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各シリーズの代表的な
マシンを紹介だ!!

ホットショットJr.
レーサーミニ四駆

自由皇帝
（リバティーエンペラー）

スーパーミニ四駆

マックスブレイカー
エアロミニ四駆

トルクルーザー
ミニ四駆PRO

エアロ アバンテ
ミニ四駆REV

ブラストアロー
ミニ四駆PRO

マグナムセイバー
フルカウルミニ四駆

スピンコブラ
リアルミニ四駆

ダイナホーク GX
マイティミニ四駆

フォード・レインジャー4×4

リアル感あふれる
ボディが特ちょうだ

ミニ四駆は1982年に発売されてから、

今年2017年で35周年を迎えた、長い

歴史を持つホビーだ。マシンは時代に

合わせて様々な進化を続けてきたぞ。

その過程をここでは振り返ってみよう。

RCカーのJr版として登場。スパイクタイヤでオフ
ロードを駆け抜ける、初期ミニ四駆を代表する1台。

ミニ四駆の第2次ブームを代表するマシン。兄弟マ
シンとして赤い「ソニックセイバー」もあるぞ。

メカニズムなどの形を再現したシリーズ。走行で

きないが、その分実感あふれるマシンに仕上がる。

強度が高いスーパーXシャーシを採用。タカを
イメージしたするどいデザインが特ちょうだ。

レース用に性能を高めた低重心シャーシなどを

採用。人気のエンペラーを引き継ぐマシンだ。

スーパーXシャーシに、扁平スリックタイヤを装備
した、低く構えるスタイルが印象的なマシン。

セッティング変更がすぐにできる3分割の
MSシャーシを採用したマシンだ。

30周年を記念して登場した、名車アバンテの名
を引き継いだARシャーシ採用のエアロマシン。

MSシャーシをさらに発展させたMAシャーシを
搭載。一体型で組み立てやすさや剛性が向上した。

モンスター
ビートルJr.

ワイルドミニ四駆

サニーシャトル
トラッキンミニ四駆

ビッグタイヤで、どんな悪路も走破するパワフルマ

シン。サーキットがなくても楽しめるミニ四駆だ。

1986年から１999年まで開催され、ミニ四駆30周
年の2012年に復活したジャパンカップは、ミニ四駆
同様に長い歴史を持つ大会だ。現在、ジャパンカッ
プ2017が開催中!全国の会場を巡回しているぞ。

シリーズが異なれば、マシンのスタイ

ルも様々だ。それぞれマシンの個性を

くらべてみるのも面白い。キミはどの

マシンがイチバンの好みかな？
アメリカンスタイルの陽気なピックアップトラック

をイメージしたリアル感あふれる1台だ。

ミニ四駆の始まりとなった

“フォード・レインジャー4×4”。

手軽に走れる四輪駆動の

プラモデルとして35年前の

1982年に登場した。
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ヒストリー

ミニ四駆REVシリーズ
よん       く

ミニ四駆 発売35周年 
35周年

MAシャーシ「ブラストアロー」発売

FM-Aシャーシ「ラウディーブル」発売

25周年 30周年

これまでに個性あふれるシリーズが登場したミニ四駆。420
種類以上ものマシンが発売され、その販売数の合計は、なん

と約1億8000万台以上。さらに、マシンの性能アップのための
グレードアップパーツも440種以上が登場し、様々なパーツ
でいろいろな改造が楽しめる。“作ってくふうして遊んで楽し

める”ミニ四駆のおもしろさは昔も今も変わらない。
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［タミヤジュニアニュース］2017年8月号

ミニ四駆イベント情報
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ねん　　がつ   ごう

発売35周年ヒストリー
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富士通乾電池提供 ミニ四駆ジャパンカップ2017

204vol.

ミニ四駆おススメセレクション
よん　　  く J-CUP＆３５th編
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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）

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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テクスポート今治

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!!
よん        く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                ぜん       こく   じゅん     かい  ちゅう

J-CUP2017開催を記念したスペシャルマシ
ン。J-CUPロゴ入りのメタリック調ステッカ
ーやホワイトタイヤも

スペシャルムード

満点だ。

モーターを冷やす効果もあ

る、レッドアルマイトカラー

のアルミモーターサポート。

ミニ四駆ステーションだけ

で取り扱う特別アイテムだ。

ミニ四駆をとことん楽しめるお店。それが「ミニ

四駆ステーション」。レースはもちろん、限定アイ

テムなどもある。近くのお店に行ってみよう!

J -CUP開催を記念した
特別デザインのモーター

2種も大好評発売中だ!

ハイグレードタイプの3種類の“HG“カーボンプレートにもジャパンカップ記念プリント入りが登場。ブラック×オレンジのカラーリングがクールだ!

35周年を祝う今年だけの特別アイテムも見逃せないぞ。お店で見つけたら早めにゲットしよう!

デクロスに搭載で

きるガンメタルカラ

ーのバリエーション

ボディ。キットのレ

ッドと組み合わせ

れば、違ったボディ

カラーが楽しめる。

トライゲイル
ジャパンカップ 2017（MAシャーシ）

開催中のジャパンカップ2017も大盛況!さらに多くのミニ四駆関連アイテムが登場するぞ。今回は数あるアイテム
の中からおススメを大紹介!!お気に入りのアイテムをお店でゲットして、夏休みはミニ四駆で思う存分楽しもう!!

Item:95100  

Item:95352 

※ゼロ、スーパーFM /1 /２/  TZ / TZ-Xシャーシに使用可能（一部のボディは加工が必要です）

Item:95096  

Item:95097  

Item:95312  

Item:18646  

1,000円（税別）  
えん  ぜいべつ  

1,000円（税別）  
えん  ぜいべつ  

180円（税別）  
えん  

   し  よう か  のう　 いち  ぶ 　　　　　　　　　  か  こう　    ひつよう

ぜいべつ 

400円（税別）  
えん  ぜいべつ 

360円（税別）  
えん  ぜいべつ 

420円（税別）  
えん  ぜいべつ 

940円（税別）  
えん  ぜいべつ 

360円（税別）  
えん  ぜいべつ 

がつ   にちはつばい

8月 5日発売

がつ   にちはつばい

8月 26日発売

がつ   にちはつばい

8月 26日発売

ミニ四駆おススメセレクション
よん　　  く

3分割のボディで、カラーコーディネートが
楽しめる新コンセプトのミニ四駆。オープン

とクローズのボディ

形状ができて、

ドライバー

搭載も可能。

DCR-01
（デクロス-01）（MAシャーシ）

�������

J-CUP＆３５th編

  35周年を記念した「ミニ四駆限定」のアイテムも続々登場。

アルミモーターサポート（レッド）

ハイパーダッシュ3モーター 
J-CUP 2017

ハイパーダッシュモーター PRO
J-CUP 2017

 【ミニ四駆限定】 

ホワイトタイヤ&ブルーメッキ
Aスポークホイール 360円（税別）  

えん  ぜいべつ 
ブルータイヤ&ゴールドメッキ
Aスポークホイール 360円（税別）  

えん  ぜいべつ 
マルチテープ（10mm幅 オレンジ）

480円（税別）  
えん  ぜいべつ 

ライキリクリヤーボディセット
480円（税別）  

えん  ぜいべつ 
フェスタジョーヌLクリヤーボディセット

860円（税別）  
えん  ぜいべつ 

パーツケースセット 

 【ミニ四駆限定】 

Item:95104 880円（税別）  
えん  ぜいべつ 

Item:95106

HG カーボンマルチワイドステー（1.5mm）J-CUP2017
 【ミニ四駆限定】 

980円（税別）  
えん  ぜいべつ 

Item:95105

HG カーボンマルチワイドリヤステー（1.5mm）J-CUP2017
 【ミニ四駆限定】 

HG カーボンマルチ補強プレート（1.5mm）J-CUP2017
 【ミニ四駆限定】 

DCR-01（デクロス-01）
ボディパーツセット（ガンメタル）

 【ミニ四駆特別企画】 

Item:95099  Item:95098  Item:95107  Item:95103  Item:95101 Item:95102 
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8月5日発売
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8月5日発売

  ジャパンカップ  かい さい　        き   ねん

  とく べつ

       しゅ　　だい こうひょうはつばいちゅう

※26日（土） 午後にオープンクラスのみ開催
にち ご         ご かい     さい

ど

ミニ四駆ステーションの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が開催中!キミも参加だ!
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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。
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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!
　　　　　　　  よん　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちょう      てん　　　　　  め          ざ

2017 ROUND3

ミニ四駆ジャパンカップ2017が開催される地域

のミニ四駆ステーションで開催。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！さらに右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!

ミニ四駆ジャパンカップ2017・
サテライト 大会開催中!

 よん          く　
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※ステッカーの数に限りがあります。
かず　　   かぎ　　　　　　　　　　　　　　　　    

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!
くわ　　　　　 　　　　　　　 よん    く

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周年を迎えた、ミニ四

駆の魅力を伝える公式ムックの最

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

書店で発売中!A5サイズ／630円（税別）

「ハイパーダッシュ!四駆郎」第2巻（通常

版/限定版）、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!リ

ターンレーサーズ」第2巻のコミックも

発売中!限定版はライズエンペラーのメ

ッキキットなどの豪華付録つきだ。

小学館のコミック誌「コロコロイチバン」で

ミニ四駆の新マンガ「翼レッツ＆ゴー!!ネクスト

レーサーズ伝」がスタート！全国書店で毎月21
日頃に発売。必ずチェックしよう!

コロコロアニキ2017・夏号

連載マンガのコミックスも発売!

Item No:63657

ミニ四駆関連の雑誌やコミックスが発売中だ!じっくり読んでミニ四駆ワールドを楽しもう!!
  よん    く     かん  れん　   　  ざっ    し　　　　　　                                                 はつ ばいちゅう　　　　　　　　　　  　　   よ　　　　　　　　　　   よん    く　　　　　　　　　　　　   たの

 こう        しき

 よん         く　　 ちょう       そく

　　　　　　　　なつ      ごう

  れん  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はつ   ばい

コロコロイチバンで
ミニ四駆・新マンガ連載開始!!
　　　　　　 よん         く　　　　   しん　　　　　　　　　　　　 れん       さい       かい        し

でん

つばさ

コミックス2巻/583円（税別） コミックス2巻・通常版/583円（税別）、限定版は2,500円（税別）

限定版付録の
ライズエンペラー


