
コンクールデレガンス・マシンを大紹介!
塗装や改造のアイデアを競うコンテスト、それがコンクールデレガンス。今回はタミヤの公認競技会で出品

された作品の中で目立っていたマシンを一気に紹介するぞ。どの作品も選手のアイデアがいかされた、

世界で一台だけのオリジナルマシン。これらを参考に、キミもマシンのドレスアップにチャレンジしてみよう!

～ミニ四駆・タミヤ公認競技会～  ミニ四駆
“コンデレ”とは?

“コンデレ”とは、見た目や塗装のアイデアの

を競うコンテスト“コンクールデレガンス”の

略称の呼び方の事。タミヤ公認競技会で開

催される“コンデレ”では個性あふれる作品

が出品されているよ! チェックしてみよう!

  よん               く  よん       く   こう     にん    きょう      ぎ       かい

   だい          しょう          かい

パンダ＆しろくまが

仲よくドライブ♪

人気のしろくまっこが

湯たんぽに乗って

登場だ!

　デコボコ道も走破する迫力のミニ四駆クローラー

サングラス着用の

アグレッシブ

スタイル

マグナムカラーが

フェルトで

再現!?

ミニ四駆キット   

　  で発売されている

   “パンダ”と“しろくまっこ”が、

仲良くミニ四駆・コペンでドライブ。

      ポップでかわいらしい雰囲気でマシン

   全体から楽しさが伝わってくる作品だね。

かわいらしいパッケージの中

に入っているのは、チョコレート

カラーのミニ四駆。ボディには、ホ

イップクリームやフルーツ、ホワイト

チョコレートをイメージしたデコレーション

が施され、実際に食べれそうな仕上がりに。

こちらの“パ

ンダ”と“しろくまっ

こ”はサングラスを身につけ

た走りに本気のスタイルだ。スポー

クホイールとスポンサーマークがレーシン

グマシンのイメージをいっそう高めているぞ。

ダンプカーやショベルカーなどのはたらく

車に使われるオレンジ色をイメージカ

ラーに採用した改造マシン。後輪の

ビッグタイヤやフロントのデコボ

コ道でも走破できるキャタ

ピラーなど、ミニ四駆の

四輪駆動でどんな道も

乗り越えて進むマシン

に大改造しているよ。

マグナムセイ

バーのカラーリン

グが、フェルトで再現 

されたコンデレマシン。

リヤウイングのマグナムの

名前まで細かくフェルトで作られた驚きの一台だ。

ミニ四駆ドライバーとして様々

な場面で活やくしている

しろくまっこが、

暖かさをもとめ

て湯たんぽマシ

ンで登場だ!

オレンジに統一された

イメージカラーもお似合いだね。

シャープなイメージのライキリが、ポップな水玉模様でかわいらしいミニ四駆

に大変身。カラーリングも赤をベースにピンクや黄色、白、黒などで世界観

を十分に表現。トレードマークのルーフ上の大きなリボンもポイントだ。

リアルな将棋駒がミニ四駆ボディとしてデビュー!?

まっすぐな直線が得意な「香車」がエントリー!!

ミニ四駆がかわいらしい

スイーツに大変身!?
将棋がついにミニ四駆に参戦!?

水玉模様をまとったのガールズ♡ミニ四駆
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ミニ四駆を運搬する

トランスポーター

トラック

タミヤカラーの

   2スタイル
     マシン 紫ベースの

デジタル迷彩

マシン 低くかまえた

レーシング仕様

マシン

インパクト十分な
ポップ＆カラフル
マシン

RCカーのアバンテを
再現した本格派

臨場感あふれる

ラリーレース仕様に

MCガッツの
スタイリングを

イメージ!

インパクト大の完成度!
“シューティングコンテナブースター”

実車コンセプトカーを

ミニ四駆で再現

マシン運搬のトランスポーターはワイルドミニ四駆のランチボックスJr.を改造して使用。

シルバー塗装と穴あけ改造の

レーサーミニ四駆・キャノン

ボールを搭載。パーツのFRP

プレートで荷台が作ら

れた力作だ。

タミヤマーク

の赤と青をイメージして作ら

れた改造マシン。マークにこめられた意味と

同じく、情熱と正確を兼ね備えた走りを実現する!?

こちらのマシンは、

ボディの黒色を

ベースに蛍光色を配置

しているぞ。細く加工

されたタイヤもカラフル

な色をチョイスして、

楽しげなマシンに。

ミニ四駆の伝道師、MCガッツ

の衣装をイメージしたカラーリン

グのミニ四駆コペン。特ちょう的な

青のファイヤーパターンと赤と白のス

ターデザインもリアルに再現されている

ぞ! ドライバーもガッツになれば完璧だ!

1988年に発売され、斬新

なスタイルで人気となった

RCカー“アバンテ”をミ

ニ四駆で再現した作品。

コックピットのドライバー

やオレンジ色のカムロック

式ホイール、ボディーカ

ラーリングやマーキングデ

ザインなども細かな箇所

にもこだわったの完成度

　　　  の高いマシンだ。

舗装されていない道や荒野を走

破するラリーカーをイメージし

た作品。タミヤやミニ四駆の

マークがほどこされたゲートが、

レース場面のリアルな雰囲気を

かもしだしているぞ。

ピンク、

グリーン、イエロー

と、ド派手な蛍光色を

シャーシとボディのマシン

全体で表現。カラフル度あふれる

目立ちまくりのマシンに仕上がっているぞ。

荷台はしっかりと

可動するリアル

な仕上がり。

左右を対象にしない

カラーリングが

新鮮だ!!

シンプルなボディをいかして、

紫のデジタル迷彩柄を表現した作品。

パーツも紫で統一した、おしゃれでクールな

トータルコーディネートマシン。

シューティングプラウドスターをベースに

マシンを大改造。マンガ家の武井宏之

先生の「コンテナブースター」

スケッチを元に仕上げた

大作なのだ!

軽量なポリカボディ

はレーシングの雰囲気が漂うブルーカ

ラー。リヤウイングやローラー、プレートなどの機能パーツ 

で素材感たっぷり。本気の走りを感じさせる一台といえるのだ。

 車メーカーのコンセプト

  カーをしっかりとミニ四駆で再現。

細かなディティールまで表現されているぞ。

ミニ四駆ながらも、そのフォル

ムはまさにRCカーの“アバンテ”。

作り込まれた細部を眺めるも楽しいマシンだ。

コンクールデレガンス
マシンを大紹介!

～ミニ四駆・タミヤ公認競技会～
  よん       く   こう     にん    きょう      ぎ       かい

   だい          しょう          かい

タミヤの公認競技会のコンクールデレガンス

では上位に入賞すると賞品ももらえるぞ。

キミも自慢のマシンでぜひ参加しよう!
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