよ!もちろん品揃えもバッチリだ。

限定製品だった人気のワンウェイホイールが通常

製品で発売決定。スーパーX・XXシャーシ以外で

も72mmシャフト（別売）を使えば装着できる。

大径ワイドトレッドタイプのワンウェイホイールの

メッキ仕様。実車ムードが高まりドレスアップ効果

も抜ぐん。大会で目立ちたいキミにおススメだ!

人でにぎわう東武宇都宮駅前の

オリオン通り沿いにあるホビーの

お店がぎっしり詰まった複合施設

“フェスタ”内にあるお店。常設

コースには、設置している店が少

ないループレーンチェンジセクシ

ョンも用意。元気いっぱいの店員

さんが、キミの来店を待ってるよ。

模型のことなら何でもオーケー!!
お友達感覚のフレンドリーな模型

屋さんがこのマルエス模型店。“チ

ームマルエス”というミニ四駆お店

チームのホームサーキットで、チー

ムが主催するレース大会も開催中

だ。わからない事は気さくな店長

さんに気軽に聞いてみよう!

住所：栃木県那須塩原市西大和1-8 アクアス1F
☎：0287-36-8151

と つ    げ き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まち 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よん 　   く 　

栃木編
とち    ぎ    へん ミニ四駆への熱い走りで寒い冬でもヘッチャラ!?ミニ四駆

シーンが盛り上がっている栃木県のお店に今回は訪問したよ!!

店長の印南さん

へ行こう!!
い

タミヤホームページのミニ四駆ページでは、ミニ四駆ステーション

全国ショップリストを公開中!!キミの家の近くのお店を調べてみよう!
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ホビーぎっしりの店内にミニ四駆がズラリ!

イエローサブマリン 宇都宮店
住所：栃木県宇都宮市曲師町2-8宇都宮フェスタ5階

☎：028-651-0597 
住所：栃木県宇都宮市二荒町5-2
☎：028-633-6519 

老若男女が大集合する気さくな街の模型屋さん

マルエス 模型店

店長の小野瀬さん

へ行こう!!
い

タミヤホームページのミニ四駆ページでは、ミニ四駆ステーション

全国ショップリストを公開中!!キミの家の近くのお店を調べてみよう!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よん く　　　　　　　　　　  　　　 よん く

ぜんこく　　　　　　　　　　　　 こうかいちゅう　　　　　いえ　  ちか　　　　   みせ　  しら
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う　   つの　みや　  てん も           けい    　  てん

 てんちょう　   いんなみ　    店長の中田さんとスタッフの鈴木さん
 てんちょう　 なか だ　　　　　　　　　　　　   すず き　     てんちょう　      お    の     せ

ワンウェイホイールを知ろう!

▲シルバーメッキ大径ワンウェイホイールWT装着例・スーパードラゴン プレミアム

ミニ四駆がコーナーを走るとき、

内側の車輪と外側の車輪が走る

距離はことなる。この距離の差

を吸収し、コーナーでのスピード

の低下を防ぐのがワンウェイホイ

ールだ。さらにモーターの負担も

減らすので電池も長持ちするよ。

スーパーX･XXシャーシ 大径ワンウェイホイール
（オフセットトレッドタイヤ付き）

588円・2月25日（土）発売

シルバーメッキ大径ワンウェイホイールWT
（オフセットトレッドタイヤ付き）・限定

693円・2月1日（土）発売

センターギヤ

ピニオンギヤ ホイール

シャフトが直接ホイールにパワーを伝えるので

はなく、センターギヤとピニオンギヤを使って

いるのがワンウェイホイール。自転車をこいで

いて下り坂にさしかかった時のように、伝える

パワーよりも早い回転で空転することができる。

《コーナーでの車輪の動き》

外側車輪の走る距離進行方向内側車輪の走る距離

長い

《ワンウェイホイールの効果》

ノーマルホイールを装着した場合

内側と外側のタイヤの走

る距離に差があるのに、

両タイヤはシャフトでつな

がれたまま同じ距離を走

ろうとするので、外側のタ

イヤでブレーキがかかり、

スピードロスの原因になる。

♪♪

し

だい けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうちゃくれいうち がわしゃりん　　 はし　    きょ   り そと がわしゃりん　　 はし　    きょ   りしんこうほうこう

しゃ  りん       　うご　　　　　 よん    く　　　　　　　　　　　　　　　   はし

うち   がわ            しゃ  りん　　　そと  がわ　　    しゃ  りん　　     はし

 きょ     り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょ    り　　　　さ

　　きゅうしゅう

　　  てい    か　　     ふせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　   ふ    たん　　        

　へ　　　　　　　　　　  でん    ち 　　    なが    も

あか　　　　たの　　　　 ふん  い     き　　   てん ない　　        わ     き

　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　　　   や

　　　　　　こうにん　　　　　　　　かい さい　　　　　　　め

まえ　　ひろ   ば　　　　　　じょうせつおお がた

　　せっ   ち  　   まい つき　  だい　  にち よう  び　　　　 がつ　　のぞ

　　　　　　　　　　　　  かいさい　　  や    ね     つ

てん   き　　   しんぱい　　　　おも　　　　　　はし

　　　　　　　　　　　　しなぞろ　　　

ひと　　　　　　　　　　 とう   ぶ     う   つの みや えき まえ

　　　　　　　  とお　　 ぞ

　　みせ　　　　　　　　　　 つ　　　　　　  ふく ごう  し   せつ

　　　　　　　　　　  ない　　　　　　　       みせ　 じょうせつ

　　　　　　　　　　　 せっ  ち　　　　　　　　  みせ　　すく

　　　　　   よう  い　　 げん  き　　　　　　　　　　  てんいん

　　　　　　　　　　   　　 らいてん　　  ま

  も   けい　　　　　　　　　　  なん

 　   とも だち かん かく　　　　　　　　　　　　　　　　   も   けい

 や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も   けい てん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   よん   く　　   みせ

 しゅ さい　　　　　　　　　　 たい かい　 かいさいちゅう

　　　　　　　　　　　　　      こと　　    き　　　　　　  てんちょう

　　　　　　 き   がる  　    き

　　　　　　　　　　   ちょく せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    じ    てん しゃ

　　　　　くだ　　  ざか　　　　　　　　　　　　　　　　 とき　　　　　　　　　　　 つた

　　　　　　　　　　　　　  はや　　  かい てん　　   くう  てん

 うち   がわ　　　そと   がわ　　　　　　　　　　　　　はし

　　　きょ      り　　　　  さ

りょう

　　　　　　　　　　　　   おな　　　きょ    り　　　   はし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そと  がわ

　　　　　　　　　　　　　 　　 げん  いん

 そと   がわ　　　　　　　　　　　  　　うち  がわ

　　　　　　　　　　　　　   おお　      かい  てん　　 から

 まわ

そと   がわ

　　　　　 お

なが

こう　　か

《ワンウェイホイールの仕組み》
 し　　  く

そう  ちゃく　　　　　　 ば      あい

そう  ちゃく　　　　　　 ば      あい

ワンウェイホイールを装着した場合

新製品

NEW
新製品

NEW
新製品

NEW
新製品

NEW

だい けい

つ

だい  けい

つ　　　　　   げん  てい

えん　　　  がつ　　      にち　　   ど　　    はつ  ばいえん　　　  がつ　  にち　　   ど　　    はつ  ばい

外側のタイヤが、内側のタ

イヤにくらべ多く回転（空

回り）できるのがポイント。

外側のタイヤでブレーキ

がかからないので、スピー

ドを落とさずにスムーズな

コーナリングができるのだ。

 だいけい

　　　　　　  し   よう　   じっ しゃ　　　　　　　  たか　　　　　　　　　　　　　　  こう  か

　　ばつ　　　　　たいかい         め    だ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  べん  り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ   ぞく　　　　　　　　　  と　　   つ　　   ほうこう

  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん　    きょ  り　　        ちょうせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   へん こう

 げん てい せいひん　　　　　　にん  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つうじょう

せいひん　　はつばいけっ てい　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　い   がい

　　　　　　　　　　　　　　　　  べつうり　　　  つか　　         そうちゃく

どちらのワンウェイホイールにも便利なオフセットトレッドタイヤが付属。タイヤの取り付け方向を

変えるだけでトレッド（タイヤ間の距離）が調整でき、カンタンにセッティング変更できるよ。


