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コードNo.039787

シルバーをベースとしたマルティニ・カラーの
NEW
ポルシェ 911 カレラ RSR ターボが登場！
ポルシェ911 カレラ RSR ターボ ル・マン1974 #22
1/24リアルスポーツカーシリーズ №23

発送予定：29日

価格：4,500円

コードNo.126487

お酒好きの方にはお馴染みの「マルティーニ・エ・ロッシ」がスポンサードした
マルティニ・カラーのポルシェ 911 カレラ RSR ターボが登場。
マルティニ・レーシングのゼッケン 22 号車。
ジィズ・ヴァン・レネップとヘルベルト・ミューラーが見事総合 2 位に
輝いた際のマシン。
同車は排気量を拡大することなく出力を向上させるため、
ターボチャージャーが組み込まれた。
□美しいストライプが映える、当時の試合中の車両の柄「マルティニ・カラー」を
デカールにて忠実に再現。
□存在感のあるリアウィングはご自身のお好きな角度で接着することが可能。
□窓の彫刻もリアルになっており、1 パーツはめるだけで簡単に再現できます。
□ドアノブは別パーツにするなどパーツ分割にもこだわっています。
□ライトリム・ヘッドライトランプはシルバーメッキが施されます。
□シャーシ部分や室内など隠れた部分まで立体的に再現。
車体の隅々までリアルにお楽しみいただけます。
□２２号車のヘッドライトの淵のシルバーを表現するため、
計算されたパーツ分割を行っています。

接着

必要

塗装

ちび丸 10式戦車

ちび丸ミリタリーシリーズ№1

コードNo.763156

必要

デカール あり

アップグレード
発送予定：22日

1990 年に制式化された「90 式戦車」の後継車両として
開発が進められ、2010 年に制式化。
現在、続々と増備が進む陸上自衛隊国産戦車の第 4 世代・最新の「10 式戦車」
□スナップオンキットで接着剤が不要。
□多色成型とリアルシールで、未塗装でも迷彩模様が再現可能。
□シールを新規作成。
新たに迷彩模様のシールを追加し、色調は成型品に合わせて作成。
素材も馴染みやすいリアルシールに変更。
ゴムスカートやカメラのシールも追加し、塗装なしでもリアルな仕上がりに。
□製品はドーザーパーツが着いた仕様を選択可能。
ドーザー部分は取り付け時に上下の位置が選択可能。
□砲身は一体成型で、スライド式金型により砲口部分が
開口処理されています。 砲身は上下可動式。

□G、X、アエラスの 3 タイプから 1 種類を選択可能。
□ホイールは 2 種類付属。
□ホイール、フロントグリル、ミラーなどのパーツはメッキ加工が
施されている。
□キットは車高を通常時とローダウンの 2 段階で調節可能。
□サスペンションは金属のスプリングを使用し , よりリアルに再現。
□リアドアガラス、リアガラスはクリア部品でスモークを再現。

塗装

多色につき、塗装不要

接着

1/700特シリーズ №16

発送予定：7日
価格：3,200円

開戦劈頭の快進撃たる南雲機動部隊、一翼を担った
中型空母「蒼龍」が、昭和 16 年 /13 年の選択式で再登場！
甲板マーキングや艦載機が選択式となり、飛行甲板に「サ」表記の
昭和 13 年仕様、真珠湾作戦〜ミッドウェイ海戦までの開戦時から
最終時の艦載機や甲板白線マーキング仕様が製作可能。
□製品は、船体が左右分割式。飛行甲板には繋止用眼環やカタパルト
装備予定位置にその準備姿をモールド再現しています。
□煙突はスライド金型を採用し、側面にある蒸気捨管をも再現しています。
□デカールには昭和16年と昭和13年の飛行甲板白線両方を収録しています。
□付属する艦載機は、零戦 21 型・九九艦爆・九七艦攻と九六艦戦・
九六式艦爆で、それぞれの年次に対応しています。
■緻密な作り込みを行うときに最適な純正のエッチングパーツ「Gup-81
蒼龍対応パーツ」は別途発売中。
■飛行甲板も板張り部分を手軽に、より実感的に再現する別売パーツ
「Gup-82 木甲板シール」発売中、塗装レスで組み立てたい方におススメ！
■完成後の展示・保管をする際、パッケージデザインをベースにした
艦名プレート「No.17 蒼龍」も併せてご利用ください。

誕生６０周年を迎えたスカイラインに
展示に最適なプレートが付いたセットを製品化。
S20 型エンジンを搭載した２ドアハードトップ。リアホイールアーチに装
着されたブラックのオーバーフェンダーが特長です。レースでもその実力
を発揮、日本グランプリに出場、連勝記録を塗りかえました。
□製品はヘッドランプとグリルを囲む太いクロームパーツもメッキで再現。
□ツインフレームの特徴的な四角いテールランプも忠実に再現。
□テールランプ横の「GT-R」ロゴも上下に配置されたデザインをデカール
で再現。
□スチールホイールとワタナベのホイールが付属、
２種類から選べます。
□おまけとしてサスダウンパーツが付属します。
□展示に最適な 25×150 ㎜のカーネームプレートが付属。

塗装

必要

接着

必要

デカール あり

成型色 単色

塗装

必要

接着

必要

デカール あり

その他 カーネームプレート付き

価格：3,500円

コードNo.039770

1/200 ウルトラセブンシリーズ

スカイラインブランドで GT-R と名乗る最後の形式「R34 型」
、埼玉県警察・
高速隊に配備された希少かつ最強のパトカー！
製品は簡便に組立てできる「接着剤不要のスナップオンキット」で、
NACA ダクトが付いたボンネットタイプ。
□キットをストレートに組み立てると、
埼玉県警/高速隊の805号車を再現可能。
□付属のデカールは新規作成したもので、豊富な内容を収録。
□本製品用に V スペックⅡの 805 号車、584 号車の対空表示、
車体とドアに跨った県警表示、後部の POLICE 表記とともに
忠実に実物同様とした車検関連表記、0102 運動シールを含みます。
□サービスとして、V スペックの 803、903 号車の対空表示、
後期投入型とは異なるサイズ・フォントの県警表示も収録。
□弊社のパトカーパーツセットと他社製スカイラインを組み合わせて
埼玉県警本部に展示保存されている 20-88 車両にも！
□赤色散光灯、バグガード、前面散光灯などパトカー独特の装備パーツが
付属します。
※本製品のベースはニスモバンパーのため、一部実車と形状が異なります。
パトカー関連パーツは接着が必要です。

塗装

必要

接着

不要（一部必要） デカール あり

コードNo.092119

発送予定：30日

価格：2,400円

地球防衛軍が 2 隻保有する水中メカ、4 人乗り攻撃用特殊潜航艇、
ハイドロジェットエンジンで高速航行、強力なレーザー砲、ミサイル装備。
設定スペック：全長：48m,(1/200 模型全長：24cm)
□同型艦 2 隻分の部品を収録。
□デカールには 1 号、2 号、２隻分を収録、両方を再現可能。
□船底はフルハルと喫水線の２種選択可能。
□フルハルには展示台が付属。
□水中発射ミサイル魚雷 武装パーツ付き。

成型色 単色

塗装

必要

接着

必要

デカール あり

その他 展示台付き

アイコン説明書

不要 スナップフィット

シール リアルシール

発送予定：30日

価格：3,600円

ニッサン スカイライン（R34）GT-R パトカー 地球防衛軍海洋潜航艇 ハイドランジャー
(T.D.F. HR-1 T.D.F.HR-2）2隻セット
発送予定：30日
1/24インチアップシリーズ №87

成型色 単色
成型色 多色

1/24インチアップシリーズ №259

NEW

日本海軍航空母艦 蒼龍 昭和16年/13年

コードNo.431918

価格：2,600円

KPGC10ハコスカGT−R2ドア '71 カーネームプレート付き
コードNo.039763

価格：3,600円

2006年に発売された3代目エスティマに設定されているG、
X、
アエラス。

成型色 単色

※写真は試作品であり、
実際の製品とは異なります。

NEW

発送予定：16日

見えにくい車体裏の
エンジン部分まで
繊細な彫刻で再現！

スライド金型を使用し
大型のリアウィングを
最小限のパーツで再現！

成型色 単色(ボディー：シルバー)

トヨタ エスティマ G/X /アエラスGパッケージ

1/24 インチアップシリーズ№8

パッケージ イラスト：モリナガ・ヨウ氏

成型色 単色

塗装

必要

接着

必要

デカール あり

NEW

新しい仕様で登場した製品です。

アップグレード

更にクオリティーを追求した製品です。

