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ミニ四駆限定商品
 よん   く     とく べつ   き   かく

ミニ四駆特別企画

直線的なボディフォルムに
空力パーツを満載
レッドカラーにブルーの大型キャノ

ピーが目を引く直線的なボディ、角

形ヘッドライトや垂直フィンをはじめ、

コクピット上部のエアインテーク、ダ

クトファン、垂直尾翼とその横に配置され

たウイングレット付水平尾翼など、空力パ

ーツを満載したマシン、それがダッシュ5号

D.D.（ダンシングドール）プレミアム。メカ

ニカル感あふれるフロントモノショ

ックや、水平尾翼の下からのぞく左

右4本ずつの排気管もポイントだ。

かつて人気を博したミニ四駆マンガ

｢ダッシュ！四駆郎｣の主人公、日ノ丸

四駆郎が率いる「ダッシュ軍団」の紅

一点、皇輪子（すめらぎりんこ）が使用

するマシンが、ダンシングドールなのだ。

ジャパンカップ記念モデル、クリヤー仕様、プレミアム版など、様々なマシンが7月に発売だ!

 よん   く     とく べつ   き    かく

ミニ四駆特別企画

J-CUP開催を記念したメモリアルモデル。ミニ四駆・ライ
キリをペースカー風に仕上げたレースムード満点の1台だ。

独特なデザインのアストロブーメランがスーパーIIシャー
シを採用しクリヤーブルーのスペシャルカラーで登場だ。

強度が高いモノコック構造のARシャーシを採用した
プロトセイバー エボリューションのプレミアム仕様マシン。

［ Item：95093］ ［ Item：95279］ ［ Item：19448］

～公式コース ～

新セクション「ジ・アルプス」や

「バーティカルチェンジャー」

をはじめ、数々の新セクション

が配置された全長205mのビッ

グコースが全国を巡回するぞ!

富士通 乾電池提供

ミニ四駆全日本選手権
ジャパンカップ2016
全国各地域で開催中!

大阪大会1・・・・・・・・・・・・7月10日（日） ／京セラドーム大阪・9階スカイホール
北海道大会・・・・・・・・・・・7月17日（日） ／真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
愛媛大会・・・・・・・・・・・・・8月  7 日（日） ／テクスポート今治 
仙台大会・・・・・・・・・・・・・8月14日（日） ／仙台サンフェスタ・1階イベントホール
福井大会・・・・・・・・・・・・・8月21日（日） ／福井県産業会館・1号館展示場
東京大会2・・・・・・・・・・・・8月28日（日） ／品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン
掛川大会・・・・・・・・・・・・・9月 4 日（日） ／ヤマハリゾート・つま恋
東京大会3・・・・・・・・・・・・9月25日（日） ／品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン
大阪大会2・・・・・・・・・・・10月 2 日（日） ／京セラドーム大阪・9階スカイホール
岡山大会・・・・・・・・・・・・10月 9 日（日） ／おもちゃ王国
関東圏・・・・・・・・・・・・・・10月予定
チャンピオン決定戦・・・・・10月予定           ／東京・MEGAWEB

ウルトラバーニング
サーキット2016 

大型キャノピー

フロント
モノショック

エアインテーク

ダクトファン 垂直尾翼

水平尾翼

垂直フィン

角形ヘッドライト 排気管
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 7月 9日発売

Item:95266  

ライキリ ジャパンカップ 2016
 （MAシャーシ）
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 えん   　ぜい べつ

1,000円（税別）
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アストロブーメラン クリヤーブルースペシャル
 （スーパーIIシャーシ）

プロトセイバー エボリューション プレミアム
 （ARシャーシ）
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歴代レーサーミニ四駆 大紹介!!

～ダッシュ5号 D.D.（ダンシングドール）プレミアム～
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直線的なボディフォルムに
空力パーツを満載

     ちょく          せ ん           てき

       くう              りき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     まん             さい

ごう
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ホーネットJr.

タイプ1シャーシ  タイプ1シャーシ

クリムゾン
グローリー

ダッシュ02号・新太陽
（ネオ・バーニング・サン）

ダッシュ1号
皇帝（エンペラー）

ダッシュ2号・太陽
（バーニング・サン）

Item:18032 Item:18034

Item:18012 Item:18015

ダッシュ3号・流星
（シューティングスター）

Item:18019

ダッシュ4号・弾丸
（キャノンボール）

Item:18022

ダッシュ5号D.D.
（ダンシングドール）

Item:18023

往年のレーサーミニ四駆のボディスタイルに、現

在のレースでも活やくできるシャーシをセットし

たプレミアムマシンが現在発売中。要チェック!!

ホーネットとは日本語で「ハチ」のこと。ブラッ

クボディにイエローとオレンジのカラーが特ちょ

う。ドライバー人形もリアル感満点の仕上がり。

はばたく不死鳥をイメージしたシャープなフォ

ルムと大胆なウイングが魅力。リヤウイングは

取り外しでき、イメージが変えられるのだ。

低くシャープなノーズ、大きく後方に伸びるウイ

ングなど、勝利を目指してはばたく鳥をイメー

ジしたボディが走りをさらに強調しているぞ。

前輪の直後にモーターを置く、FM（フロント

ミドシップ）シャーシを採用。前よりの重心位

置がコーナリングで強さを発揮するぞ。

バーニングサンのイメージを残しながら、FMシ

ャーシ用の改造が施されたマシン。燃える太陽を

イメージした蛍光オレンジカラーも新鮮だ。

装甲車をイメージしたスタイルに、グリーンの

ボディカラーが力強さバツグン。ミニ四駆軍団・

ダッシュウォーリアーズのタンクローのマシン。

シューティングスターは大型のエアインテーク

をはじめ、未来感覚あふれるボディデザインが

迫力。シャーシは軽量化されたタイプ3を採用。

ロングノーズ・ショートデッキのスポーツカーを

思わせるフォルムが魅力。リヤに突き出る4本の

エキゾーストパイプも迫力たっぷりな一台だ。

直進性を高める前後の垂直ウイング、リヤウイ

ング、コクピット後部のダクトファンなど、ダイナ

ミックなフォルムを満載した個性的なマシン。

「ダッシュ!四駆郎」に登場した主人公マシン。

メカニカルフォルムにオレンジと赤の派手なスト

ライプ、DASH!!ロゴなど個性あふれる一台だ。

名前のように竜をイメージしたスリムなボディ

が魅力の「スーパードラゴンJr.」。スパイクタイ

ヤを採用し、走る場所を選ばない一台だ。

スーパードラゴンJr.に続き、“ドラゴン”の名前

を持ったマシン。ボディは直線的でシャープな

ウェッジシェイプスタイルが特徴的だ。

竜をイメージしたボディフォルムと、燃え上が

る闘志を感じさせる炎のマーキングとレッドの

ボディカラーがポイントだ。

RCカーのトップマシン、アバンテのミニ四駆。

精悍なスタイルはミニ四駆になっても迫力十

分の仕上がりだ。スリックタイヤを初採用。

RCカー｢ホットショット｣をミニ四駆化したレ

ーサーミニ四駆の第1弾。迫力あるスタイルに

走る場所を選ばないスパイクタイヤを装備。

スーパードラゴン
プレミアム

ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）
プレミアム
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コロコロアニキに連載中「ハイパーダッシュ!四駆

郎」に登場するマシンは、往年の名車を新たに

デザインしなおした最新のミニ四駆だ。

ホットショットJr. 

Item:18001 Item:18002 Item:18007

アバンテJr.

Item:18014

スーパー
ドラゴンJr.

ファイヤー
ドラゴンJr.

Item:18008

サンダー
ドラゴンJr.

Item:18011

歴代レーサーミニ四駆

今から30年前の1986年にRCカーの弟分として誕生したレーサーミニ四駆は、翌年にミニ四駆マンガ「ダッシュ!四駆郎」の連載が始まり、

大人気のホビーとなった。そこで今回は、当時を代表する個性的なスタイルの歴代レーサーミニ四駆を紹介するぞ! 現在、レーサーミニ四駆の

人気マシンが性能アップしたプレミアム仕様や、新デザインを採用したモデルも登場。時を超えたマシンでレースするのもミニ四駆の楽しさだ。

大紹介!!

  よん              く  れき            だい

 だい           しょう          かい

日ノ丸四駆郎
  ひ　　   まる  よん   く    ろう

ライジング
バード
Item:18017

タイプ3シャーシ タイプ3シャーシ FMシャーシ FMシャーシ

ウイニング
バード
Item:18024

VSシャーシ

スーパーIIシャーシ

ライズエンペラー

Item:18643
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Item:18067 シューティングプラウド
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MAシャーシ
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