
個性的な空力マシンが 
レース仕様で復活。

レーシングカーデザイナーの由良拓也さん

がデザインしたRCカー“ビッグウィッグ”

がミニ四駆のRSバージョンになって登場! 

今から約30年前のレーサーミニ四駆の特ち

ょうだったシングルシーター・レーシングバギーの

スタイリングは、今見ても新しい。ぜひキミも手にいれよう!

1986年に発売され、大きな話題となった

RCカー“ビッグウィッグ”は、空力性能を

追求したエアロマシンだ。そのデザインを

受け継いだのが、この“ビッグウィッグRS”。

レースでも好評のスーパーIIシャーシ

を採用。剛性があり、拡張性を高めた

シャーシは、幅広いセッティングに対

応し、現在のレースシーンでも活やく

可能。見た目も走りも文句なしの1台だ。

一目見ただけで「ビッグウィッグ」とわかる、オリジナルのイメージを引き

継いだバギーテイストあふれるカラーリングは、専用のメタリック調ステ

ッカーをセット。金属感あふれるツヤ消しのシルバーメッキホイールとの相

性もバッチリ。さらに存在感あふれるマシンに仕上がっているぞ。

［ Item No：95308］

1,000円（税別）
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4月8日（土）発売

エアロボディに「スーパーIIシャーシ」をセット。 SIDE VIEW

FRONT VIEW

ミニ四駆の兄貴分、

復刻版RCカーも発売中!

個性的なカラーリングもステッカーで再現。
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初期のビッグウィッグのデザインスケッチ。走行時の空気

の流れが考えられたボディフォルムが検討された。

ミニ四駆よりも大きな

オフロードバギーRC

カー。この機会にチャ

レンジしてみるのも面

白いぞ。

RC特別企画シリーズ
ビッグウィッグ（2017） 22,000円（税別）
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レーサーミニ四駆シリーズ・ビッグウィッグRS
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ミニ四駆・特別企画を大公開!!

個性的な空力マシンが

レース仕様で復活。
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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・特別企画を大公開!!
4月20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2017」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

13・14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

は大きな注目を集めていたぞ。

ミニ四駆PROシリーズに新マシン「DCR-01（デクロス-01）」が登場!これま
でのミニ四駆にはない、ボディ分割方式の“クロスシステム”を採用。別売り

のカラーバリエーション・ボディーパーツとの組み合わせで、手軽にカラーコ

ーディネーションが楽しめる。今年のミニ四駆シーンを盛り上げる1台だ。

ジャパンカップ開催を記念したスペシャルアイテム「トライゲイル ジャパン
カップ 2017」がリリース決定! さらにモーターやHGカーボンステーに加
え、ミニ四駆35周年を記念したメッキホイールやフェスタジョーヌ・クリヤ
ーボディ、そして謎の新シャーシも発表された!! これは見逃せないぞ!

　ミニ四駆デザインの新時代を
切り拓くクロスシステム採用マシン1

ニュース ミニ四駆PROシリーズ

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

多くのミニ四駆レーサーが参加するビッグイベント“ミニ四駆ジャパンカップ”が

2017年も開催決定!!レースの舞台は全長200mの“グレートクロスサーキット

2017”。その名の通り、セクションやレイアウトがクロスして入れ替わる4パター
ンのバリエーションを持つサーキットだ。6月中旬から全国15会場を巡回するぞ!

※イメージCG

2
ニュースキミのマシンでビッグコースに挑め!

トライゲイル
ジャパンカップ 2017

 　（MAシャーシ）

ハイパーダッシュモーターPRO
 J-CUP 2017 

～今年も注目の企画が続々登場～

ちゅうもく　　   しん　　　　　　　　　　　　かい じょう　　　　　  ひ     ろ      め　　　　　　たの

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。
注目の新シャーシも会場でお披露目!! お楽しみに!!
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ミニ四駆 ジャパンカップ 2017
今年も開催決定!!
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HGカーボンマルチワイドステー（1.5mm）J-CUP2017
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ハイパーダッシュ3モーター
 J-CUP 2017 
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HGカーボンマルチワイドリヤステー（1.5mm）J-CUP2017
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ミニ四駆グランプリ2017 SPRING 開催中!
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愛媛大会 5月4日（ 木祝） テクスポート今治（愛媛県今治市）
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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!
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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 ※現在開催中!

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!
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※ステッカーの数に限りがあります。ご了承ください。
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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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