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よりリアルに仕上げるエッチングやシートベルトが入ったディテールアップパーツも同時発売

2010年のパリ・モーターショーで発表され、のちに20台のみ限定生産されたセスト
エレメントがラインナップに加わります。
V10エンジンを搭載し、
カーボンにこだわって
製作されたスーパー
ライトウェイト
モデルです。

No.14 1/24 ’10 ランボルギーニ　セストエレメント
4905083062210 本体価格：4,800 円

No.TSC-08 1/24 ランボルギーニ セストエレメント 専用ディテールアップパーツ
4905083062227 本体価格：2,000 円

No.39 1/12 スズキ GJ21A RG250 HBΓ '84
4905083062319 本体価格：2,600 円

No.48 1/12 ホンダ NC07 CBX400F モンツァレッド '81 カスタムパーツ付き
4905083062326 本体価格：2,800 円

4905083059623 No.07 高橋涼介 FC3S RX-7 箱根対決仕様 本体価格：3,000 円4905083059593 No.04 北条凛 BNR32 スカイラインGT-R 本体価格：3,000 円

4905083058893 No.10-E トヨタ GR スープラ(ディープブルーメタリック) 本体価格：1,500 円4905083058886 No.10-D トヨタ GR スープラ(ライトニングイエロー ) 本体価格：1,500 円

90スープラに新色追加！トヨタのGRブランドより発売された
新型スープラに新色が追加。

第6の元素
“セストエレメント”

高橋涼介VS北条凛 

　壮絶なバトルが蘇る
!

● ノーマル/カスタム選択式
● 1981年式のモンツァレッドを再現
● 質感を高めるゴム製タイヤ
● カスタムマフラーやジェネレーター/ポイントカバー等のカスタムパーツが付属

● 新規デカール
● 専用成形ケーブル類・ビニールチューブ選択式
● 軟質素材シート
● 専用バイクスタンドパーツ付属

● ホイール・ステアリングは量産モデルとプロトタイプの2種類が付属　● エンジン再現　
● リアカウルは組み立て後も取り外し可能　● 窓枠マスキングシール付属

● 

● 

● 箱根での北条凛とのバトル仕様のFC3Sを再現
● 専用フロントバンパー/エアロボンネット/GTウイング付属

● 

● 

● 固定式ヘッドライト/ロールバー再現
● 窓枠マスキングシール付属

日産自動車(株)監修中日産自動車(株)監修中

● 

● 

● 死神 北条凛のR32 スカイラインGT-Rを再現
● 大型リアウイング付属　

● 

● 

● ロールバー再現
● 窓枠マスキングシール付属

● 組み立て易さを念頭に、前後バンパーの黒部分を別パーツ化

● パーツ点数25点のお手軽エントリーモデル

新生ザ★バイクシリーズ！！

No.66

日産自動車(株)監修中

No.31 1/24 インパル Y31シーマ 731S '89
4905083062272 本体価格：2,800 円

No.66 1/24 ニッサン CSP311 シルビア '66
4905083062289 本体価格：2,600 円

No.84 1/24 ニッサン S12 シルビア/ガゼール ターボRS-X '84
4905083062296 本体価格：2,600 円

MC-08 V.F.G. マクロスΔ VF-31D スクルドSP
4905083061800 本体価格：7,800 円

幻の巨大銀河マグロを追え !!

ヴォルドールでLet's fish!

©2015,2019 BIGWEST

惑星ヴォルドールで開催されるフィッシングスポーツに挑むVFガールのスクルドにゃん。
専用に開発された銛付きのスピアフィッシング用ウエポンと、ターゲットを水面近くまで
おびき寄せるための自動制御メカルアー「マグロス」を駆使し、幻の巨大銀河マグロを
ゲットすべく熱いバトルを繰り広げるという設定の下、エフェクトパーツ等も付属した
特別版で登場です！

35年ぶり！

● 色分け成型、接着剤不要のスナップキット

● 付属のシール、デカールを貼ることで
　専用カラーリングを再現

● スピアフィッシング用ウエポン、メカルアー付属

● ウエポン、メカルアー発射エフェクトパーツ付属

No.31

日産自動車(株)監修中日産自動車(株)監修中

ボディ色をプラスチック材料の着色で再現
する事により、塗装不要となりました。ツヤ
ツヤのボディも見どころです

キットの簡略化と 1/32 ス
ケールとする事でお手頃価
格を実現しました

はめ込み式を採用する
事で接着剤が不要とな
りました

お手頃価格塗装不要 接着剤不要

No.10-ENo.10-D

Oh！Oh！

● アメリカ海兵隊に配備されているAAVP7A1 RAM/RSを製品化。
● 陸自仕様とは異なる原型タイプのスモークディスチャージャーを新規で再現。
● 車体各所に取り付けられたEAAK（追加装甲）は取付の有無を選択可能。
● 1/72スケールながら内装も精密に再現、後部ハッチは可動で開閉可能。
● 同スケールの81mm迫撃砲が1セット付属
● 中華民国海軍陸戦隊などボーナスデカール収録予定

カスタムパーツが付属したCBX400Fです!

本国仕様の大ベテランが登場です！！
AAVP7A1 RAM/RSは、2000年頃より海兵隊で運用されている改修型のAAV7水陸両用車です。
アメリカ海兵隊では今後も改修を重ね、2030年代までの運用が予定されています。

No.84

日産自動車(株)監修中日産自動車(株)監修中

● 組み替え変形による、ファイター、
　ガウォーク、バトロイドの3形態再現が可能

4905083062265 No.SP アメリカ海兵隊 AAVP7A1 RAM/RS 本体価格：2,400 円

No.07 1/12 ヤマハ 4C4 Vmax '07
4905083062302 本体価格：3,000 円

● 最終モデルのフレアグラフィックパターンやリムテープをデカールで再現
● ワイヤ、ブレーキホース等をビニールパイプで再現
● 質感を高めるゴム製タイヤ
● リアサスペンションに金属製のスプリングを使用

初代Vmaxの最終モデル！

選択式 !!

ライトニングイエロー ディープブルーメタリック

2021年4月新製品 ●本紙の写真と実際の商品は仕様が異なる場合があります。
　また、商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。
●表示価格はすべて税抜価格です。

ザ★モデルカー

ACKS 金型大幅追加

ザ★バイク

ザ★スーパーカー

ザ★スナップキット

1/72 ミリタリーモデルキット

1/24 頭文字（イニシャル）D

金型追加

Ⓒしげの秀一／講談社 ⓇKODANSHA

（株）青島文化教材社 〒420-0922 静岡市葵区流通センター 12番3号 054-265-5230054-263-2595

アオシマホームページ ／  http : //www.aoshima-bk.co.jp
新型コロナウイルス感染症の影響により、海外生産の一部商品について生産および出荷が遅延となる場合がございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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