
 2018年  8月

2018年11月2018年11月
No.2No.2

コードNo.722955
 1/72 Fシリーズ SPOT №1

 価格：3,400円
 発送予定：26日

F-4EJ ファントムⅡマーキング3種セット

コードNo.170749
チビマルゴジラシリーズSPOT №4

 価格：6,500円
 発送予定：29日

チビマル ゴジラ VS キングギドラ 対決セット

コードNo.170602
くまモンのシリーズ№10

 価格： 2,600円
 発送予定：8日

モンキー くまモンバージョン

コードNo.170626
くまモンのシリーズ№12

 価格： 4,800円
 発送予定：14日

くまモンのプラモ ライダーヘルメットバージョン
＋Honda モンキー くまモンバージョン

成型色塗装 接着

デカール シール その他

コードNo.432212
1/700 特シリーズ№42

 価格： 3,400円
 発送予定：14日

日本海軍航空母艦 雲龍

コードNo.432274
1/700 特シリーズNo.16EX-1

 価格： 4,200円
 発送予定：8日

日本海軍航空母艦 蒼龍 昭和13年 
（エッチングパーツ付き）

コードNo.451367
1/700 帝国海軍シリーズ SPOT №28

 価格： 3,800円
 発送予定：12日

日本海軍航空母艦 海鷹 フルハルモデル ドック付き                      

コードNo.092140
1/20 グランプリシリーズNo.26

 価格： 4500円
 発送予定：19日

フェラーリ641/2
（メキシコGP/フランスGP）

コードNo.116426
1/700グレードアップパーツシリーズ№137

 価格： 3,000 円
 発送予定：5日

艦NEXT 日本海軍戦艦 大和 昭和16年/19年
純正エッチングパーツ

大好評だった2017年岐阜基地航空祭のスペシャルマーキングを
含むデカールがセットになって登場!
F-4EJ ファントムⅡの特別塗装のデカール３種がセットになりました。
□製品は1/72Fシリーズの飛行機に対応しています。
□・F-4EJ ファントムⅡ 飛行開発実験団 航空自衛隊60周年記念塗装 301号機
　・F-4EJ ファントム II 飛行開発実験団 60周年記念
　・F-4EJ 飛行開発実験団 2017年スペシャルマーキング
　のデカールが収録されています。 
□数量限定生産のため2017年のスペシャルマーキングは
　本キットのみでしか手に入りません。
□特徴的な迷彩模様がデカールを貼るだけで再現できます。
□部隊マークは301、302、305、306SQを中心に様々な飛行隊
　を収録しています。

ゴジラ VS キングギドラ ！自分だけの対戦シーンを
作って楽しもう！
このセットでしか手に入らない展示ベース付き。
東宝創立60周年記念作品でもある映画ゴジラvsキングギドラ。
□ゴジラは背びれと放射熱線には蓄光樹脂を採用！暗い場所で
　ほのかに光ります。
□キングギドラの口、首、尻尾などには関節にポリキャップ・
　ボールジョイントを採用し幅広い可動領域を確保。
□映画をイメージさせる雰囲気に仕上げた彩色済み展示ベース付き。
□展示ベースには「ゴジラ VS キングギドラ」のネーム入り。
□塗装なし接着剤不要の
　スナップキットで組み立てる
　だけで迫力のある仕上がりに
　なります。
□目や口などのカット済みの
　シールが付属するので初心者
　でも挑戦しやすい仕様です。

特シリーズは1/700スケール、喫水線上を再現した洋上モデルです。
詳細な部品分割と繊細な彫刻表現により優れたディテール再現性を持つ艦船模型です。
□これまで形状再現性が不足していた飛行甲板は、設計による現在水準の
　再現度で製品化しました。
□製作できる年次が２種から選択可能。
　のちに増設された機銃座や墳進砲とスポンソンが別パーツ化されており、
　竣工時と最終時の２形態が再現可能。
□迷彩塗装された飛行甲板を手軽に再現できるデカールが付属。
□多彩な艦載機が付属。
　・艦載機は竣工後艦載部隊とし存在した第六〇一航空隊の
　 保有機「零戦52型」「零戦21型爆装」「彗星」「天山」の4種。
　・沈没時の輸送作戦で格納庫内に積載されていた「特攻機桜花」が付属。
□艦体部分の成型部品は、外舷22号色の塗装発色を
　考慮しライトグリーンとしています。

通称「くまモンキー」を1/12スケールで再現！
Hondaと熊本県のコラボレーションにより誕生した
「モンキー・くまモンバージョン」。
□くまモンをイメージした黒と赤のカラーリングが特徴です。
□特別デザインの“くまモン”タンクバッジや、
　「Honda」「Monkey」のエンブレムはデカールで再現。
□発売１周年を記念して行われたイベントに展示された車体に
　付属していたくまモンのマークを新規に収録。
□これまでメッキパーツで塗装加工が不便だった部分を黒の
　成型色とし加工が容易になりました。
□新規パッケージデザインで装いも新たに登場！

くまモンのプラモ ライダーヘルメットバージョンと
　　　　Hondaモンキー くまモンバージョンがセットになった！
熊本県PRキャラクターとして九州新幹線全通日に誕生したくまモン。
Hondaと熊本県のコラボレーションにより誕生した「モンキー・
くまモンバージョン」とヘルメットを着用したくまモンが再現できます。
バイクはくまモンのイメージカラーであるブラックとレッドの車体が
特長的です。

□くまモンのプラモ ライダーヘルメットバージョンは塗装不要、
　ニッパー不要でお手軽に製作可能！
□くまモンの顔は目が5種類、口が4種類から選択可能でお好きな
　表情が楽しめます。
□ヘルメット部分も最小限のパーツ分割で組み立て簡単！
□ゴーグルのレンズ部分はシールで再現！

竣工時の大和とレイテ沖海戦時の大和に対応する純正
エッチングパーツ。どちらかを選択可能。
インジェクションでは表現しきれない繊細な箇所をエッチング
部品で再現しました。より高度なディテールアップに役立ちます。
目立つところから細部までご利用はお好みで。
取捨選択の幅が広い内容豊富なエッチングパーツセットです。
1/700 艦NEXT-14 日本海軍戦艦 大和 昭和16年/竣工時,
1/700 艦NEXT-9 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦時（レイテ沖海戦時）
に対応します。

ヒ船団護衛に従事する海鷹とドックのセット！
改造空母の中では最小の海鷹の姿を製品化しています。
□艦船モデルの情景作成の際などに利用する事ができるドックを再現。
□建造中の艦船を納めるドックを再現した台座パーツと柱・
　クレーン類がセットされています。
□ファンネルキャップや甲板上探照灯カバーなどを再現した専用
　エッチングパーツが付属。
□日の丸マーキングを再現したデカールが付属。
□艦載機は零戦 21型 ×4、九七式艦攻 ×4をクリアパーツで
　再現しています。
□ドックは全長約298ｍｍ、全幅140ｍｍ。

単品販売していないエッチングパーツが付属するキット！
緻密な作り込みを行うのに最適です。
□キットは竣工翌年の昭和13年の姿を再現可能。
□製品は、艦体が左右分割式です。
□飛行甲板には係止用眼環や装備を予定していた準備姿のカタパ
　ルトも彫刻再現しています。
□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。
□艦載機は、九六式艦戦・九六式艦爆・九七式艦攻が付属します。

特別仕様

　・飛行甲板上にある陰顕式21号電探および2基の
隠顕式探照灯は格納状態と展開状態が選択可能。

飛行機係止用眼環、着艦制動索、
エキスパンション・ジョイントなど
彫刻表現を多彩に、情報量豊富な設計！▶

【初回限定特典】2ピース構成の九六式25ミリ機銃が付属します。
　・これは新規金型で、砲身のガンメタルと基部の艦体色を
　　塗り分け再現が容易にできるようにしています。

接着位置合わせ済み
の部品に流し込み
接着剤を流す。

２枚のランナーを
嵌合させる。

完成！
▼従来

◀新設計

不要

なし

多色

あり

不要 スナップフィット

彩色済み展示ベース付き

成型色塗装 接着

デカール シール その他

必要

あり

ブラック系

あり

必要

なし

成型色塗装 接着

デカール シール

不要/必要 多色/ブラック系

あり/なし

不要/必要

なし/あり

《くまもんのプラモ/モンキー》

成型色塗装 接着

デカール シール その他

必要

あり

グリーン系

なし

必要

初回限定 2ピースの機銃付き

成型色塗装 接着 デカール シール

その他

必要 ありグレー系 なし必要

エッチングパーツ付き

成型色塗装 接着 デカール シール

その他

必要 ありグレー系 なし必要

エッチングパーツ・ドッグ付き

成型色塗装

接着 デカール シール その他
必要

あり なし必要 ヘルメット・優勝トロフィー付き

【より精度を高めたエッチングパーツが付属】▶
難しい艦体上の細かなディテール類を再現できます。手摺、ラッタル、マスト、梯子、
ボートダビット、転落防止柵、方位測定用アンテナなどを収録しています。

フェラーリ641の改良型フェラーリ641/2がコンパチキットにて登場。
アラン・マリー・パスカル・プロストがドライブし優勝した1990年の
第6戦（メキシコGP）と第7戦(フランスGP）が選択できるキット。
□エンジンブロックは10点以上の部品で構成され、リアルな
　エンジンを再現できます。
□フロント・リアのサスペンションも複数パーツの構成になっています。
□タイヤ用のデカールも付属しています。

レッド系

□サービスパーツでヘルメット・優勝トロフィー付き！
　ヘルメットパーツにも
　クリアーパーツを使用
　し細かい所にも
　こだわっています。

※本製品はデカールおよび製作に必要な
　マーキング説明書のセットです。
　キットは付属しません。

Navy

！

！

アップグレード

アップグレード

アップグレード

展示ベースデザインは開発中です。
実際の製品はイラストデザインが彩色された
ものになります。


