
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!!
向寒の折に登場する、温かい「静岡おでん」と熱い「ゲームセンター」が賑やかにやってきました!!
組立てやすいシンプルなパーツ構成なので、サクサク組んで楽しみましょう♪
 

● 大判デカール
● 提灯パーツ
● のれんパーツ

● おでん型大看板
● 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
● 昭和風ゲーム筐体
● 昭和の両替機

● 80年代風アーケードゲーム再現
● 10インチスチールホイール
● 10インチタイヤ使用
 

● エンジン再現　● エンジンフード開閉可能
● ドアは開いた状態も再現可能
● R-SV専用パーツ
● 窓枠塗装用マスキングシール付属

● 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
● 2014年式のR35 GT-Rを再現

※別途、接着剤や工具等が必要となります

ロードを征す。閃光インパルス

● Ⅰ型に設定されていたキャンディーパール
　マウイレッド/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を採用

400マルチ、いまクライマックス！
● 1982年に登場したGSX400FSインパルスを再現
● サイクロンタイプ4into1マフラーや特徴的な段付き
　シートを再現
　● 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を採用

　No.23 1/12 スズキ GK72A GSX400FS 
　インパルス '82
　4905083063767 本体価格：3,080円（税込）

No.02 1/12 ホンダ NC07 CBX400F
キャンディーパールマウイレッド/パールシェルホワイト '81
4905083063750 本体価格：2,640円（税込）

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.12-A

No.12-B No.12-C

The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

No.33

No.02-A No.02-B No.02-C

No.47 No.54 日産自動車(株)監修中

日産自動車(株)監修中

The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” trademarks, copyrights, designs and 
models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

前面周りの印象を一変させた運転室屋根上室外機や飾り帯撤去後の塞ぎ板部品を実感豊かに再現、
屋根上の列車無線アンテナ・GPSアンテナや、スカートに増設されたMRPも新規にご用意いたしました。
また車番は、今なお吹田機関区で活躍する27号機をはじめとした2次車の中から、お好みの物を選択して製作頂けます。

● 全長約400㎜、全高約120㎜（パンタグラフ含む）
● 全パーツ数約1,000パーツ
● 運転室屋根上室外機やGPSアンテナ・飾り帯撤去後の塞ぎ板など、更新機の特徴的な意匠を新規で再現
● パンタグラフはPS22形を再現
● エッチング部品、メタルシール、マスキングシール付属
● 付属の展示台はフラットな道床の物と整備用ピット線をイメージした物の2種類をリバーシブルで再現

● 昇降機は選択式で上昇姿勢を再現可能
● 新規デカール
● ボディ塗り分けマスキングシール
● 窓枠マスキングシール
● アルミナンバープレート封入

日本屈指のニュータウンを行く、京王電鉄バスがコンバチキットになりました♪
シリーズ第10弾は、主に西東京エリアで活躍する京王電鉄バスが登場です。車体のデカールは『電鉄カラー』と『バスカラー』の選択式となり、また新規にQKG-MP38を再現可能な
クーラー部品が付属します。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。

京王電鉄バス株式会社商品化許諾済

町の平和を守る
　はたらき者です！

レースベースのムルシエラゴ

4905083063330 No.07 1/24 トヨタ GRS180 クラウンパトロールカー 警ら用 '05 本体価格：3,740円（税込） 4905083063743 No.17 1/24 '10 ランボルギーニ　ムルシエラゴ R-SV 本体価格：5,060円（税込）

4905083061831  No.07 電気機関車　EF66 後期型 貨物更新機 本体価格：18,480円（税込）

4905083062784 No.10 1/80 三菱ふそう MP38エアロスター (京王電鉄バス) 本体価格：3,740円（税込）

No.KR-05 1/28 ナイト財団トレーラー
4905083063798 本体価格：7,920円（税込）

No.KR-04 1/24 ナイトライダー ナイト 2000 K.I.T.T. SPM
4905083063781 本体価格：4,400円（税込）

No.KR-03 1/24 ナイトライダー ナイト 2000 K.I.T.T. シーズンⅣ
4905083063774 本体価格：3,740円（税込）

No.02-A ニッサン R35 GT-R '14　アルティメイトメタルシルバー
4905083062432 本体価格：4,840円（税込）

No.02-B ニッサン R35 GT-R '14　ダークメタルグレー
4905083062449 本体価格：4,840円（税込）

No.02-C ニッサン R35 GT-R '14　ゴールドフレークレッドパール
4905083062456 本体価格：4,840円（税込）

ランボルギーニ社が誇るフラッグシップカー、アヴェンタドールSがザ・スナップキットに仲間入り。
細かく色分け成形されたボディも見所です。

遂にランボルギーニ アヴェンタドールSが登場!!!

MT56の唸りを轟かせて半世紀、
直流電気機関車「EF66」は今日も鉄路を往く

No.12-C ランボルギーニ アヴェンタドールS パールレッド
4905083063477 本体価格：1,980円（税込）

No.12-B ランボルギーニ アヴェンタドールS パールイエロー
4905083063460 本体価格：1,980円（税込）

No.12-A ランボルギーニ アヴェンタドールS パールホワイト
4905083063453 本体価格：1,980円（税込）

● フォグランプ４灯タイプ
● ルーフウインド（脱着式）
● １モニタータイプインパネ
● 後期型ルーフコンソール 

● SPM用専用パーツ
● フロントバンパーや、
　エアダクトパーツ等を再現
● 緊急ブレーキシステムを開閉可能

● ナイト財団の秘密基地として活躍したナイト財団トレーラー
● コンテナ後部扉は開閉可能　● トレーラーとコンテナは分離可能 

※本商品にK.I.T.T.は入っておりません。

No.33 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンST '07
4905083063699 本体価格：3,080円（税込）

No.03 静岡おでん
4905083063729 本体価格：2,420円（税込）

No.04 ゲームセンター
4905083063736 本体価格：2,420円（税込）

No.47 1/24 ニッサン GC110 スカイライン2000GT '72
4905083063705 本体価格：2,860円（税込）

No.54 1/24 ニッサン HGC211 スカイライン2000GT-E・S '79
4905083063712 本体価格：2,860円（税込）

● 新規金型でQKG-MP38を再現できるクーラー部品が付属 ● 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 ● 本キットでは1台分のみ製作可能です

● 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● 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

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

ご要望の多かった老兵が満を持しての登場です！

● SKW-464の形式名で区分される
   73式大型トラックを精密に再現
● キャブ・荷台ともに幌を外した状態も再現可能
● 前輪のステアリングは可動式
● リアアクスルは疑似的に可動し実車の優れた
   不整地走破性能を直感的に体験可能
● 車長と操縦手のフィギュアが各1体ずつ付属
● 車体の随所に配置される灯火類や
   反射材はクリアパーツを多数使用
● ゴム製のラジアルタイヤを使用
● 全長約205mm、全高約88mm、全幅約70mm
● パーツ点数 約300点

パーツ点数33

4905083058947 No.02 73式大型トラック(SKW-464) 本体価格：7,480円（税込）

73式大型トラックは、1973年より調達が開始された人員・物資輸送用汎用大型トラックです。
陸上自衛隊においては普通科、機甲科、特科などの職種によらずほぼ全ての部隊に配備されており、
海上自衛隊・航空自衛隊でも運用されるなど日本全国の自衛隊施設や公道で目にする機会の多い
車両です。くわえて本車両の高い耐久性と不整地走破性能は、各地での災害派遣や人命救助に
大きく貢献しています。第2弾となる今回は、ご要望の多かった改良型の中でも最終グループである
SKW-464を1/35スケールにて製品化します。
特徴的な丸目のキャブやエアクリーナーに加えて2枚窓の幌・ホイールなどを新規金型にて再現、
少し前の自衛隊を再現するのに欠かせない本車両を是非お手元でご堪能ください。

JR貨物承認済

ランナー塗装済みプリペイントモデルシリーズ最新作です

ムルシエラゴSVをベースにレース用に改良が加えられた                               
「ムルシエラゴR-SV」がラインナップに加わります。
ボディ・エンジン内装等R-SV専用パーツが付属します。

2021年12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。

ワーキングビークル

ムービーメカ

ザ★パトロールカー

ザ★スナップキット

ザ★バイク

完全新金型

1/35 ミリタリーモデルキット

1/24 移動販売

1/24 プリペイントモデル

ザ★スーパーカー

金型大幅追加

1/45 トレインミュージアムOJ

金型追加

ザ★モデルカー

巨大な悪に立ち向かう現代の騎士「ナイトライダー」 

金型追加

街の人気者たちが帰ってきた☆ 

ザ★バイクシリーズ続々登場！

（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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