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No.31 1/12 カワサキ Z1A 900 SUPER4 '74
4905083063415 本体価格：2,860円（税込）

No.01-A '11 ランボルギーニ　アヴェンタドール　オレンジパール
4905083062012 本体価格：6,380円（税込）

No.01-B '11 ランボルギーニ　アヴェンタドール　ガンメタリック
4905083062029 本体価格：6,380円（税込）

No.01-C '11 ランボルギーニ　アヴェンタドール　グリーン
4905083062036 本体価格：6,380円（税込）

4905083063361 No.16 1/24 '75 ウルフ・カウンタック Ver.1 本体価格：4,620円（税込）

No.17 1/24 D.A.D RB1
オデッセイ '03　（ホンダ）
4905083063347本体価格：3,080円（税込）

No.28 1/24 シルクブレイズ TRH200V
ハイエース VerⅢ '10（トヨタ）　
4905083063354 本体価格：3,300円（税込）

No.32 1/12 ホンダ NC07 CBX400F パールキャンディーブルー /パールシェルホワイト '81　
4905083063422 本体価格：2,640円（税込）

No.69 1/12 ホンダ Z50J ゴリラ '78
4905083063439 本体価格：1,320円（税込）

4905083057841 No.23 陸上自衛隊 96式装輪装甲車B型 本体価格：2,310円（税込）
No.05 1/24 トヨタ TRH200V ハイエース 交通事故処理車/エリア検問車 '07
4905083063316 本体価格：3,740円（税込）

No.01 魚屋さん　
4905083063378 本体価格：2,420円（税込）

No.02 お祭りわっしょい
4905083063385 本体価格：2,420円（税込）

No.09 1/80 三菱ふそう MP38エアロスター (東京都交通局)
4905083062791 本体価格：3,740円（税込）

4905083063392 Vol.03 破壊王（大型平ボデー） 本体価格：2,200円（税込）

● エンジン再現
● エンジンフード開閉可能
● リトラクタブルヘッドライト開閉選択可能
● ドアは開いた状態も再現可能
● 色分けテールライト

● フロントリップスポイラーVer.Ⅲ
● サイドエフェクト
● リアバンパーVer.Ⅲ
● リアウイングVer.Ⅱ

● フロントグリル
● KBスナイパーマフラー
● 20インチ ジュネスホイール

4905083063408 Vol.04 真犬勝負（大型冷凍車） 本体価格：2,200円（税込）

シルクブレイズ
エアロパーツ

● フロントバンパー
● サイドステップ＆ドアパネル
● リアバンパー　● ボンネットスポイラー
● リアゲートウイング　
● マフラー
● 19インチ
　アルミ
　ホイール

窓枠マスキング
シール付属

D.A.DエアロパーツF1チームのオーナー「ウォルター・ウルフ」が
ランボルギーニへ特別に製作を依頼したカウンタック。
エンジンは5リッターに換装され、リアウイングや
オーバーフェンダーなどの専用エクステリアも装着。

ワンオフのスペシャルなカウンタック

リバティーしか

勝たん!!!

4905083059906 No.16 LBワークス ランボルギーニ ウラカン Ver.2 本体価格：6,380円
The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” trademarks, copyrights, designs 
and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

大好評のウラカンに第2弾目が登場!
シックなガンメタカラーに、ホイールと
ウイングを新金型で再現しました。
簡単にカッコよくLBワークス
ウラカンを作っちゃおう!!!

■ 組み立て易さと同時に、少ないパーツ点数ながら
　 再現性も両立、オーバーフェンダーはボディ一体で再現

■ プラモデル用接着剤は使用するものの、透明シールや、
　 ホイルシールを採用し、初心者にも優しい商品内容

簡単にカッコよく！

スナップキットシリーズからのステップアップに最適！

No.01-A No.01-B No.01-C

Vol.03

Vol.04

● 大型平ボデー車　● パネルシール/アンドンシール
● 荷台には荷物が積めるよ　● コロ走行可能
● 各部メッキ仕上げ　● マーカーランプ
● 全長約169mm
● ミニデコNEXT用タイヤ10本使用

● 前二軸タイプ冷凍車　
● パネルシール/アンドンシール
● バスロケット搭載　
● コロ走行可能
● 各部メッキ仕上げ　
● マーカーランプ
● 全長約168mm
● ミニデコNEXT用タイヤ8本使用

『新・合体シリーズ』第二弾は、電撃ホビーウェブ
連載中のコミックに登場した白いアトランジャー
『合体 アトランジャーΩ（オメガ）』!!

● 1978年式のゴリラの
   カタログ仕様を再現
● 質感を高めるゴム製タイヤ
● ワイヤー関係には
   ビニールパイプを採用

● 1967年からモデルチェンジを
   繰り返し、半世紀にわたり
   生産されたモデル

NEW！っと、出たｿ！゙
● 通称タイガーカラーと
   呼ばれる1974年の
   Z1Aの外装色を再現
● 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

タイガーカラー !

● Ⅰ型に設定されていた
   パールキャンディーブルー/
   パールシェルホワイトを再現
● 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

400マルチ、
いまクライマックス！

※発売の遅延により、ご迷惑をお掛けしました事を深くお詫び申し上げます。

1/24 移動販売シリーズは近所のスーパーやオフィス街、
イベント会場等の様々なシーンに登場する各種移動販売車を
楽しくリアルに再現する、ナウいシリーズです!!

街の人気者たちが帰ってきた☆

第一弾は「魚屋さん」魚河岸発現場巡り！
鮮魚を満載した魚屋さんがやってきました!!

第二弾は「お祭りわっしょい」。
青森発祥ねぶた祭り仕様のねぶた屋台が、
勇壮な太鼓の音色と共にやってきました！

● 鯔背な手鉤付き
● 10インチスチールホイール
● 10インチタイヤ使用

● 和太鼓付
● 10インチスチールホイール
● 10インチタイヤ使用

● 大判デカール
● トロ箱/発砲箱
● 台車2台

● 大判デカール
● パネルシール
● 鯔背なフィギュア

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♪

● キットは「合体ロボット アトランジャーΩ」、「Ω（オメガ）」の同梱セットです。
● パーツ分割と成型色分け、デカールにより、組み立てのみでほぼ設定どおりのデザイン再現が可能。
● 「合体ロボット アトランジャーΩ」のパーツを「Ω（オメガ）」に装着して楽しむ事ができます。

©AOSHIMA ©HAL-VAL

1/64ミニデコNEXT復活!!

令和3年度導入分として登場した東京都交通局のMP38エアロスターが
早くも商品化です。都営バス一般車としてのエアロスターの登場はY代の

MP37以来8年ぶりとなり、G代として今後も都内各地の営業所へ続 と々配備される予定です。キットは1/80スケールながらドア開閉を再現し内装も可能な限りご用意、車体のロールや
ニーリングを再現できる傾斜ギミックも搭載しています。

都営バスに待望の"ニューフェイス"登場♪

● 特徴的な屋根上の角型通風器と大型クーラーを再現
● ステアリングは可動式、ドア部の開閉も一部
   差し換えで再現可能
● 停車時のニーリングや旋回時のローリングを
   再現できる車体傾斜ギミックを搭載
● 車体各所のマーキングや装飾はデカールで収録、
   窓枠塗装補助用のマスキングシールも付属

組立後完成時サイズ：車体長 134mm × 車幅 30mm × 車高 35mm

はたらくハイエースが
　　　　　  コンバチキットになりました！

● 交通事故処理車とエリア検問車の選択式　● 新規デカール　● ボディ塗り分けマスキングシール
● パトカー用ホイール　● 窓枠マスキングシール　● アルミナンバープレート封入

96式装輪装甲車B型が揃えやすい単品で登場！
96式装輪装甲車は、1996年より
配備されている陸上自衛隊初の
本格的装輪装甲車です。キットではB型と呼ばれる
12.7mm重機関銃装備型を再現しています。

● 12.7mm機銃装備のB型を単品で
   製品化。
● 背面ハッチは一部差し換えで開閉
   可能、内装も消火器やベンチ等を再現。    
● 公道走行時再現用の
   運転席風防パーツが付属。
● 新規オマケパーツとして
   大型レドーム部品が付属。

ランナー塗装済みプリペイントモデルシリーズにアヴェンタドールが加わります
● 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
● シザーズドアは開閉可能　● エンジン再現 

今月は迫力のミニバン・1BOXカスタム

The trademarks copyrights and design rights in and associated with Lamborghini, Lamborghini 
with Bull and Shield Device, are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy.

※画像は試作品で撮影用に塗装されています。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具が必要です。

新・合体シリーズの
詳細情報はこちらを
CHECK！

4905083058091 No.GR-02 合体 アトランジャーΩ 本体価格：10,450円（税込）

2021年10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込価格です。

1/64 ミニデコNEXT 1/24 移動販売

ACKS

ワーキングビークル

ザ★パトロールカー 1/72 ミリタリーモデルキット

1/24 プリペイントモデル

ザ★スーパーカー ザ★チューンドカー 

ザ★バイク

1/24 リバティーウォーク

パーツ類は未塗装で組み立てても見栄えのする色分け成形

徹底的にパーツを色分け！

UP

DOWN

東京都交通局商品化許諾済

ザ★バイクシリーズ続々登場！

組み立て後も車高やキャンバー角を自分好みに調整可能

車高調ギミック採用！
金型追加

金型追加オメガ

赤の紋章を身に纏う白のアトランジャー"Ω"

食欲とバイクの秋です♪

（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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