
翼をまとったマグナム。
いよいよ発進。
先日開催された全日本模型ホビーシ

ョーでその姿が発表され、ミニ四駆レ

ーサーの間で話題を呼んでいる

「Z ウイングマグナム」の一般発

売がいよいよ迫ってきた。長い歴

史をもつ“マグナム”の名を引き継い

だ新マシンをここでは大特集しよう!

大人気となったフルカウルミニ四駆シ

リーズ・第1弾「マグナムセイバー」の

登場から今年で20年。これまでに得

られたミニ四駆のノウハウを生かしな

がら、「マグナム」が時を超えてつい

にその姿を現した。その名も「Z ウイ

ングマグナム」。名前の先頭につけら

れた英語のZ（ゼット）は“究極”とい

う意味。全ての面でこだわりぬいた新

マシンがド迫力の走りを見せるのだ。

新生マグナム、遂に完成。

フロントカウル内側のリブにそって、

ボディをカットすることでF1スタイル

のシャープなマシンに変身!現在、

好評発売中のコミック「コロ

コロアニキ」付録ステッカー

を使えば、マンガに登場する「ウイン

グマグナム」を再現する事もできるのだ。

2タイプのマグナムが楽しめる!

マシン後部は名車「マグナム」のイメージを残しながらも、遠くから見て一目で

わかる大型フロントカウルが融合されたボディデザインが最大のポイントだ。

翼をイメージした鋭く光るチタンシルバーカラーのグラフィックで、ワイルド＆

クールな印象がよりいっそうアップ。今までにないマシンに仕上がった。

個性を主張する迫力のダイナミックフォルム

ボディ内側のリブ根元にそ

って、グレイ色部分をカット

すれば漫画に登場する「ウ

イングマグナム」を再現可能。
コロコロアニキの付録ステッカーZウイングマグナム・改造例

※マシン画像は試作品です。
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迫力満点のスタイルでかっ飛ばせ!!

Zウイングマグナムナムナ

ライトニングマグナム

サイクロンマグナム
ビートマグナム

マグナムセイバー
ビクトリーマグナム

バイソンマグナム
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翼をまとったマグナム。

いよいよ発進。
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迫力満点のスタイルで
かっ飛ばせ!!
新マシン「Z ウイングマグナム」は「爆走兄弟レッ

ツ＆ゴ－!!」の作者・こしたてつひろ先生によって

デザインされたミニ四駆だ。そのこした先生が、

好評発売中の「コロコロアニキ」のために特別に

書きおろしたマンガ「爆走兄弟レッツ＆ゴ－!!リタ

ーンレーサーズ!!」ではこの新マシンが登場し、誕

生のヒミツが明らかになるそ。どのような活やくを

見せるのか!? マシンと一緒にチェックしよう! 

今から20年前の1994年に「コロコロコミック」で連載が始まった、ミニ四駆

第2次ブームをささえた大人気ミニ四駆マンガが「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」。

主人公・星馬豪の愛車が“マグナム”だ。これまでに6台のマシンが登場し、

進化してきた名車中の名車。その7代目となるのが“Z ウイングマグナム”だ。

こした先生デザインのZ ウイングマグナムはマンガのストーリーイメージと重ね合わせてその姿が作られた。そのアイデアをカタ

チにするため、スケッチやクレイモデルで何回も検討が重ねられたからこそ、完成度の高い究極マシンが完成したのだ。

前後のカウルを小

型化し、大型リヤ

ウイングを装備。

さらに電池の搭載

位置を低くして低

重心化も実現した

3代目マグナム。

鋭いノーズや張り

出したフェンダー、

フラットな大型リ

ヤウイングが迫力

の5代目マシン。エ

アダクトでモータ

ー冷却効果も高い。

コクピットサイドの

コイルスプリングと

ダンパーやフラップ

付きの大型リヤウイ

ングが特ちょう的。

最高速重視の大径

タイヤを採用。

前後のタイヤをカ

バーするフルカウル

ミニ四駆の記念す

べき第1弾マシン。

小径スリックタイヤ

に蛍光グリーンのホ

イールが特ちょうだ。

マシン全体がシャー

プになった2代目マ

グナム。リヤウイン

グの小型化、フロン

トフェンダー後部の

取り外しなど空力効

果の高い1台だ。

ホビー、バトル、ギャグが揃った小

学館「コロコロコミック」の兄貴分。

それが「コロコロアニキ」だ! Zウ

イングマグナムはリターンレーサー

ズ!!の物語に登場。主人公の星馬 
豪が大人になった物語が展開され

るのだ。模型販売店、全国の書店

にて大好評発売中。税込620円。

ミニ四駆25周年を

記念して誕生。洗

練されたブーメラ

ン型のリヤウイン

グ、曲面構成のボ

ディに3分割のMS

シャーシをセット。

爆走マシン“マグナム”の歴史をおさらいだ 全てのカタチに意味がある。マシンの細部まで徹底追及。

コロコロアニキ

大好評発売中!!

ライトニングマグナム

サイクロンマグナム ビートマグナム

マグナムセイバー ビクトリーマグナム

バイソンマグナム
ミニ四駆PROシリーズ No.21エアロミニ四駆シリーズ No.12

フルカウルミニ四駆シリーズ No.1

フルカウルミニ四駆シリーズ No.12 フルカウルミニ四駆シリーズ No.21

フルカウルミニ四駆シリーズ No.6

©こしたてつひろ
   小学館・ShoPro

ミニ四駆の走りを紹介す

る「チューンナップ入門」、

ミニ四駆の美しさを紹介

する青い表紙の「ドレス

アップ入門」の2冊が発売

中!ミニ四駆を最近始め

たレーサーにピッタリだ。

ミニ四駆レーサーの戦いは、ジャパンカップ2014が終わってもまだ

まだ続く! 詳しくはタミヤのイベントホームページでチェックしよう!

ミニ四駆のバイブル本が好評発売中! ミニ四駆オータムグランプリ2014開催決定!

©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

11月2日（日）愛媛大会　今治港特設会場（愛媛県今治市）
11月15日（土）静岡大会1　ツインメッセ静岡（静岡市駿河区）
11月16日（日）静岡大会2　ツインメッセ静岡（静岡市駿河区）
11月23日（日）岡山大会　岡山おもちゃ王国（岡山県玉野市）
11月30日（日）東京大会　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）

ミニ四駆好きの兄弟、

星馬豪（右）と星馬烈

（左）が主人公。

［Item No：19401］ ［Item No：19406］
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スーパー1シャーシ

スーパーTZシャーシ

VSシャーシ MSシャーシ

スーパーTZシャーシ

スーパー1シャーシ

ミニ四駆が収納できるボ

ックス、メタリックステッ

カー、さらに模型店で買う

と特製ステッカーもついて

くる!絶対にゲットしよう!

《クレイモデル》

《イメージスケッチ》

こした
てつひろ
先生からの
メッセージ

大人気を集めたミニ四駆マンガ・アニメ『爆走

兄弟レッツ&ゴー!!』の生みの親。ミニ四駆の

レースシーンを豪快に描くその腕前は右に出

るものがいないほど。今後に展開に大注目!!

コロコロアニキで久しぶりのレッツ＆ゴー復活です!
すっかり大人になった豪と、たぶん息子の翼が大爆走します。
この親子の熱い想いが皆さんに届けば嬉しいです!!
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 はく      りょく     まん      てん

と

豪華付録もセット!!

＋

ミニ四駆 超爆走BOX ウイングマグナム メタリックステッカー 模型店限定 特製ステッカー

＋

●994円（本体価格920円） ●940円（本体価格870円）
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