
狙った勝利は逃さない
ブラックカラーで統一されたミニ四駆・新マシン

「ナイトハンター」。注目のFM-Aシャーシを採用

して1月20日に発売されるぞ。闇夜で獲物を

狙う肉食動物をイメージしたスタイルは、

精悍さが溢れる仕上がりだ。勝利

を狙うミニ四レーサーにおススメ

の1台。お店でチェックしよう!

空力性能に優れた流れるようなライン

のボディもポイントだ。フロントバンパ

ー下側の大きな開口部やボンネットに

あるエアアウトレットなど、走行中の

空気の流れもデザインすることで、

モーターを効果的に冷やす事ができ、

マシンの性能を最大限に引き出すのだ。
ブラックのボディにはえる、メタル調のステッカーつき。シンプルに配置されたピンクのグラフィ

ックマーキングや、足回りを引き締めるレッドのスポークホイールもクールでかっこいいぞ。

  下記の「ミニ四駆グランプリ2018

ニューイヤー」から、ローラー装着

数の制限が暫定で

無くなるぞ。詳しく

はホームページを

チェックしよう!

勝利を見据えた

顔つきとスタイルだ

エアロデザインを取り入れ、フロントにモーターを

搭載したシャーシ。重心が車体のフロントよりにあるのでアッ

プダウンが多いコースでも安定感のある走りが可能になるぞ。

注目シャーシ“FM-A”を採用!

公認競技会の
規則をチェック!
公認競技会の
規則をチェック!

Side View

Front View Rear View

13mmプラローラー
（ブラック）

キャノピー 小型リヤウィング

小径ローハイトタイヤ（ブラック）

タミヤ公認競技会“ミニ四駆グランプリ2018 NEW YEAR”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。開催店舗はミニ四駆ホームページをチェックしよう!
※イメージ
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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
プレゼント!!

ミニ四駆グランプリ2018 ニューイヤー・サテライト 大会開催中!
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ミニ四駆グランプリ2018 NEWYEAR開催中!
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掛川大会

東京大会
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仙台大会

とうえん　　　　　　　　　　　そうごうたいいくかん

1月21日（ 日） 東遠カルチャーパーク総合体育館・さんりーな（静岡県掛川市）
がつ　       にち    にち

おかやまけんたまの    し
おか  やま   たい  かい

岡山大会
　　　　　　　　   おう こく

1月14日（ 日） おもちゃ王国（岡山県玉野市）
がつ　        にち    にち

1月28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

2月11日（ 日） テクスポート今治（愛媛県今治市）
がつ　        にち    にち

2月18日（ 日） サンフェスタ（仙台市若林区）
がつ　        にち    にち

Item:18708

1月20日（土）発売 1,000円（税別）
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QRコードを読み込んでチェック!
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ミニ四駆イベント情報
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ミニ四駆REVシリーズ・ナイトハンター（FM-Aシャーシ）
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タミヤ公認競技会サーキット大紹介!!
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ミニ四駆REVシリーズ
ナイトハンター（FM-Aシャーシ）

よん  く

ミニ四駆PROシリーズ
マッドレイザー（MAシャーシ）

よん  く

狙った勝利は逃さない
     ねら　　　　　　　　　　　　  しょう              り　　　　　　　　   のが
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新年

全日本選手権

王者決定戦

店舗 一決定戦

冬

春

世
界
一
決
定
戦

ダブルバウンシング
ストレート（マルチ）

バウンシングストレートが2
つ連続し、セクションの向き

が変わると斜面の角度と距離

も変化する要注意エリアだ。

193
  メートル

全 長
ぜんちょう

＞2017年1月～2月

＞2017年10月～12月

＞2017年11月

＞2017年11月

＞2017年2月～5月

たくさんのミニ四駆レーサーが全国各地で熱い戦いを繰り広げた、2017年の主なサーキットをここでは紹介しよう。キミは

どの公認競技会に参加して、サーキット攻略できたかな? 2018年はどんな新サーキットが登場するのか? 楽しみに待とう!!

ミニ四駆グランプリ2017 NEW YEAR
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ぜんちょう
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全 長
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全 長
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2017年、開幕の舞台は干支・酉にちなんだ高速サーキットからスタート。今ではおなじ
みとなった『バウンシングストレート』が新セクションとして初登場したぞ。鋭角に切れ

込む『コケコッコ コーナー』や、傾斜60度の『ライジングチェンジャー60°』など、油断
できない新セクションもレイアウトされた、新年の初走りにふさわしいサーキットだ。

●1/15 岡山大会（おもちゃ王国）
●1/22 掛川大会（東遠カルチャーパーク・さんりーな）

●1/29 東京大会（品川シーサイドフォレスト）

●11/26 東京大会（品川シーサイドフォレスト）
●12/3 北海道大会（シャトレーゼ・ガトーキングダム サッポロ）

●11/19 （ツインメッセ静岡）

●11/18（ツインメッセ静岡）

●2/12 愛媛大会（テクスポート今治）
●2/19 仙台大会（仙台サンフェスタ）

●4/2 大阪大会（京セラドーム大阪）
●4/9 岡山大会（おもちゃ王国）
●4/23 東京大会2（品川シーサイドフォレスト）
●5/4 愛媛大会（テクスポート今治）

●2/26 熊本大会（グリーンランド）
●3/19 東京大会1（品川シーサイドフォレスト）

●3/26 北海道大会（真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）

7会場で開催された春の大会は、会場ごとに前後の向きが変わる『ダブルバウンシングスト
レート（マルチ）』や、スロープを登った後のマシンが不安定な状態で90°カーブする『ス
プリングポップ』。さらに、複合セクション『Ω（オメガ）ターン』～『デジタルコーナー』、

35周年にかけた角度35度のレーンチェンジ『セレブレートチェンジャー35』が待ち構えた。

世界中のレーサーが集まり、世界一

を競った大会。2017年の名物セクシ
ョンを基に構成された難関サーキット

で、ハイレベルな勝負が展開された。

全国にあるミニ四駆のお店「ミニ四

駆ステーション」での大会を勝ち抜

いたレーサーのチャンピオンを決定

する大会。市販の3レーンコースと、
この日だけの特殊セクションを組み合

わせたコースでレースが開催された。

2017年を締めくくるのは、高速サーキットの“レイザーサーキット2017”。『レイザース
トレート』でマシンがハイスピードとなった後に、デジタルカーブ、チェンジャー、バウン

シングブリッジと複数のセクションが待ち受ける。2会場のみで展開されたレアなコースだ。

2017 ビギニングサーキット

ミニ四駆グランプリ2017  WINTER

レイザーサーキット2017 

ミニ四駆 ワールドチャレンジ 2017

World Showdown Way 2017 

ミニ四駆ステーション チャンピオン決定戦

ミニ四駆ステーション チャンピオン決定戦2017 サーキット 

ミニ四駆グランプリ2017 SPRING

ステップサーキット2017

 公式コースは2018 ビギニングハンターサーキットだ。詳しい日程は表面を見よう!

コケコッコ
コーナー

高速で左に切れ込む

鋭角コーナー。その後

の複合セクションも含

めた難関ポイントだ。

バウンシング
ブリッジ

スロープを登った後

に、マシンがさらに

上下に揺さぶられ、

安定性が必須だ。

デジタル
コーナー

スプリング
ポップ

ダブルバウンシング
ストレート（マルチ）

Ω（オメガ）ターン

ゴールラインビギニングバンプ
（ドラゴンバック）

スタート ゴールライン

スロープ上り

スタート

スロープ下り

スロープ下り

（A/B）

バ
ウ
ン
シ
ン
グ
ス
ト
レ-

ト

スロープ上り

（ワンエイティ）

よん 　　　   く スプリング

ライジング
チェンジャー60 セレブレートチェンジャー35

スロープ上り
セレブレイトチェンジャー35

デジタルカーブ
スロープ下り

ゴールライン スタート

レイザーストレート

Turn M

Double Bouncing Straight +1 with Slope

チャンピオン決定のためのハイレベルサーキットだ

Omega Bank

Loose Road

Slope (up)

Slo
p

e (d
ow

n
)

Loose Road

Finish line Start

Climb Changer

＞2017年12月

223
  メートル

全 長
ぜんちょう

●12/10 （ツインメッセ静岡）

タミヤ公認競技会のオープン

クラス優勝者に与えられる称

号「チャンピオンズ」の中か

ら真の優勝者を決定する、最

高峰のレース大会だ。

ミニ四駆 チャンピオンシップ 2017

Champions' Road 2017

2017年版
ねん   ばんタミヤ公認競技会サーキット大紹介!!

コケコッココーナー

（ロウマウンテン）

ミニ四駆日本一決定戦のジャパンカップでは、何と会場ごとに4つのコースレイアウト、4
パターンのダブルバウンシングストレートの向きを変化する前代未聞のサーキットが巡

回！臨機応変なセッティングが求められるジャパンカップに相応しいサーキットとなった。

△掛川大会のようす

△東京大会1のようす

△東京大会のようす

レイアウトは
4パターン!

A、AA、B、BBと

4つのサーキット
レイアウトが展開

された予測不可能

なコースなのだ!
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  メートル

全 長
ぜんちょう

タイプ　コース

富士通ポップ

ゴールライン

ルーズロード

ニューエラターン

オメガバンク

スタートダブルバウンシング
ストレート（マルチ）

ラストターン

クライムチェンジャー

ス
ロ-

プ
下
り

スロープ上り

△掛川大会のようす

2018年の初走り!ミニ四駆グランプリ2018 ニューイヤー開催!!

バウンシングブリッジ（B/A）

バウンシングストレート

バウンシングストレート

バンク
カーブ

バンクカーブ
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スロープ上り

レーンチェンジ

スロープ下り

スロープ
下り

ス
ロ
ー
プ
下
り

ス
ロ
ー
プ
上
り

スタート

ゴールライン

スタート

ロングルーズロード

ファントム
チェンジャー

オメガバンク

ダブルバウンシングストレート（×2）

×2

スロープ下り
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＞2017年6月～10月

●9/17 岡山大会（おもちゃ王国）※荒天中止
●10/1 大阪大会2（京セラドーム大阪）

●10/8 福井大会（福井県産業会館）

●10/9西日本大会EX（福井県産業会館）

●10/15  東京大会EX  &チャンピオン決定戦（MEGAWEB）　　　　 

●6/18 東京大会1（品川シーサイドフォレスト）

●6/25 大阪大会1（京セラドーム大阪）

●7/2 静岡大会（ツインメッセ静岡）

●7/9 熊本大会（グリーンランド）

●7/16東京大会2（品川シーサイドフォレスト）  

●7/30 愛媛大会（テクスポート今治）

●8/6 仙台大会（仙台サンフェスタ）

●8/13 新潟大会（ハイブ長岡）

●8/20 北海道大会（真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）

●8/27 東京大会3（品川シーサイドフォレスト）

●9/10 掛川大会（つま恋リゾート・彩の郷）

富士通 乾電池提供 ミニ四駆ジャパンカップ2017 
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 ねん　　　      はつ       はし　　　　　　　　　           よん       く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     かい      さい         

 ぜん  こく　　　　　　　　　　　　よん   く 　　　　　  みせ 　　　　　　 よん

　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい かい　　　 か　　　   ぬ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けっ てい

　　　　　たい  かい　　   し    はん

　　　　　ひ　　　　　　　 とく しゅ　　　　　　　　　　　　　 く             あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい  さい

　　　　　　  こう  にん  きょう  ぎ   かい

　　  　　　　 ゆう しょうしゃ　　あたえ　　　　　　　　 しょう  

ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なか　　

　　  しん　　  ゆうしょう しゃ　　   けっ てい　　　　　　  さい 

こう  ほう　　　　　　　　　たい かい

   せ    かいじゅう　　　　　　　　　　　　　　  あつ　　　　　　　せ   かい いち

　　  きそ　　　　　たい かい                            　ねん          めい  ぶつ

　　　　　　   もと　       こう  せい 　　　　　　  なん  かん

　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう  ぶ　　　てん かい


