
東宝モンスターシリーズ『3式
機龍〈改〉』が再登場。映画
『ゴジラ×モスラ×メカゴジ
ラ 東京SOS』劇中仕様を
細部にまでこだわりました。
バックユニットやアームユニッ
ト、前作『ゴジラ×メカゴジラ』
で破壊された胸部パーツや右
腕を再現。3連メーサーや胸
部可動アームも差し替えで再
現でき、機龍を余すところなく
味わえます。

はめ込み式を採用
する事で接着剤が
不要となりました

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接着剤不要 お手頃価格塗装不要

発売の遅延により、ご迷惑おかけ致しました事を深くお詫び申し上げます。
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2弾目は

※ 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.

車高調ギミック
採用！

第2弾第2弾

初回生
産

特典

徹底的にパーツを色分け！

ACKS No.GO-04 ゴジラ×メカゴジラ AC-3 しらさぎ 3機セット
4905083065099 価格：4,620円（税込）

ACKS No.GO-02 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS MFS-3 3式機龍〈改〉
4905083099353 価格：10,780円（税込）

TM & © TOHO CO., LTD.

TM & © TOHO CO., LTD.

３式機龍を指揮する中核のマシン、操縦
からエネルギー充電、輸送までをこなす
支援航空機「しらさぎ」の3機セット。着陸時や飛行時を差し
替えパーツで再現可能で、牽引用アームやエネルギーチャージ
用アンテナも付属します。

●  AC-3 しらさぎ（３機）
● ３式機龍、３式機龍〈改〉
　牽引用パーツ付属
● ディスプレイ台座付属

● 3連メーサーや胸部
　可動アームを再現

● ドリルモードを
　差し替えで再現可能

● クラッシュヘッド
　再現可能（選択式）

新金型で３式機龍と３式機龍〈改〉に対応する牽引用
ジョイントが付属します。また、１～３機に対応したディス
プレイ台座も付属します。

金型追加

No.78 1/24 ガレージベリー NB8C ロードスター '99（マツダ）
4905083064191 価格：3,080円（税込）

No.137 1/24 ニッサン Y33 シーマ '96
4905083065198 価格：3,080円（税込）

No.15-A ニッサン R33スカイラインGT-R（ミッドナイトパープル)
4905083064542 価格：1,980円（税込）

No.15-B ニッサン R33スカイラインGT-R（ブラック)
4905083064559 価格：1,980円（税込）

No.15-C ニッサン R33スカイラインGT-R（ホワイト)
4905083064566 価格：1,980円（税込）

No.I-5 頭文字D 高橋啓介 FD3S RX-7 第1巻仕様
4905083064030 価格：5,280円（税込）

No.I-4 頭文字D 高橋啓介 FD3S RX-7 プロジェクトD 第28巻仕様
4905083064023 価格：5,280円（税込）

No.54 1/12 ヤマハ 4HM XJR400S '94 カスタムパーツ付き
4905083065211 価格：3,300円（税込）

No.45 1/12 カワサキ KZ750D Z750FX '79 カスタム
4905083065204 価格：3,300円（税込）

● スペシャルパーツでカスタマイズされたZ750FXを
　1/12スケールでモデル化
● メガホンタイプの集合マフラーや
　バックステップ、オイルクーラー
　などを精密に再現
● 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
　組み立て易い設計
● スロットルワイヤ、ブレーキホース
　などをビニールパイプで再現

スーパースケールなフライト感覚! 空冷最速の実証

GT-Rと言えば
近年、その存在が見直されている

Ｒ３３ ＧＴ－Ｒを最高の

フォルムで再現！！

● 大幅なパワーアップを果たし
　パープルシャドウ戦より投入
　されたプロジェクトD仕様
● 前後オーバーフェンダー＋
　フルエアロの迫力のボディ　
● アルミホイール

● 藤原拓海と戦った第1巻仕様
● 大型リアウイング
● リトラクタブルヘッドライト
　開閉選択可能（要加工）
● アルミホイール 

フルエアロ仕様の
NBロードスター
● フロントバンパースポイラー 
　Type-N
● サイドステップ 
　Type-N
● リアバンパー
　スポイラー 
　Type-N
● エアロミラー
● GTウイング
● アルミホイール
● 窓枠マスキングシール付属 

めちゃいけてる
シーマです 
● 3代目、モデルチェンジ
　直後の前期型を
　再現
● 窓枠マスキング
　シール付属
● グランド
　ツーリング
　部品付属

25点の お手軽モデルパーツ総数

選択式でローダウン仕様も組み立て可能

ブラック15-B ホワイト15-Cミッドナイトパープル15-A
No. No. No.

No.15-A

◎ 画像は3D設計図に着色したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※ 日産自動車(株)監修中

ジオラマ
ペーパー
クラフト高速道路つながる！

啓介FD3Sの塗装不要プラモデルです 
● 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のプラモデル
● 接着剤で組み立てるだけできれいな完成品が作ることが出来ます 

● オーリンズのリアショックを採用した
　1994年モデルのXJR400Sを
　1/12スケールでモデル化
● NK4仕様をイメージしたカウル
　などのカスタムパーツが付属
● エンジンはフレームへネジで
　固定する実車さながらの
　組み立て方法を再現
● スロットルワイヤ、ブレーキホース
　などをビニールパイプで再現

■ 組み立て易さと同時に、 再現性も両立
 　オーバーフェンダーはボディ一体で再現

簡単にカッコよく！

■ プラモデル用接着剤は使用するものの、透明
　 シールや、ホイルシール等を採用し、初心者にも
　 優しい商品内容（従来の水貼りデカールも付属）

スナップキットシリーズからの
ステップアップに最適！

4905083059913 No.18 LBワークス ランボルギーニ アヴェンタドール Ver.2 価格：6,380円（税込）

徹底的にパーツを色分け！
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型

車高調ギミック
採用！
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

No.45 No.54

※ 画像はノーマルの車両ですが商品内容はカスタム仕様となります
※ 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

2022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。

ACKS

ザ★スナップキット

ザ★バイク

1/24 プリペイントモデル

再生産

ザ★モデルカー ザ★チューンドカー 

※フィギュアは付属しません
※別途、接着剤や工具等が必要となります
※デカールは貼ってありません

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

1/24 リバティーウォーク

LBアヴェンタに第2弾が早くも登場。
フロントディフューザー・ホイール・リヤウイングを
新規金型で追加し、新たな装いに。 

金型追加

R33 !?

（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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