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柴犬ドライバー人形付き
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レースで好評な高剛性で拡張性の高いスーパーIIシャーシを採用。シャ

ーシ本体はABS樹脂製の鮮やかなライトグリーンカラー、前後ローラー

やバッテリーホルダーなどのAパーツはボディと同じホワイトカラー。ライ

トブルーのタイヤとあいまって、さわやかな一台に仕上がっているワン!!

専用ボディにアニマルドライバーが搭乗した
走って飾って楽しいミニ四駆
大好評の動物ドライバーが乗ったミニ四駆の第4・5弾が登場だ。

ハンドルをにぎった動物のドライバーは手軽でうれしい組み

立て塗装済み。ロールバーとリヤウイングを装備した専用タイプ

のボディに、個性あふれるマーキング用のステッカーをセット。

さぁ、アニマルマシンでコースを走り抜けよう!
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1,188円（ Item:18085）  
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こうひょうはつばいちゅう えん

好評発売中

レーサーミニ四駆シリーズ No.85

1,188円（ Item:18086）  
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こうひょうはつばいちゅう えん

好評発売中

レーサーミニ四駆シリーズ No.86
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ヒールなムードのオオカミドライバーが注目
ちゅうもく

かわいい柴犬もミニ四駆が大好き
しば   いぬ　　　　　　　　 よん     く　　　   だい     す

よん   　　   く よん   　　   く

よん      く

シャーシは小型･軽量でショートホイールベースのVSタイプ。シャ

ーシ本体やリヤローラーステーはABS樹脂製のパープルカラー。

16mmプラローラーやバッテリーホルダーなどのAパーツはボディ

と同じブラックカラーでヒールな雰囲気があふれているガルル!!

ロールバー

動物ミニ四駆

第4弾のナンバー

動物ミニ四駆

第5弾のナンバー

柴犬の
エンブレム

動物スタイルのマシンを大紹介!

ミニ四駆オオカミ＆ミニ四駆ドッグ

大径スリックタイヤ

大径ハード
バレルタイヤ
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2010 熊本県くまモン
くまもとサプライズ・くまモンは熊本県の登録商標です。
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ミニ四駆イベント情報
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専用ボディにアニマルドライバーが搭乗した 走って飾って楽しいミニ四駆
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熊本県くまモン

くまもとサプライズ・くまモンは熊本県の登録商標です。

パンダ くまモン 　しろくま

  くま   サメ ライオン

  クモ 　 龍 　サメ
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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。

ミニ四駆グランプリ2017 SPRING 開催中!
よん          く かい　　   さい      ちゅう

トライダガーWX

レイザーギル

ウイニングバード
スーパードラゴン
プレミアム  ホーネットJr.

ミニ四駆
くまモン バージョン

ミニ四駆
しろくまっこ

ミニ四駆パンダ 

かわいいパンダのドライバーが乗ったミニ四駆。鮮やかな

オレンジカラーとブルーの組み合わせがポップさ満点!

熊本県のマスコットキャラクターとして大人気の「くまモ

ン」仕様のミニ四駆。ボディはアスチュート オープントップ。
動物園の人気者“しろくま”もミニ四駆ドライバーに!2種
類のほっぺシールを張りかえて楽しめるのもポイントだ。

「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!Return Racers!!」に登場する
マシン。熊の毛皮模様を彫刻で再現した個性的なマシン。

大海原を泳ぐサメの形とF1マシンのフォルムを合体させた
空力ボディ。ミニ四駆にしかできない独創的なエアロマシン。

ミニ四駆デザインコンテストの最優秀作品を立体化。サバ

ンナを疾走するライオンをイメージしたボディフォルムだ。

ミニ四駆マンガ「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」に登場。一度
見たら忘れられないクモをイメージした個性的なデザイン。

ミニ四駆ポスターマンガ「風のレーサー侠 外伝」に登場す
る大日向白郎のマシン。リバティーエンペラーに似ているぞ。

ミニ四駆マンガ「新世紀レーサー ミニ四キッズ」や「ミニ四
駆新世紀 BREAK IN」で活やく。サメのようなフォルムだ。

ブラックボディにイエローとオレンジのストライプが入った

カラーは蜂をイメージ。個性あふれるオフロードマシンだ。

ミニ四駆マンガ「ミニ四トップ」に登場したマシン。はばた

く鳥をイメージしたシャープかつ大胆なボディデザイン。

RCマンガ「ラジコンボーイ」に登場したRCカーの弟分。木
彫り職人が掘った竜の頭をイメージしたボディが特ちょう。

動物スタイルのマシンを大紹介!
オモテ面で紹介したマシン以外にも、動物をモチーフにして作られたミニ四駆は数多くラインナップ

されているぞ。その中の一部をここでは紹介!形やマーキングなどを見くらべてみるのも楽しいぞ!
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Item：95068
Item：18084

Item：18083

1,188円

Item：19449

1,080円

ビークスパイダー
プレミアム
Item：19439

1,080円

1,080円

Item：18002 Item：18024 Item：18067

小覇龍
Item：19503 Item：19203

※現在は発売されていません。

※現在は発売されていません。※現在は発売されていません。

※現在は発売されていません。

シャドウシャーク
Item：18704

972円

サバンナ レオ
Item：18623

972円
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大阪大会

岡山大会

東京大会2

愛媛大会

きょう　　　　　　　　  おおさか　       かい

4月2日（ 日） 京セラドーム大阪・9階スカイホール（大阪市西区）
がつ　  にち    にち

4月9日（ 日） おもちゃ王国（岡山県玉野市）
がつ　  にち    にち

4月23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）
がつ　        にち    にち

5月4日（ 木祝） テクスポート今治（愛媛県今治市）
がつ　 にち    もくしゅく    　　　　　　　　　　　          いま  ばり
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www.tamiya.com/japan/mini4wd/最新情報はミニ四駆ホームページで!

ダブルバウンシング

ストレートは会場ごと

に向きが変わるぞ!

ステップサーキット
2017（全長:180m）
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ダブルバウンシング
ストレート（マルチ）

Ωターン
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ミニ四駆ステーションの頂点を目指せ!
　　　　　　　  よん　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちょう      てん　　　　　  め          ざ

2017 ROUND2 ※3月中旬より開催中!
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タミヤ公認競技会“ミニ四駆グランプリ2017 SPRING”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開催！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。
※イメージ
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▲レース開催店では、イベント特別プレートの

景品も用意!3ミリ穴があるのでキーホルダーや
撮影用プレートとしても使えるのだ。
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 特別ステッカーを
先着でプレゼント!!

ミニ四駆グランプリ2017 スプリング・サテライト 大会開催中!

ミニ四駆ジュニアカップ2017 トレッサ横浜杯［春］開催決定!
4月30日（日） トレッサ横浜南棟 イベント広場（横浜市港北区）にて

 よん      く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たい    かい    かい    さい   ちゅう

※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

詳しくは、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!
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イベント情報
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