日本海軍航空戦艦 伊勢 フルハルモデル 1/72 瑞雲 セット
1/700 帝国海軍シリーズ SPOT №25

発送予定：8日

1/700 帝国海軍シリーズ SPOT №26

海戦に向け共に訓練を行った航空戦艦伊勢と
1/72 水上偵察機瑞雲のセット！
対空兵装が強化された伊勢はレイテ沖、捷一号作戦、エンガノ沖で瑞雲と
共に護衛に活躍した。
航空戦艦伊勢、日向と水上偵察機瑞雲、艦上爆撃機彗星で構成された
第 634 海軍航空隊は第 4 航空戦隊として来る海戦に向け訓練を行った。
瑞雲は伊勢の搭載予定機として共に訓練を行い航空戦艦搭載機としての
実戦参加は果たせなかったが、フィリピン・沖縄方面で偵察・夜襲・
襲撃任務などに従事した。
□製品は昭和 18 年に航空戦艦へ改装され、後部 5 番、６番砲塔が撤去さ
れ
格納庫と航空甲板が設置された特異な姿の伊勢をフルハルモデルで
再現できます。
□デカールは第 634 海軍航空隊 201 号機が付属。

発送予定：8日

価格：4,200円

コードNo.451305

価格：4,200円

コードNo.451299

日本海軍航空戦艦 日向 フルハルモデル 1/72 瑞雲 セット
海戦に向け共に訓練を行った航空戦艦日向と
1/72 水上偵察機瑞雲のセット！
瑞雲は日向の搭載予定機として共に訓練を行い航空戦艦搭載機としての
実戦参加は果たせなかったが、フィリピン・沖縄方面で偵察
・夜襲・襲撃任務などに従事した。
対空兵装が強化された日向はレイテ沖海で伊勢と共に奮闘し、北号作戦で
輸送艦として従事した。航空戦艦伊勢、日向と水上偵察機瑞雲、艦上爆撃
機彗星で構成された第 634 海軍航空隊は第 4 航空戦隊として来る海戦に
向け訓練を行った。
□製品は後部の 5 番、6 番の主砲を撤去して格納庫及び飛行甲板を設け
航空戦艦へ改装され、艦尾に噴進砲を搭載、対空兵装を増強した姿を
表現できます。
□デカールは第 634 海軍航空隊 201 号機が付属。

海戦に参加した艦艇の展示を引き立たせる作戦 & 艦艇名を表記した「展示用銘板」が登場！

日本海軍艦艇 展示用銘板
日本海軍艦艇 展示用銘板
「昭和17年10月 ヘンダーソン飛行場砲撃作戦」 「昭和17年10月 南太平洋海戦」
艦名プレートシリーズ №304
コードNo.115870

艦名プレートシリーズ №305

発送予定：27日

価格：1,800円

コードNo.115887

ー挺身砲撃隊による夜間艦砲射撃を実施！ー
今年 10 月は昭和 17 年のガ島砲撃作戦から７５年の節目｡
□銘板の内容は、砲撃作戦経過図を背景に参加した金剛・榛名を含む
直衛隊・前路警戒隊の参加艦艇名を収録。
第三戦隊 戦艦金剛・榛名
第十五駆逐隊 駆逐艦親潮・黒潮・早潮
第二十四駆逐隊 駆逐艦海風・江風・涼風
第二水雷戦隊 軽巡洋艦五十鈴
第三十一駆逐隊 駆逐艦高波・巻波・長波
「金剛・榛名や陽炎型駆逐艦」はちび丸艦隊でもラインナップしており
展示用の関連パーツとして注目です。

発送予定：27日

価格：1,800円

ーガ島総攻撃 / 陸軍第十七軍の航空支援と両軍機動部隊の衝突！ー
今年10月は昭和17年の南太平洋海戦から７５年の節目。
□銘板の内容は、南太平洋海戦経過図を背景に参加した航空兵力
「一航戦 / 二航戦」を中心とした参加艦艇名を収録。
銘板の表記艦名
第三艦隊 第一航空戦隊 翔鶴・瑞鶴・瑞鳳
第二艦隊 第二航空戦隊 隼鷹
各空母は 1/700 スケール精密キット「特シリーズ」でラインナップ
しており展示用の関連パーツとして注目です。

日本海軍艦艇 展示用銘板
「昭和17年11月 第三次ソロモン海戦」
艦名プレートシリーズ №306
コードNo.115894

発送予定：27日

価格：1,800円

ー再びの挺身砲撃隊による飛行場艦砲射撃を！ー
今年 11 月は昭和 17 年の第三次ソロモン海戦から７５年の節目。
成型色 単色

塗装

必要

接着

必要

成型色 単色

デカール あり

コードNo.431888

コードNo.431895

価格：3,200円

戦艦大和が向かった坊ノ岬沖海戦までの間、数々の主要な海戦・作戦に参加。
太平洋戦争全期間を戦い抜き、
戦果を残しつつ、
ほぼ無傷で終戦を迎えた雪風。
主な海戦としてミッドウェー海戦、第三次ソロモン海戦、レイテ沖海戦、
坊ノ岬沖海戦などに参加。
□製品は昭和 20 年 4 月の天一号作戦大和随伴時の勇姿を再現。
□対空兵装が強化された姿を再現。
□日本海軍駆逐艦 浜風（昭和 19 年）との 2 隻セットです。
塗装

必要

接着

必要

接着

1/700 特シリーズSPOT No.86

発送予定：13日

成型色 単色

必要

必要

デカール あり

日本海軍駆逐艦 白露型「白露」
「春雨」2隻セット
カット済みマスクシール付き

日本海軍駆逐艦 雪風/浜風 2隻セット
カット済みマスクシール付き
1/700 特シリーズSPOT No.85

塗装

発送予定：13日

価格：3,200円

一等駆逐艦白露型の 1 番艦、ネームシップ。竣工したての白露は昭和天皇
が乗艦した御召艦「比叡」の供奉艦に指定。行動を共にした。
主な海戦として珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦・第三次ソロモン海戦に参加。
開戦時は第一水雷戦隊に属し、主力艦隊の護衛任務に従事。
□駆逐艦「白露型」の「前期型」
、対空兵装が強化された姿が
再現されています。
□日本海軍駆逐艦 春雨との 2 隻セットです。
必要

接着

必要

その他 カット済みマスクシール付き

その他 カット済みマスクシール付き

【限定数量生産製品】
甲板のマスキングに時間がかかってしまう、マスキングが苦手、という方必見です！
特 EASY シールでお馴染みのシールを使用したマスクシールは
切り抜き済みはもとより、マスク部分と同じ色が印刷されており、塗装色がわかりやすくなっています。
また、やや厚めの素材を使用しているため貼りやすくなっています。
より効率的にマスキング・塗装が出来る専用説明書が付属します。
④マスクシールを
剥がします。

りやすい
塗装する色がわか

手間いらず
カット済みなので
の部分も
・細かいリールなど
カット済み
すい！
・厚手なので扱いや

①1色目を塗ります。
マスクシールと
同じ色を塗ります。

② マスクシールを貼ります。
彫刻に合わせて
しっかり圧着させましょう。

甲板の塗装完了！
③２色目を塗ります。
にじみ止めをすると
より確実にできます。

サイズは、横 150ｘ高さ 50ｘ厚み 3 ㎜
成型ゲートレスなので
平置き・縦置き共に可能です。
重厚感があり透明度の高い
透明アクリルをベースに、
精悍なデザインを印刷。

※画像はイメージです。実際の製品とは異なります。収録内容は変更する場合があります。

1/700 グレードアップパーツシリーズNo.1

デカール あり

デカール あり

SAMPLE

各艦艇は 1/700 スケール精密キット「特シリーズ」で
ラインナップしており展示用の関連パーツとして注目です。

日本海軍高速戦艦 金剛 昭和19年
純正エッチングパーツ

成型色 単色
塗装

□銘板の内容は、第三次ソロモン海戦（第一夜戦）を背景に参加した
主兵力「比叡・霧島」を中心とした参加艦艇名を収録。
銘板断面はカット痕を
カンナ削り仕上げで、
銘板の表記艦名
その断面は平滑にし
第十一戦隊 戦艦：比叡、霧島
上品な仕上げを行っています
第十戦隊 軽巡洋艦：長良

コードNo.115733

発送予定：17日

価格：2,600円

日本海軍高速戦艦 榛名 昭和19年
純正エッチングパーツ
1/700 グレードアップパーツシリーズNo.8
コードNo.115740

発送予定：17日

価格：2,600円

九七式中戦車チハ
純正エッチングパーツ

ちび丸ミリタリー グレードアップパーツシリーズ №1
コードNo.115900

フジミ模型ブログ

2017年

11月
November

発送予定：17日

価格：1,200円

No.3

開発秘話や発送情報をお届け！
http://ameblo.jp/fujimi-co/
2017年 8月

