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名車・トライダガーが
 ワイルドに進化
これまでにない独特のスタイルを纏っ

たフルカウルミニ四駆「トライダガー

WX（ワイルドエックス）」がいよいよ

その姿を現した。

走行性能に優れ

たA Rシャーシ

を採用し、走りもバッ

チリ。ここでは注目のその姿を紹介。

裏面では毛並みを生かした改造例を

掲載だ。発売まで楽しみに待とう!

小学館・コロコロアニ

キ連載中のミニ四駆

マンガ「爆走兄弟レ

ッツ&ゴー!!Return 

Racers!!」に登場。ガンメタル色の

トライダガーの特ちょうを継承しな

がらも、ボディ後部には毛皮の彫刻

をほどこし、作中に登場したマシン

スタイルを再現したこれまでにない

ミニ四駆に仕上がっているぞ。

3 つ の ミ ニ 四 駆

マンガが掲載され

た、楽しさ満点の

小学館のコミック

誌。全国の書店に

て第7号が発売中!

A5サイズ／

574円（税別）

ボディと毛並みが融合

  した“超”個性的マシン

トライダガーの歴代

マシンをおさらいだ。

Side View

Front View Rear View

今から22年前の1994年に「コロコロコミック」で連載が始まった、大人気ミニ四駆マンガが「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」に登場する・鷹羽リョウ

の愛車が“トライダガー”。これまでに6台のマシンが登場し進化してきた名車だ。その7代目が、この“ワイルドエックス”なのだ。

コロコロアニキを

要チェック!
13mmプラローラー
（レッド）

Yスポークホイール（レッド）

フロントバンパー

ボディキャッチ

26mmローハイトタイヤ（ブラック）
リヤスキッドバー

リヤローラー
ステー

キャノピー

めい 　　  しゃ

しん        か

     よう

かい　   ぞう　　　 　　　　　　　　　　だい     しょう    かい

改造マシン・大紹介!

Item:19449 

ネオトライダガー 
ZMC

トライダガーXX
［ Item No：19409］

トライダガーX 
プレミアム

［ Item No：18629］

［ Item No：19433］

ライジングトリガー 
ホワイトスペシャル
［ Item No：19619］

ダブルエックス

立体的な造形でミニ四駆初の
リアルな毛並みを再現。
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トライダガーWX

©こしたてつひろ
   小学館・ShoPro

名車・トライダガーがワイルドに進化

トライダガーWX（ワイルドエックス）（ARシャーシ）
 めい       しゃ　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              しん         か
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マシン性能をアップする「チューンナップ」や、見た目を美しくする「ドレス

アップ」は、ミニ四駆を楽しむための大きなポイント。今回は1月14日発売予

定のトライダガーWX（ワイルドエックス）を改造したマシンを紹介しよう!

“小学館・コロコロアニキ第7号”に掲載されたこれら

を参考に自分だけの1台を作ってみよう!

トライダガーWX（ワイルドエックス）（ARシャーシ）

金髪カスタム仕様

マンガに登場する“J”のマシン、「プロトセイバー」をイメ

ージしたマシンを「トライダガーWX」で製作。毛並みは“J”

の個性的な金髪を再現するためにゴールドで塗装しているぞ!
紫と金色のカラーリングの派手な1台で目立ち度バツグンだ。

緑のボディーカラーに熊の茶色の

毛並みをリアルに仕上げた「トライダガ

ーWX（ワイルドエックス）」の名にふさわし

い野性味あふれる改造マシン。下で紹介するタミ

ヤのウェザリング材を使用し、手軽に本格的な仕上がり

に。コロコロアニキ通販限定のパーツも装着しているのだ。

 トライダガーJ
 スペシャル

タミヤ ウェザリング
マスター Aセット

改造マシン・大紹介!

ピンクに塗装した
スタイリングメッシュ
Item:95229

ARシャーシ
 FRPリヤワイドステー
Item:15452

19mmアルミ
ベアリングローラー 
Item:15160

13mmオールアルミ
ベアリングローラー
Item:15437

ARシャーシ 
サイドマスダンパーセット
Item:15459

コロコロアニキ 
スペシャルパーツセット
 J-CUP2015
（コロコロアニキ通販パーツ）

かい　　   ぞう　　　　  　　　　　　　　　　　　だい       しょう     かい

ジェイ

  きん  ぱつ　　　　　　　　　   し     よう

 トライダガーBEAST
毛並みを強調したアニキ仕様
    け      な 　　　　　 きょうちょう　　　　　　　　　　　　 し    よう

 と   そう
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www.tamiya.com/japan/mini4wd/最新情報はミニ四駆ホームページへ!

お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

タミヤ公認競技会“ミニ四駆グランプリ2017 NewYear”が開催される地域の

周辺地区のミニ四駆ステーションで「ニューイヤー・サテライト」が開催するぞ。

お店に行ってマシンを見せれば特別ステッカーがもらえたり、なかにはレースを

開催する店舗もあったりと、公認競技会だけでなく、もっとマシンを走らせたいミ

ニ四レーサーにピッタリなイベントだ。開催店舗などの詳しい情報は、タミヤのミ

ニ四駆ホームページやスマートフォンアプリ「タミヤパスポート」でチェックしよう!

来場者には

 特別ステッカーを
先着でプレゼント!!
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しゅうへん　ち        く　　　　　　　　   よん     く　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かい   さい

　　　みせ　　       い　　　　　　　　　　　　　　　　 み　　　　　　　　　とく   べつ　

 かい   さい　　　　　   てん     ぽ　　　　　　　　　　　　　　　　     こう  にん きょう   ぎ    かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はし　　　　　　　　　　　　

　　    よん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい  さい   てん     ぽ　　　　　　　　  くわ　　　　　   じょうほう　　　　　　　　　　　　　　　　

　　   よん    く

ニューイヤー・サテライト 大会開催決定!
  たい           かい　　   かい           さい　　　けっ           てい

らい        じょう　　 しゃ　　　　　　　　　　　

とく         べつ

せん         ちゃく

※ステッカーの数に限りがあります。ご了承ください。
かず　　　かぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　    りょうしょう

▲レース開催店舗では、イベント

　特別プレートの景品もあるぞ!

　　　　　　　 かい さい   てん    ぽ

とく  べつ　　　　　　　　　　　　 けい ひん

ミニ四駆マンガ「爆走兄弟レッツ&ゴー!!Return Racers!!」に登場する、鷹羽

リョウのマシン。ボディ後部には毛皮をイメージした彫刻を施されている個性

的な1台。シャーシはモノコック構造のAR。メタル調ステッカー付き。

気軽に汚し表現が楽しめる

ウェザリング材を使えば、毛並

みの表現がさらに立体的になってリ

アルさもアップするぞ!付属ツールのスポ

ンジでこすりつけるだけのお手軽さも魅力だ。

1,000円（税別）
えん  ぜいべつ

がつ   にちはつばい

 1月 14日発売

改造前のノーマル
マシンはコチラ!!

よりいっそうリアルな毛並みに仕上げよう!　

ビースト

▲コロコロアニキでは“J”
　が大活やく!？するぞ。

▲イメージのもとになった“J”の
「プロトセイバー」マシンだ

●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)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
  T

A

M
IY

A     
       

              　　　  OFFICIAL 

    2017
BEGINNING
CIRCUIT

OKAYAMA＞KAKEGAWA＞TOKYO＞EHIME＞SENDAI

改造後
かい   ぞう    ご　

改造後
かい   ぞう    ご　

スタイリング
メッシュ
Item:95229

FRPマルチワイド
リヤステー
Item:15430

マスダンパーセット（ヘビー）
Item:15401

13mmオールアルミ
ベアリングローラー
Item:15437

19mmアルミ
ベアリングローラー
（コロコロスペシャル）
（コロコロアニキ通販パーツ）
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Item:87079

ツールの
スポンジ

Item:19448

600円（税別）

1,000円（税別）

※使用イメージ
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ミニ四駆グランプリ2017 NewYear スケジュール

1月15日（ 日）   岡山・おもちゃ王国（岡山県玉野市）岡山大会
がつ　        にち   にちおか   やま   たい   かい

1月22日（ 日） 東遠カルチャーパーク・さんりーな（静岡県掛川市）掛川大会
がつ　        にち   にち とう えん

おかやま　　　　　　　　　　おう こく　　　　

しずおかけんかけがわ し

おかやまけん たま の     し

かけ  がわ   たい  かい

1月29日（ 日） 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）東京大会
がつ　        にち    にち しながわ

とうきょうとしながわく
とう  きょう   たい  かい

2月12日（ 日） テクスポート今治（愛媛県今治市）愛媛大会
がつ　        にち    にち いま ばり

え   ひめ けんいま ばり  し
 え    ひめ   たい  かい

2月19日（ 日） 仙台サンフェスタ（宮城県仙台市）仙台大会
がつ　        にち    にち     せん だい

みや  ぎ   けん せん だい  し
せん   だい   たい   かい

よん          く

2017年、新年の開幕レースとなる“ミニ四駆グランプリ2017 NewYear”が全

国の会場を巡回!!今回のレースの舞台は“2017ビギニングサーキット”。謎のセ

クション“バウンシングストレート”が配置された、全長167mのサーキットだ。

全国5会場で熱い戦いが繰り広げられるぞ。詳しくはホームページでチェック!
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