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2012年・タミヤのミニ四駆は
発売から30周年を迎えました。

ミニ四駆 発売30周年
特別企画を大公開!!

ミニ四駆は1982年に発売されてから、今年、2012年で30周年。

長い歴史の中でマシンは時代に合わせて進化を続けてきたんだ。

3月21日～25日にタミヤ プラモデルファクトリー新橋店で開催し

た「ミニ四駆フェア2012」では、ミニ四駆30周年の特別企画が

発表された。ここでは、その内容を早速お届けしよう。

様々なセッティングに対応できる高い

拡張性に、より空力を重視したシャー

シとボディデザインの新マシン「エアロ

アバンテ」がこの夏に登場決定だ。

12回の開催で100万人もの選手が大集合した、

かつて開催されたミニ四駆ビッグイベント

「ジャパンカップ」がこの夏いよいよ復活!日本

全国各地を巡り、最終戦も盛大に行われるぞ。

ミニ四駆の始まりとなった

“フォード・レインジャー4×4”。

手軽に走れる四輪駆動の

プラモデルとして30年前の

1982年に登場した。

ミニ四駆はこれまでに個性あふれる様々なシリーズが登場。420種類以

上ものマシンが発売されていて、その販売数の合計は約1億7000万台以

上にもなるんだ。さらに、マシンの性能アップのためのグレードアップパー

ツも440種以上が登場し、様々なパーツでいろいろな改造が楽しめる。

“作ってくふうして遊んで楽しめる”それがミニ四駆のおもしろさだ。

さらに夏前には、「ジャパンカップ」記念

の高性能モーターや、かつての名車が最

新のシャーシをまとった“プレミアム”

仕様マシンも一気に登場予定だ。今年の夏は

ミニ四駆で遊びまくろう!! お楽しみに!!

※イメージCG

※画像はすべてイメージです。

ホライゾン
プレミアム
（スーパーIIシャーシ）

グレートエンペラー
プレミアム
 （スーパーIIシャーシ）

セイントドラゴン
プレミアム
（VSシャーシ）

▲ミニ四駆30周年ロゴマーク
 よん   く　　　  しゅうねん

▲大会ロゴマーク
 たい  かい
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最初のミニ四駆

ミニ四駆・新シリーズ 第1弾
「エアロアバンテ」発表!!

ミニ四駆・ジャパンカップ2012
 夏に開催決定!!1

ニュース

2
ニュース

3
ニュース グレードアップパーツや

キットも続々登場。
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ハイパー
ミニモーター

ハイパーダッシュ2モーター
（ J-CUP記念仕様）
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ミニ四駆イベント情報
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140vol.

ミニ四駆 発売30周年。
特別企画を大公開!!

プレミアム仕様の

エンペラーが続々登場!
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※ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（スーパー1シャーシ）を開催。

4月22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）
がつとうきょう たい  かい にち 　　　　　　　　　　　　  しな  がわ
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東京大会
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※ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（スーパー1シャーシ）を開催。

4月30日（ 祝）  京セラドーム大阪・9階スカイホール（大阪市西区）
がつおお  さか  たい  かい にち 　　　　　　　　　　　　  きょう　　　　　　　　　　　　　　   おお   さか　　　　　かい

しゅく 　　　  おお さか   し   にし   く

大阪大会

※ジュニアクラスを開催。
よん  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よこはまはい　　　　　　  はる かいさい

～ミニ四駆ジュニアカップ・トレッサ横浜杯2012［春］～

4月28日（ 土）  トレッサ横浜 南棟イベント広場（横浜市港北区）
がつ にち  　　　　　　　　　　　　  よこ     はま       みなみ    とう　　　　　　　　　　　　        ひろ      ば
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※ジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（スーパー1シャーシ）を開催

5月6日（ 日）  鈴鹿サーキット・コロコロホビーフェスタ会場内（三重県鈴鹿市）
がつすず   か  たい  かい にち   すず    か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい  じょう ない　　　　　　　　　　　　   

にち      み   え  けんすず  か　し

鈴鹿大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいさい

※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。

4月8日（ 日）  岡山おもちゃ王国（岡山県玉野市）
がつおか やま  たい  かい にち   おか    やま　　　　　　　　　　　　　   おう     こく

にち おか やま けん  たま   の     し

岡山大会

入場無料!!
当日参加
OK!

にゅうじょうむ  りょう
     とう じつさん    か

ミニ四駆ステーション・レース日程

プラモサロンきらら
茨城県ひたちなか市

森井模型
岐阜県岐阜市

4月22日（日）
コムカイ模型
青森県上北郡

おもちゃ屋本舗ららパーク天童店
山形県天童市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

キットボーイ
群馬県みどり市

ケイ・ホビー
埼玉県川越市

三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

えのもとサーキット
東京都八王子市

ジャンボドーム
新潟県新潟市

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

夢遊
愛知県瀬戸市

守山玩具
滋賀県守山市

よしおか玩具店
大阪府八尾市

山陽トーイ
山口県柳井市

模型のはら
福岡県みやま市

プラモデル店 四駆堂 豊見城店
沖縄県豊見城市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

4月28日（土）
ローリングパーク ナカノ
山形県天童市

4月29日（日）
サンホビー アンクル
岩手県遠野市

おもちゃのマンネンヤ
栃木県那須塩原市

プラモデルショップ シャトル
埼玉県越谷市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

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

永野商店
神奈川県横須賀市

角屋
静岡県静岡市

東海ラジコン
愛知県知多郡

大光模型
岐阜県岐阜市

4月30日（祝）
おもちゃのぶんぶく
東京都豊島区

ゆめらんど2
岡山県倉敷市

4月8日（日）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

愛好堂 古河店
茨城県古河市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

太陽模型
千葉県君津市

アップルハウス
東京都江東区

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

東海ラジコン
愛知県知多郡

ラジコンデパートFUNFUN一宮インター店
愛知県一宮市

ストランド垂水店
兵庫県神戸市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

プラモデル店 四駆堂 豊見城店
沖縄県豊見城市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

4月14日（土）
愛好堂 八街店
千葉県八街市

ミントユイ
香川県丸亀市

4月15日（日）
ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

いいじまホビー
福島県いわき市

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

ラジコン天国 千葉蘇我店
千葉県千葉市

アップルハウス
東京都江東区

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

おもちゃの水光園
愛知県一宮市

八島模型店
大阪府大阪市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

ホビーショップ ムック
山口県宇部市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

4月21日（土）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

4月8日（日）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

愛好堂 古河店
茨城県古河市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

太陽模型
千葉県君津市

アップルハウス
東京都江東区

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

東海ラジコン
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 www.tamiya.com/goshop/

今、キャンペーン参加店でタミヤ製品を買うと、1500

円ごとに1枚もらえるスクラッチカードで特製グッズ

があたるキャンペーンが行われているよ。参加店は

タミヤホームページでチェック! お店へ急ごう!!

特製グッズがもれなく当たる!

プレミアム仕様の
エンペラーが続々登場!

ミニ四駆の中でも高い人気を誇る“エンペラー”と“スーパーエン

ペラー”が、走りに磨きをかけたプレミアム仕様となって登場だ。

　　　今まで以上に性能アップしたマシンをさっそく紹介しよう。

1,050円  
えん  

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）

ごう    こう てい   

好評発売中
こう   ひょう  はつ    ばい  ちゅう

1,050円  
えん  

ダッシュ01号・超皇帝（スーパーエンペラー）プレミアム　
（スーパーIIシャーシ）

ごう    ちょうこうてい   

がつ    にち

 4月14日発売
はつ    ばい

パッケージは、

側面にコミックの

イラストが印刷された

特別パッケージを

採用。

ファーストトライパーツセット

発売中

レースの勝利のために欠かせない

パーツをセットしたファーストトラ

イパーツセットを使えば、カンタン

にマシン性能をアップできる。まず

は、このパーツを基本にチューン

ナップするのがおススメだよ。

かい       ぞ う

おススメ改造

（945円）

アドレスはコチラ ▼ ▼

とく　   せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　   よう

　　　　　　　　　　　       ぞく         ぞく　　とう        じょう

　　　　   よん    く　　　 なか　　　　   たか　　  にん   き　　　 ほこ

　　　　　　　　　　　　　はし　　  　　  みが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し    よう　　　　　　　　　　とうじょう　 

 　　　　　　　いま　　　　　  い   じょう          せい  のう　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょうかい

 はく りょく まん  てん　　　　　　　　　　　　　　　とく ちょう てき

　　　　　 だい  にん    き              　    　　　　　　　　　　　　　　　 よん     く    ろう

　　  とう じょう　　       しゅ  じん   こう　　　 ひ　　　まる  よん    く     ろう

　　　　　　　　     だい  かつ　　　　　　　　　　　　　　 よん    く　　　　　 とき

   こ　　　　　　　　　 すがた　   あらわ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   さい   よう

　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　 と　　　  つ

                              かい   ぞう　　　　　　　　　　　  げん  ざい　　　　　　　　　   こう にん

きょう   ぎ    かい　　　　　　　　　　　　　　　　ツー　　　　　　　　　　　　 さん    か

　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　ふ

 　　　　　　　     しょうり　　　　　　　　     か

　　　　　　　　　　　　　　　   つか

　　　　　　　　せい のう

　　　　　　　　　　　　　　　　　き    ほん

迫力満点のスタイルが特徴的なマシン、

それがエンペラー。かつてマンガやアニ

メで大人気だった『ダッシュ!四駆郎』

に登場し、主人公の日の丸四駆郎のマシ

ンとして大活やくしたミニ四駆が、時を

超えてその姿を現すのだ。

受け継がれる名車
“エンペラー”とは?

シャーシは、スーパーIIシャーシを採用。

フロント、リヤに多くのパーツが取り付け

できて改造しやすく、現在のタミヤ公認

競技会でも、スーパーIIシャーシで参加

するレーサーがますます増えているぞ。

レースで活やくする
スーパーIIシャーシ
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13mm
プラローラー

13mm
プラローラー

大径6本スポーク
ホイール（シルバー）

大径スリック
タイヤ

大径スリック
タイヤ

大径6本スポーク
ホイール（レッド）
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 そく めん

　　　　　　  いんさつ

とくべつ

　　　　さいよう

※スクラッチカードがなくなり次第、

　終了となります。ご了承ください。

しだい

しゅうりょう りょうしょう
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