
ミニ四駆・特別企画を大公開!!
4月21日にタミヤ プラモデルファクトリー 新橋店で開催された「ミニ四駆メディアミーティング2016」では、

今後のミニ四駆・特別企画が発表された。ここではその内容を紹介しよう。さらにくわしい情報は5月14・

15日（土・日）に開催される静岡ホビーショーで公開! 今年もミニ四駆がさらに盛り上がるぞ。

会場には多くの編集者や報道

関係者が集合し大盛況に。MC

ガッツが発表したミニ四駆企

画は皆の注目を集めていたぞ。

オープンクラス参加のミニ四レーサーは、5月29日・東京大会2より事前申し込み

方式に変更に。ジュニアクラス（小学4年生～中学3年生）とファミリークラス

（中学3年生以下）は事前申し込みなしの当日受付で参加OK。ミニ四駆イベント

や新製品情報もカンタンにチェック可能!お父さん、お母さんと一緒にみてみよう!

ジャパンカップ開催を記念して「ライキリ ジャパンカップ2016」が発売決定。実車スタイルで人気

のライキリをベースとした、ジャパンカップカラーのデザインマシンだ。高性能MAシャーシを採用

し、走りも申し分なし! 2種類の開催記念モーターも登場し、タミヤ公認競技会の必需品、単3型

アルカリ乾電池もさらに性能アップし「パワーチャンプRS」として発売。これは見逃せないぞ!
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ニュース

ジャパンカップ
関連アイテムが続々登場。3

ニュース
注目のスペシャルアイテムも

昨年、子供から大人まで多数のミニ四レーサーが参加し大盛況となった“ミニ四

駆ジャパンカップ”が2016年も開催!!レースの舞台は“ウルトラバーニングサー

キット2016”。数々のセクションが配置された、全長205mの走りごたえ十分の

サーキットだ。6月から10月にかけて全国各地で熱い戦いが繰り広げられるぞ。

※イメージCG
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キミのマシンでビッグコースに挑め!

ライキリ
ジャパンカップ 2016

 （MAシャーシ）

ハイパーダッシュ3
モーター J-CUP 2016

～今年も注目の企画が続々登場～

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。
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ビッグコースに挑戦しよう!
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ミニ四駆ジャパンカップ2016
よん   く



新セクション
しん

高くそびえるアルプス山脈をイメージした高低差のある立体

型複合セクション。アイガースロープが2つの複合セクション

としてさらに進化。上下するパワー

に加え、確実に下る事ができるマシ

ンバランスが要求されるこのコース

の最難関セクションだ!

新セクション以外にも様々なセクションが待ち構えているぞ。しっかりとチェックしよう!

「グライドバンク45（フォーティーファイブ）」：昨年のハイパーダッシュサーキット2015で登場。

マシンを45度に傾けながら走行するぞ。／「ダブルドラゴン」：ドラゴンバックが2連続する

複合セクション。マシンの姿勢も問われる要注意エリア。／「ニューエラ ターン」：チャンピオ

ンキャップのサポートを行うキャップブランド・ニューエラの名を冠したコーナー。「富士通

トリプルエス」：トップスピードに達したマシンが突入する連続S字カーブの複合セクション。

キミの自慢のマシンを走らせよう!
じ             まん

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

グリーンランド・レインボードーム

ツインメッセ静岡・南館

京セラドーム大阪・9階スカイホール

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

テクスポート今治

仙台サンフェスタ・1階イベントホール

福井県産業会館・1号館展示場

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

ヤマハリゾート・つま恋

会場調整中

会場調整中

おもちゃ王国

（予定）

　　　　　　 東京・MEGAWEB

ミニ四駆日本一を決定する一大ビッグイベント「富

士通乾電池提供 ミニ四駆ジャパンカップ2016」の

コースがついに発表された。今回も走り応え満点の

大迫力コースがキミのマシンの挑戦を待っている。

ジャパンカップは今年も多くのミニ四駆レーサ

ーで盛りあがること間違いなしだ!開幕戦ま

で残りもう少し。さぁ、大会日程をチェック

して、マシンセッティングを始めよう!
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ダブルドラゴン

グライドバンク45

6月19日（日） 東京大会1
6月26日（日）熊本大会

7月3日（日）  静岡大会

7月10日（日）大阪大会1
7月17日（日） 北海道大会

8月7日（日）  愛媛大会

8月14日（日）仙台大会

8月21日（日）福井大会

8月28日（日）東京大会2
9月4日（日）  掛川大会

9月25日（日）東京大会3
10月2日（日）大阪大会2
10月9日（日）岡山大会

10月予定    関東圏

10月予定    チャンピオン決定戦

「ジ・アルプス」
新セクション
しん

マシンがレーン移動するためのセクションであるチェンジャーが

さらに進化。約170センチもの高さはまさに垂直にそそり立つ壁

のよう。スピードとパワーが要求されるチェンジャーセクション。

「バーティカルチェンジャー」

数々の新セクションが

配置された全長205mのウルトラバーニング

サーキット2016が全国14会場を巡回致します。

【 開催地】全国14会場を巡回
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