
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塗装不要

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お手頃価格

はめ込み式を採用する事で
接着剤が不要となりました接着剤不要

MCRエアロ仕様
VERTEXエアロ仕様

日産自動車(株)監修中

No.13-B

No.13-C

No.13-A

日産自動車(株)監修中

世界一売れたスポーツカー

● パーツ総数29点のお手軽モデル。

● 選択式でローダウン
   仕様にも組み立て可能。

● ホイールキャップ取り外し可能。

●  制服パトロールカーと
    覆面パトロールカーの選択式
●  覆面パトカー装備一式
●  新規デカール
●  新規ボディ塗り分け
    マスキングシール
●  新規窓枠マスキングシール
●  アルミナンバープレート封入

200系クラウンパトロールカー、待望のリニューアル！

音速のハイテク武装ヘリ エアーウルフ

令和の時代に蘇った痛快大衆娯楽活劇「新 デコトラのシュウ 鷲」の
主人公、飛田鷲一郎の愛車「ミスターＸ」がプラモデル商品化!!
デコトラの鷲、プラモデルでも復活です！

あの飛田鷲
一郎が

12年ぶりに帰
ってきた！

4905083063521 No.AW-01 1/48 エアーウルフ　クリアボディ付 本体価格：4,840円（税込）

No.24 1/24 ニッサン KY910 
ブルーバードスーパーシルエット '83
4905083063644

本体価格：2,860円（税込）

No.64 1/24 マツダ FC3S 
サバンナRX-7 '89
4905083063651

本体価格：3,080円（税込）
No.SP03 1/24 トヨタ ARS210 クラウン　アスリートG '13 東京都個人タクシー協同組合
4905083062258 本体価格：3,740円（税込）

No.126 1/24 トヨタ SR40G タウンエース/ライトエース ノア '96
4905083063668 本体価格：3,300円（税込）

4905083063323 No.06 1/24 トヨタ GRS202 クラウンパトロールカー 交通取締用 '10 本体価格：3,740円（税込）

No.13-C ニッサン S30フェアレディZ(イエロー )
4905083062579 本体価格：1,650円（税込）

No.13-B ニッサン S30フェアレディZ(レッド)
4905083062562 本体価格：1,650円（税込）

No.13-A ニッサン S30フェアレディZ(ホワイト)
4905083062555 本体価格：1,650円（税込）

No.SP 1/32 デコトラの鷲 ミスターX
4905083063187 本体価格：10,780円（税込）

●  格納庫は成型品を
　 使用した複合キットで
　 細部まで再現
●  全13種の
　 救助メカ付属　
●  コンテナ
　 ３セット付属
※本商品にサンダーバード２号本体は入っておりません。

●  サンダーバード２号は
　 全クリア外装で
　 内部メカを再現
●  全8種の
　 救助メカ付属
●  クリア成型コンテナ
　 ２セット付属

●  可変翼
　 可動ギミック
　 （手動式）
●  基地内部の
　 壁面を成型により
　 忠実に再現
●  フロアパネル付属

No.11 1/350 サンダーバード2号&救助メカ
4905083063606 本体価格：3,300円（税込）

No.10 1/350 サンダーバード2号コンテナドック
4905083063590 本体価格：4,620円（税込）

No.9 1/350 サンダーバード1号&発射基地　
4905083063583 本体価格：4,400円（税込）

● フロントバンパースポイラー　● フロントカナード
● エアロボンネット　● GTウイング　● マフラー　
● 19インチ エンケイNT03+Mホイール
● 窓枠シール付属

● フロントハーフスポイラー
● リアハーフスポイラー
● アイラインガーニッシュ
● 18インチ ワークエモーションCR-kaiホイール
● 窓枠シール付属

● サイドステップ
● エアロミラー
● マフラー

No.71 1/24 MCR　BNR34 
スカイライン GT-R '02（ニッサン）　
4905083063514 本体価格：3,080円（税込）

No.54 1/24 VERTEX JZX100
マークⅡ ツアラーV '98（トヨタ）　　
4905083063507本体価格：3,080円（税込）

走り、精悍――ジェットフィール

No.34 1/12 カワサキ KZ400E Z400FX '79
4905083063682 本体価格：2,860円（税込）

No.24 1/12 ヤマハ 4G0 XJ400 '80
4905083063675 本体価格：2,860円（税込）

● 各色対応のラインデカールが付属
● 1980年に発売されたXJ400を再現
● 実感を高める金属製のスプリングをリアショックに採用
● ワイヤー、ホース類はビニールパイプで再現

REVOLUTION
● 1979年に発売されたE2を再現
● E1からE3までのミラーやシートパターンを再現
● 実感を高める金属製のスプリングをリアショックに
　採用

CIAの秘密作戦のために10億ドルの費用と20年の
歳月をかけて開発された史上最強の戦闘ヘリコプター
「エアーウルフ」が1/48スケールプラモデルで蘇ります。
外装はもちろん、コックピット内部も精密に再現しました。
角度の調整が可能なディスプレイ用スタンド付属。

● 新規ルーフデッキ
● 新規ミラーステー
● 新規キャブハシゴ

● 新規ウインドウパネル
● 新規リアフェンダー
● 新規マーカーランプ

● 新規リアカメラ
● バリューデコトラ
　大型用タイヤ使用

● 新規個人タクシー用行燈部品

● 新規個人タクシー用デカール

● 窓枠マスキングシール

● アルミナンバープレート封入

初代R40系のタウンエース/
ライトエースノアが20年ぶりの
商品化です。車種選択式な上、
更にグレードも選択式で
お好みの仕様を自由に楽しく
作る事が出来ます！

● タウンエース/ライトエース 選択式
● ロードツアラー/
　フィールドツアラー 選択式
● 新規デカール
● 窓枠マスキングシール
● HTタイヤ使用

往年の400マルチから、堂々としたスタイルの2台をピックアップ！

55万台ものセールスを記録した世界に誇る
スポーツカー「S30 フェアレディZ」が
スナップキットに仲間入り

日産自動車(株)監修中

※写真は実車の画像です。模型の灯火類は点灯しません。

2021年11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。

ザ★チューンドカー 

ザ★モデルカー

ムービーメカ

ザ★パトロールカー

ザ★スナップキット

ザ★チューンドカー 

ザ★バイク

コレクションスケール

完全新金型

ザ★バイクシリーズ続々登場！

ラインナップ拡大中

ノスタルジーを感じる。往年の名作「サンダーバード」
サンダーバード
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金型追加

楽しいことは
から始まる。ノアから始まる。

（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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