
ハイパーデザイナーの
やまざきさんからの
メッセージ

3分割の新コンセプト
マシンが誕生。
5月に開催された静岡ホビーショーで

発表され、多くの話題を呼んだ新しい

スタイルのミニ四駆「DCR-01（デク

ロス-01）」が現在、好評発売中!

高性能なMAシャーシを採用し、

走りはもちろん、デザインも追求

した新マシンをじっくり紹介しよう。

新コンセプトを採用したミニ四駆

PROマシン、それが「DCR-01

（デクロス-01）」だ。前後に

伸びるロングキャノピーや、高さ

を抑えた低いボディデザインなど、未

来派ムードあふれるスタイルに仕上が

った。キラリと輝く付属のメタル調ス

テッカーで見た目もバッチリ。足回り

には極限まで細く仕上げた新デザイ

ンのスポークホイールを採用。細部ま

でこだわりが詰まった1台なのだ。

3つの各パーツに右の別

売りパーツを使ったり、

違う色に塗装をすれば、

手軽にボディの色替え

ができる。キャノピーを

外してオープントップス

タイルも楽しめるのだ。

今までにないスタイル　 
の個性派マシン

カラーコーディネート

で自分だけの1台に

マシンデザインは、人気

のタミヤのRCバギー「デュア

ルリッジ」のデザインも手が

けたハイパーデザイナーのや

まざきたかゆきさんが担当した。

上のCGは最初に描かれたマシンの

コンセプトイメージだ。洗練されたボ

ディ造形やホイールがカッコいいぞ！

ガンメタル色のデクロス-01・ボディ
パーツセットも発売中。さらにボディ
交換の幅が広がるぞ! 360円（税別）

プロモーションビデオ
がyoutubeで公開中。
QRコードを読み込ん
でチェックしよう!  
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Item:18646

  こうひょうはつばいちゅう

 好評発売中

1,000円（税別）
えん  ぜいべつ

デュアルリッジ
1/10電動RCカー

11,400円（税別）

キャノピー

大径ローハイトタイヤ（ブラック）

エアインテーク
6本スポークホイール（シルバー）

小型リヤウィング

（TT-02Bシャーシ）

とってもカッコよくてすご～く楽しめる
ミニ四駆ってなんだろう？ってものすご
～く考えて生まれたのがこのデクロス!
やまざきはみんなが作ったカッコいい
デクロスを見るのが楽しみなんだ!

    リヤカウル
（キット付属ボディ）

    フロントカウル
（別売・ボディパーツセット）     キャノピー
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自分だけの“マイデクロス”ミニ四駆を作ろう!

3分割の新コンセプト
マシンが誕生。
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品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

京セラドーム大阪・9階スカイホール

ツインメッセ静岡・南館

グリーンランド・レインボードーム

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

つま恋リゾート 彩の郷

おもちゃ王国

京セラドーム大阪・9階スカイホール

福井県産業会館

　　　　　　　　　　　　（日程・会場調整中）

6月18日（日） 東京大会1
6月25日（日）大阪大会1
7月2日（日）  静岡大会

7月9日（日）  熊本大会

7月16日（日） 東京大会2

9月10日（日）掛川大会

9月17日（日）岡山大会

10月1日（日）大阪大会2
10月8日（日）福井大会

10月予定    東京大会EX/チャンピオン決定戦
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仙台サンフェスタ

ハイブ長岡

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン

7月30日（日） 愛媛大会

8月6日（日）  仙台大会

8月13日（日）新潟大会

8月20日（日）北海道大会

8月27日（日）東京大会3
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ミニ四駆ジャパンカップが全国巡回中!!

デクロス★パンダ
あいきょうたっぷりの人気者、

パンダドライバーとカラフルな

コーディネートで仕上げた1台。

デクロ★スイカ
ミニ四レーサーの夏と言えば、「ジャパンカッ

プ」と「スイカ」は基本中の基本。ビックリ度

満点のスイカもようで個性派マシンに。

レーシング
★デクロス

レーシングカー

を参考にカラー

リングをすれば、リアル感

あふれるスタイルに仕上がるぞ。色々な

車の資料をヒントにしてみよう。

おシャンティ★デクロス
ボディを服に見立てて、色んな柄をちりば

めるのも面白い。柄を組み合

わせれば、おしゃれなミニ四

駆の出来あがりだ。

デクロス★ウルフ
ヒールな雰囲気漂うなオオカミマシンは、パ

ープル&イエローの個性的な組み合わせに。

デクロス★ドッグ
かわいらしい柴犬ドライバーにあわせて、ライトグ

リーンを基調としたキュートなカラーで仕上げた。

デク★まっこ
しろくまがいる北極を

イメージした、ホワイ

ト＆ブルーのクールな

カラーリングに。

自分だけの“マイデクロス”
ミニ四駆を作ろう!
車の走行性能に加え、3分割構成のボディで色替えカスタマイズが楽しめたり、手持ちのドライバー人形

などを乗せてオープントップ仕様に仕立てるのもミニ四駆「デクロス」の魅力。ここで紹介するボディの

カラーリング例を参考にキミだけのマシンを作り上げてみよう。もちろん自分が好きな色や物、実車など

を取り入れてもOK。さぁ、個性あふれる自分だけの“マイデクロス”で走り出そう!
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全国のミニ四駆ステーションでのレースを勝ち抜いたレーサーのNo.1を決定する“ミニ

四駆ステーション・チャンピオン決定戦”の出場権をかけた“ミニ四駆ステーションチャ

レンジ・ラウンド3がスタートだ！オープンクラス（高校生以上）と、ジュニアクラス（小学

4年生から中学3年生以下）の2クラスを開催。近くのお店の日程をチェックしよう。

カラーリング例
れい
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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!

ミニ四駆ステーションの頂点を目指せ!
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2017 ROUND3 ※7月中旬より開催!!

タミヤ公認競技会“ミニ四駆ジャパンカップ2017 ”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。来場者には先着で特別ステッ

カーや特別プレートの景品も用意！さらに上のコロコロアニキ夏号のサテ

ライト大会クーポンを持っていくとコロコロステッカーもプレゼント。詳

しくはミニ四駆HPをチェックしよう!

ミニ四駆日本一を決定する夏の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2017」が

現在、全国会場を巡回中。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ぞ！

ミニ四駆ジャパンカップ2017・
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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ミニ四駆シーズン到来!!
関連本でさらにミニ四駆を楽しもう!
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発売から35周年を迎えて、ミニ四駆の

魅力をお伝えする公式ムックの最新刊。

付録は様々なロゴが入った特製ドレス

アップステッカー。全国の模型店や書

店で発売中だ!

A4サイズ100ページ／720円（税別）

タミヤ公式ガイドブック

ミニ四駆超速ガイド 2017-2018

3 つ の ミ ニ 四 駆マンガ「ハイパーダッシュ!四駆郎」、

「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!リターンレーサーズ」、「二

ツ星駆動力学研究所」と、ミニ四駆記事が掲載された

楽しさ満点の小学館のコミック誌。全国の模型店や

書店にて発売中!A5サイズ／630円（税別）

コロコロアニキ2017・夏号

Item No:63657

ミニ四駆情報が掲載された本が発売中!じっくり読んでミニ四駆ワールドを楽しもう!!
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