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レーサーミニ四駆シリーズ No.71

 セイントドラゴンプレミアム（VSシャーシ）

    よん く    

1,050円（Item:18071）  
えん  がつ   にちはつばい

 5月 26日発売

ミニ四駆・プレミアムマシンのスーパードラゴン、

サンダードラゴンに続く第三弾マシンは、セイントド

ラゴンだ。流れるようなエアロボディとコンパクト

なVSシャーシでサーキットを爆走するぞ。

エアロボディのドラゴンマシン
第三弾が登場!

他のシャーシに比べてコンパクトな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ができるからテクニカルコースにぴったり!

走りに磨きをかけた
プレミアム仕様マシン

低摩擦2段ローラーが
コーナリングに効く!!

メタリック感あふれる
ステッカーが個性を主張!!

ドラゴンの息吹が聞こえる
第1・2弾マシンもチェック!

Front View Rear View

SideView

1987年から1989年に発売されて大人

気となったドラゴン系マシンの中の1台

「セイントドラゴンJr.」がさらに性能を

アップして登場だ。現在のミニ四駆レー

スシーンでも、その走りは活やくまちが

いなし。まさに時代を超えるマシンだ。

まずはその姿をじっくり見てみよう。

スムーズに回転が

できる素材を使っ

た13mm-12mm
の2段ローラーを

フロントに採用。

コーナリング時に

コースフェンスに

マシンがのりあげてもコースに復帰しや

すく、ダブルのローラーで安定性もアップ。

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

輝くマシンに仕上

がるぞ。ボディサ

イドのブルーのラ

インが印象的だ。
竜の頭をイメージした「スーパードラゴ

ン」、直線的でシャープなスタイルの「サ

ンダードラゴン」と、個性的なスタイルに

加え性能も抜群の2台。キミはどのマシンを選ぶ?

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」でド

ラゴン系のマシンが

大活やくしたのだ。

★スーパードラゴンJr.のプレミアム仕様。

★VSシャーシにパールホワイトボディをセット。

★フロントに2段低摩擦プラローラーを装備。

★サンダードラゴンJr.のプレミアム仕様。

★VSシャーシにシルバーボディをセット。

★フロントに2段低摩擦プラローラーを装備。

スーパードラゴン
プレミアム（VSシャーシ）

サンダードラゴン
プレミアム（VSシャーシ）

レーサーミニ四駆シリーズNo.67

（1,050円） （1,050円）

レーサーミニ四駆シリーズNo.68
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キャノピー

13mm低摩擦
プラローラー

2段低摩擦
プラローラー

ピンスパイク
タイヤ

大径ホイール

（蛍光オレンジ）
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VSシャーシ（グレイ） ボディキャッチ

リヤウイング
リヤサスペンション
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ミニ四駆イベント情報
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141vol.

エアロボディのドラゴンマシン

第三弾が登場!

 ミニ四駆ジャパンカップ
2012 開催決定!
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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

5月3日（祝）
ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

おもちゃのぶんぶく

東京都豊島区

ラジコンデパートFUNFUN一宮インター店
愛知県一宮市

5月5日（祝）
ホビー光 本店
北海道小樽市

ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

えのもとサーキット

東京都八王子市

角屋

静岡県静岡市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

ドリームハウス

三重県伊勢市

おおはら模型

鳥取県米子市

5月6日（日）
いいじまホビー

福島県いわき市

愛好堂 古河店
茨城県古河市

勝田ラジコン模型

茨城県ひたちなか市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

なかの模型店

埼玉県ふじみ野市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

おもちゃのキムラ

静岡県富士市

マルシン模型

静岡県富士宮市

くぼたニコニコ堂

山梨県山梨市

トイパラダイス具志川店

沖縄県うるま市

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

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

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

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

東海ラジコン

愛知県知多郡

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

よしおか玩具店

大阪府八尾市

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

Yellow
広島県広島市

模型のはら

福岡県みやま市

5月28日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

毎日開催

ホビーガレージ

埼玉県久喜市

5月12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

5月13日（日）
ホビー光 本店
北海道小樽市

おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

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

ラジコン館YOSHIMI
埼玉県比企郡

ハーティーあさひや

神奈川県小田原市

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

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

東海ラジコン

愛知県知多郡

夢遊

愛知県瀬戸市

ホームズ

京都府京都市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

おもちゃ王国

岡山県玉野市

コオノおもちゃ屋さん

山口県岩国市

5月19日（土）
森井模型

岐阜県岐阜市

5月20日（日）
コムカイ模型

青森県上北郡

サンホビー アンクル
岩手県遠野市

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

エル・ホビー

群馬県伊勢崎市

ラジコン天国 千葉蘇我店
千葉県千葉市

野田ホビー あたご店
千葉県野田

アップルハウス

東京都江東区

永野商店

神奈川県横須賀市

カメレオンクラブ PATあやせ店
神奈川県綾瀬市

ソニックパーク甲府

山梨県甲府市

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

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

トイパラダイス具志川店

沖縄県うるま市

5月26日（土）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

5月27日（日）
プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

いいじまホビー

福島県いわき市

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

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

静岡大会:5月19・20日（土・日）タミヤ本社［タミヤオープンハウス］（静岡市駿河区）
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静岡ホビーショーがいよいよ開催!!
 注目の新製品が発表されるよ。
5月19日（土）・20日（日）会場＝ツインメッセ静岡
（ 南・北両館 19日：9時～17時、20日：9時～16時）

しず     おか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい     さい

ちゅう    もく　　　　 しん    せい     ひん　　　　  はっ     ぴょう

●全国の模型メーカーが集まるホビーのビッグイベント。●タミヤ本

社では、オープンハウスやミニ四駆ジュニアカップ2012も開催するよ!

にゅう じょう 　む　りょう

せんちゃく めいさま

先着1000名様に
プラモデルなどを
プレゼント!!
りょうじつちゅうがくせいいかげんてい

（両日・中学生以下限定）

入場無料!!

1988年（第1回）
★日程：7月24日～8月28日（16会場）
★参加応募数：当日受付 ★動員数：53,600名
★コース：ウルトラグレートダッシュサーキット（150m）

チャンピオン

決定戦
6月

シード代表決定戦
夏休み

全国11カ所にて
エリア代表決定戦

9月30日

1988ジャパンカップ

ド派手で目立つミニ四駆シンボル

カー“ダッシュワゴン”で全国を回

るジャパンカップがスタート!テレ

ビなどの取材が相次ぎ大反響に。

1991年（第4回）
★日程：7月21日～8月30日（15会場）
★参加応募数：31,300通 ★動員数：31,600名
★コース：スーパーウェーブダッシュサーキット（250m）

1991スーパージャパンカップ

レースでの入賞者、上位3選手

が香港で開催されたミニ四駆の

世界大会に親善大使としてご招

待!ミニ四駆に国境はないのだ!

1989年（第2回）
★日程：7月26日～8月29日（16会場）
★参加応募数：150,200通 ★動員数：91,500名
★コース：ウルトラダッシュサーキット1989（164m）

1989ジャパンカップ

ミニ四駆のレース機材を運ぶト

ラック、“ダッシュカーゴ”が登

場。タミヤを見学するためのワ

イルドバスツアーも開催された。

1990年（第3回）
★日程：7月25日～8月30日（16会場）
★参加応募数：31,730通 ★動員数：91,600名
★コース：ホライゾンサーキット（236m）

1990グレートジャパンカップ

ミニ四駆のイベント列車・ミニ四駆

エクスプレスが、品川～静岡の間

で運転。列車の中にコースを設置

し、移動中でもミニ四駆ざんまい!

1994年（第7回）
★日程：7月24日～8月30日（15会場）
★参加応募数：7,757通 ★動員数：19,600名
★コース：グレートエアロサーキット（260m）

スーパージャパンカップ ’94

中国初のミニ四駆公認競技会が

開催。コロコロコミックで「爆走

兄弟レッツ&ゴー!!」が連載され、

フルカウルミニ四駆が登場した。

1992年（第5回）
★日程：7月26日～8月30日（13会場）
★参加応募数：10,399通 ★動員数：21,800名
★コース：ドラゴンスクロールサーキット（210m）

ザ・ジャパンカップ ’92

マレーシア、タイで開催された

ミニ四駆大会にミニ四駆の伝

道師“ミニ四ファイター”が訪

問。ミニ四駆が世界のホビーに。

1993年（第6回）
★日程：7月25日～8月29日（13会場）
★参加応募数：6,490通 ★動員数：11,550名
★コース：名称なし（200m）

スーパージャパンカップ ’93

ミニ四ファイターがコスチュー

ムを一新、スーパーファイターと

して再登場!この年にスーパーミ

ニ四駆もシリーズ化がされた。

1997年（第10回）
★日程：7月21日～8月30日（15会場）
★参加応募数：41,113通 ★動員数：165,000名
★コース：グレートアトミックサーキット（275m）

グレートジャパンカップ ’97

初の少女レーサーが日本一に。

鈴鹿サーキットにて乗車＆走行

可能なミニ四駆「ガンブラスタ

ーXTO」1/1モデルが登場した。

1998年（第11回）
★日程：7月20日～8月29日（15会場）
★参加応募数：18,683通 ★動員数：68,800名
★コース：ナックルパワーサーキット（300m）

スーパージャパンカップ ’98

史上最長となるストレートセク

ション（9.6m）を持つ、ナックル

パワーサーキットが登場。エアロ

ミニ四駆シリーズも発売された。

1999年（第12回）
★日程：7月20日～8月29日（14会場）
★参加応募数：7,000通 ★動員数：35,300名
★コース：スーパーライトニングサーキット（308m）

ジャパンカップ1999

VSシャーシとスーパーTZ-Xシ

ャーシが登場。この年をもって

ジャパンカップは12年の長い歴

史にいったん幕を閉じたのだ。

1995年（第8回）
★日程：7月23日～8月29日（15会場）
★参加応募数：37,132通 ★動員数：101,500名
★コース：ビクトリーエアロサーキット（260m）

Vジャパンカップ ’95

初代のミニ四ファイターが引退。

ミニ四駆オータムカップ’95の

イベントにて、2代目のミニ四フ

ァイターがデビューしたのだ。

1996年（第9回）
★日程：7月20日～8月24日（14会場）
★参加応募数：62,664通 ★動員数：304,000名
★コース：スーパーサイクロンサーキット（280m）

スーパージャパンカップ ’96

機材運搬トラックJ-CUPカーゴが

登場し、アニメ「爆走兄弟レッツ＆

ゴー!!」がテレビ放映開始。30万

人を超す記録的な動員数を達成。

全国各地で大会を開催!
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2012年・夏。真のミニ四駆レーサーのチャンピオンを

決めるビッグイベント“ミニ四駆・ジャパンカップ2012”

がいよいよ開催だ!今までに開かれた12回のジャパン

カップで集まったミニ四駆レーサーの数は、何と100万

人以上!多くのミニ四駆レーサーが熱狂したジャパンカ

ップの歴史をここで振り返ってみよう。

6月に全国のミニ四駆ステーションで大会を開催。優勝者は

エリア代表戦のシード権がゲットできる。エリア代表戦からの

参加ももちろんOK。ビッグサーキットがキミを待ってるぞ!

ミニ四駆ジャパンカップ
2012 開催決定!
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