
最高峰の
ニュル
スペック！

4905083063262 No.14 1/24 Y31 シーマ 大林仕様 '89（ニッサン）本体価格：3,300円（税込） 4905083063279 No.70 1/24 K-BREAK UCF31 セルシオ '03 （トヨタ）本体価格：3,300円（税込）

No.21 1/12 スズキ GJ21A RG250Γ '84
4905083063224本体価格：2,860円（税込）

No.22 1/12 ホンダ MC08 VT250F '84
4905083063231本体価格：2,640円（税込）

No.26 1/12 ホンダ MF08 フォルツァ '06
4905083063248 本体価格：3,080円（税込）

No.27 1/12 ヤマハ SG03J マジェスティC '06 カスタムパーツ付き
4905083063255 本体価格：3,080円（税込）

No.KR-01 1/24 ナイトライダー ナイト 2000 K.I.T.T. シーズンI
4905083063200 本体価格：3,740円（税込）

No.KR-02 1/24 ナイトライダー ナイト 2000 K.I.T.T. シーズンIII
4905083063217 本体価格：3,740円（税込）

No.11-D ニッサン R34スカイライン GT-R ニュル(ミレニアムジェイド)
4905083062531 本体価格：1,650円（税込）

No.11-E ニッサン R34スカイライン GT-R ニュル(スパークリングシルバー )
4905083062548 本体価格：1,650円（税込）

スカイラインの中でも特に
人気の高いR34 GT-R がニュルスペックで登場

全てはここから
始まった

No.11-ENo.11-D

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

VIPの極！

● ボディ・内装・シャーシ等の塗装が必要なパーツが塗装済み
● 接着剤で組み立てるだけでプロ並みの完成品が作れます

● カーボンボンネットのプロジェクトD仕様
● リトラクタブルヘッドライトは開閉可能

その唯一無二のデザインと圧倒的な性能から、パガーニを代表するクルマとなった「ゾンダC12S」が
いよいよプラモデルで発売となります。前後のカウルは完成した後も取り外しが可能で、細かく再現された
エンジンやサスペンションを堪能することができます。

日産自動車(株)監修中

4905083061985 No.I-01 頭文字D 藤原拓海 AE86 トレノ プロジェクトD仕様 本体価格：5,280円（税込）

拓海のトレノが
　　プリペイントモデルで発売

※別途、接着剤や工具等が必要となります

● フォグランプ4灯タイプ
● 1モニタータイプインパネ

● ルーフウインド（着脱式）
● 後期型ルーフコンソール

● フォグランプ6灯タイプ
● 2モニタータイプインパネ

● ルーフウインド（着脱式）
● 初期型ルーフコンソール

巨大な悪に立ち向かう現代の騎士「ナイトライダー」

4905083056028 No.07 1/24 '00 パガーニ ゾンダ C12S 本体価格：5,280円（税込）

4905083057292 No.01 1/24 トヨタ MF10 2000GT '69 本体価格：3,960円（税込）

The trademarks PAGANI and Pagani Automobili and Zonda are registered trademarks and 
used under license from HORACIO PAGANI S.P.A., Italy

● 社外リップスポイラー
● インパル製エアロパーツ
   （フロントバンパー・
     サイドステップ・
     リアバンパー）
● 社外リアスポイラー
● バラムンディマフラー
● 18インチ極タイヤ＆アルミホイール

● フロントバンパー
● サイドステップ
● リアバンパー
● リアウイング
● フロントグリル

● KBスナイパーマフラー
● 20インチ極タイヤ＆アルミホイール

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）は車両本体のみを許諾しています

● パーツ総数25点のお手軽モデル。
● 選択式でローダウン仕様も組み立て可能。

● エンジン再現
● サスペンション/フレームを細かく再現

● 前後の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

Stylish Open 2-Seater

● 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

● 1984年にフルモデルチェンジされたVT250Fを再現
● 質感を高めるゴム製タイヤ
● ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現

● 2006年にマイナーモデルチェンジされたフォルツァ再現
● 2004年モデルと2006年モデルを選択して組み立て可能
● ステムと車軸は金属製のビスを採用し、強度を確保しつつ組立易い設計
● ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現

● マフラーやスクリーンなどのカスタムパーツが付属
● 2006年モデルのマジェスティCを再現
● ステムと車軸は金属製のビスを採用し、強度を確保しつつ組立易い設計
● ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現

オンロード・クォーターの新たな指標をしめす最先端マシンΓ第2章－新たなるウイニング・ヒストリー発進。
5連メーター！

● 大型ダンプカー
● パネルシール/アンドンシール
● 荷台ダンプアップ可能
　　● コロ走行可能
　　● 各部メッキ仕上げ
　　● 三色マーカーランプ
　　● 全長約114mm
● ミニデコNEXT用タイヤ10本使用

● フルサイズパネルバントレーラー
● パネルシール/アンドンシール
● トラクタヘッド/トレーラ着脱可能
● コロ走行可能
● 各部メッキ仕上げ
● 三色マーカーランプ
● 全長約238mm
● ミニデコNEXT用
    タイヤ14本使用

4905083063286 No.01 どすこいゴン太(大型トレーラ) 本体価格：2,200円（税込） 4905083063293 No.02 ジャイヤン(大型ダンプ) 本体価格：2,200円（税込）

手のひらサイズの可愛い車体に満艦飾の飾りを施した1/64ミニデコNEXT
シリーズは、若年層向けのデコトラ入門モデルで、リクエストにお答えし9年ぶりに再登場です。組立図通りに
　　　　　　　　　　　　 作っても、オリジナルのデコトラに作ってもＯＫ！ まずは楽しく組み立てましょう♪

● フル新規トヨタ2000GT後期型一式　● 窓枠やライトハウジングはメッキ仕上げの別パーツで作りやすさを重視
● 窓枠やドアノブ、アンテナなどにメッキパーツを使用して、ディテールを引き締めます　● 新規デカール
● タイヤは新規15インチ「スーパースピードラジアル-10」タイヤを前後に使用します　● アルミナンバープレート
● 別売りディテールアップパーツセットも同時発売予定　● ボディ成形色：白

※写真は試作品です。実際の商品と異なります。

2021年9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。

復活!!

ザ★スナップキット

ザ★スーパーカー

1/24 プリペイントモデル

ムービーメカ

1/64ミニデコNEXT

ザ★チューンドカー 

ザ★バイク

ザ★モデルカー 完全新金型

完全新金型

ザ★バイクシリーズ続々登場！

Ⓒしげの秀一／講談社 ⓇKODANSHAⒸしげの秀一／講談社 ⓇKODANSHA

1/64ミニデコNEXT 復活!!

（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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