
● メダリスト/
　クラブS選択式
● エアロパーツ封入　
● 純正アルミホイール
● アドバンｄBタイヤ使用
● 新規デカール
● 窓枠マスキングシール

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. 

パーツ総数25点のお手軽モデル

No.03 1/12 ホンダ CB400F CB400FOUR '74
4905083064436 価格：3,960円（税込）

No.05 1/12 カワサキ KZ400E Z400FX '81
4905083064443 価格：3,080円（税込）

走り鮮烈。
二輪のフォーミュラⅡ

● 1974年に発売された排気量408ccのCB400FOURを再現
● 市販車初の4 into 1マフラーや後ろよりに
　配置されたステップを忠実にモデル化
● スイングアームにマウントされたタンデム
　ステップやサイドカバーなどの特徴を再現
● PVC素材を使用した
　シートや金属製の
　スプリング、積層
　組み立て式のシリ
　ンダーフィンを採用

おお400。
おまえは風だ。

● 1981年に発売されたE4を再現
● E4のシートパターンや角型のミラー、
　クラブバーなどを再現
● 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
● 質感を高める
　ゴム製タイヤ
● この商品は
　1980年代に
　製作された金型を
　使用しております

● 1981年式のスーパーホークⅢRを再現
● ホークⅢをベースに、専用装備の前後ディスク
　ブレーキ、鍛造セパレートハンドル、セミエアサス
　ペンションも忠実にモデル化
● 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
● この商品は1980年代
　に製作された金型を
　使用しております

4905083064139 Vol.09 みちのく花電車（四軸ウイング） 価格：2,200円（税込） 4905083064146 Vol.10 夫婦船（フルトレーラ） 価格：2,200円（税込）

4905083063569 No.14-D ニッサン R32スカイラインGT-R（スパークシルバー）価格：1,650円（税込） 4905083063576 No.14-E ニッサン R32スカイラインGT-R(レッドパール）価格：1,650円（税込）

国内最強フィールドキッチンが1/35スケールでプラモ化決定！
いつでもどこでも「温かい食事」を提供できる強い味方、陸上自衛隊が誇るフィールドキッチン「野外炊具1号(22改)」、そして災害時の初動でライフライン確保に活躍する「1t水タンクトレーラ」が、
1/35スケールモデルで登場！ 本キットに同梱される3 1/2tトラック（3トン半）は「SKW-476」型で、前輪ステアリングの可動やリアアクスルの可動ギミックと、キャブと荷台の幌を外した状態での
組み立てが可能です。トレーラの牽引シーンも再現可能で、様々な情景作り、シチュエーションに対応できます。

マイナーチェンジした「スーパーアスラーダSA-01/C」 
2016年の開幕戦より投入されたスーパーアスラーダSA-01/Cがいよいよラインナップします。ラリーモードの機構を廃止したことによるフロントウイングの
変更、一新されたリアウイング周辺のデザインを再現しました。 

ディアブロの
　レーシングカー GTR 

ワンメイクレースのために全世界でわずか30台限定で
生産されたレーシングカー「ディアブロGTR」が
スーパーカーシリーズに加わります。
内外装の専用パーツを大幅に追加しました。

● エンジン・サスペンションを
　可能な限り細かく再現
● ドア開閉可能キット
● テールレンズは着色成型
● 実車を隅 ま々で徹底取材
● 窓枠マスキングシール付属 

4905083058916 No.03 3 1/2tトラック（SKW-476） w/野外炊具1号（22改）&1t水タンクトレーラ 価格：9,460円（税込）

4905083064405 No.14 超特大サンダーバード２号 価格：6,600円（税込）

● サイズ：3 1/2tトラック:約205mm
　　　　 野外炊具1号（22改）:約140mm
　　　　 1t水タンクトレーラ：約110mm
● 3 1/2tトラック（SKW-476） 1両付属
　 前輪ステアリング可動式
　 リアアクスル可動ギミック
　 車長及び操縦手フィギュア各1体付属
● 野外炊具1号(22改) 1両付属
● 1t水タンクトレーラ 1両付属

No.25 スーパーアスラーダ SA-01/C
4905083056103 価格：7,480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お手頃価格

塗装不要

● エンジン再現
● ボディサイドのエフェクトファン
　展開状態を再現可能
● 各エアブレーキ展開用パーツ付属
● パーツ差し替えによりブースト
　ポッドUP時も製作可能
● コックピットはオープン状態も
　再現可能

No.14-D

No.14-D

No.14-E

No.14-E

全日本ツーリングカー選手権で勝利する為に
開発された車両、R32GT-Rに新色が追加　　

パーツ総数25点のお手軽モデル
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

4905083064467 No.20 1/24 '99 ランボルギーニ ディアブロ GTR 価格：5,060円（税込）

ノスタルジーを感じる。
往年の名作「サンダーバード」

日産自動車(株)監修中

日産自動車(株)監修中

No.139 1/24 ニッサン GC34 ローレル メダリストV/クラブS '93　
4905083064498 価格：3,080円（税込）

No.138 1/24 ニッサン HC31 ローレル 2000ターボメダリスト '82
4905083064481 価格：2,860円（税込）

ケンメリGT-Rの発売から16年ぶりに復活となった GT-RGT-R

● 金属製伸縮脚により劇中の２号のコンテナ着脱シーンを再現
● 超特大２号は車輪により走行可能　● ミサイル発射ギミック　
● １号、４号、５号、ジェットモグラのミニメカ付属
● この商品は1960年代に製作された金型を使用しております

羨望、
Zのクオリティ

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♪

● 大型四軸ウイング車　
● パネルシール/アンドンシール　
● ウイング開閉可能
● コロ走行可能　● DXキャップ　
● 各部メッキ仕上げ　
● 三色マーカーランプ
● 全長約168mm　
● ミニデコNEXT用タイヤ
　12本使用
● この商品は1980年代に製作
　された金型を使用しております

● 大型平車フルトレーラ　● パネルシール/アンドンシール　
● 専用フルトレシャーシ　● 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304mm　
● ミニデコNEXT用タイヤ18本使用　
● この商品は1980年代に製作された金型を使用しております

● ターボメダリスト/ターボSGX選択式　● 純正アルミホイール
● ピレリP7タイヤ使用　● 窓枠マスキングシール　● 新規デカール
● この商品は1980年代に製作された金型を使用しております

No.16 1/12 ホンダ NC04 スーパーホークⅢR '81
4905083064450 価格：3,080円（税込）

2022年6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★モデルカー

ザ★バイク ザ★バイクシリーズ続々登場！

サンダーバード

1/24 サイバーフォーミュラ

ザ★スーパーカー

1/64 ミニデコNEXT

1/35 ミリタリーモデルキット 金型大幅追加

金型追加

選択式でローダウン仕様も
組み立て可能

選択式でローダウン仕様も
組み立て可能
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お家でバイク時間♪梅雨
       です。

全長345mmの
ビッグスケール
全長345mmの
ビッグスケール

四軸とフルトレーラの饗宴です

日産伝統のストレート６搭載車特集よん

ザ★スナップキット

（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 ／  https: //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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