
　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 A 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １７日（水） ９月上旬～入荷予定
DACOプロダクツ（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

ASD2411 バイラクタル TB2 無人戦闘航空機 「ウクライナ/トルコ」 1:24 ¥11,500

タンモデル製インジェクションキットに、DACO社のデカール付属！

AMP（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

AMP32001 ヒューズ　ＴＨ－５５Ａ　オセージ　　　　　　　　　　 1:32 ¥10,400

米陸軍用にヒューズ社が製造した小型・練習用

ヘリコプター"ＴＨ-55Ａ オセージ”を、ミクロミル・ＡＭＰ

が1/32スケールでインジェクションキット化しました！

　　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　　*ご注文分のみの入荷となり、現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。



　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 B 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １７日（水） ９月上旬～入荷予定
エイビス（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

ＡＶ48002 ゼルブ エア・セダン 多葉機 Zerbe Air sedan         1:48 ¥6,000
AV72052 ブリストル ブルフィンチ I Bullfinch                                                              1:72 ¥5,700
AV72053 ブリストル ブルフィンチ II Bullfinch                                                              1:72 ¥5,700

ウイングジー（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

Ｄ５-11 メッサーシュミット Messerschmitt Bf 109 E-7     1:48 ¥9,200

ﾐﾆｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

mini350 フーガ CM.170 マジステール 2in1                   1:144 ¥4,800
mini351 フーガ CM.170 マジステール フランス空軍                1:144 ¥2,700
mini352 フーガ CM.170 マジステール イスラエル空軍                 1:144 ¥2,700
mini353 フーガ CM.170 マジステール ベルギー空軍                  1:144 ¥2,700
mini354 フーガ CM.170 マジステール アイルランド空軍                   1:144 ¥2,700
mini355 MD.450 ウーラガン vs DH-100 ヴァンパイア "ドッグファイトシリーズ"1:144 ¥4,800
mini356 MQ-9 プレデター B ｢NASA｣　　　　　　　　　　　　　　 1:144 ¥2,900

　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　*ご注文分のみの入荷となります。（受注発注品です）現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。



　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 C 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １７日（水） ９月上旬～入荷予定
ICM（インジェクション） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

ICM32038 ﾃﾞ･ﾊﾋﾞﾗﾝﾄﾞ DH.82A ﾀｲｶﾞｰﾓｽ Tiger Moth with bombs 1:32 ¥9,100
ICM35598 G7107 US カーゴトラック                                1:35 ¥7,500
ICM35722 WWI 独軍 装甲歩兵 German Infantry in ärmor 1:35 ¥2,900
ICM48288 ﾀﾞｸﾞﾗｽ A-26C-15 ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰ w/操縦士&地上整備員 1:48 ¥12,400
ICM48302  “砂漠の嵐作戦” 1991 OV-10A & OV-10D+ ブロンコ 1:48 ¥15,800

イタレリ(インジェクションキット） 参考予定上代

ＩＴ1236 BAe シーハリアー Sea Harrier FRS.1                 1:72 ¥6,400
ＩＴ1423 North-American P-51A マスタング Mustang         1:72 ¥3,800
ＩＴ1441 Northrop F-5A フリーダムファイター Freedom Fighter. 1:72 ¥6,400
ＩＴ1462 ショート スターリン Mk.III NEW PARTS - INCLUDES A PATHFINDER1:72 ¥12,700
ＩＴ1463 ボーイング Boeing V-22 オスプレイ Osprey       1:72 ¥7,100
ＩＴ2804 スーパーマリン スピットファイア Mk.IX                1:48 ¥7,600
ＩＴ2822 ロッキード マーティン Lockheed-Martin F-22 ラプター Raptor1:48 ¥7,600

ＦＣＭデカール 参考予定上代

RIO72002 ブラジル軍航空訓練機（ｽﾃｱﾏﾝ A75 L3、PT-19、T-37Cﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲ）1:72 ¥2,500
FCM32032 ｸﾞﾗﾏﾝ F-14A ﾄﾑｷｬｯﾄ - VF 32 ｽｳｫｰｽﾞﾒﾝ (4 versions) 1:32 ¥5,100
FCM48058 ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ EMB-312 ﾂｶｰﾉ Tucano (Brasil - 3 versions) 1:48 ¥3,900
FCM48061 ｸﾞﾗﾏﾝ UH-16 ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ Albatros (Brasil x 2 + Italia) 1:48 ¥5,100

　　　　*ご注文分のみの入荷となります。（受注発注品です）

　　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　　*現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。(新製品は注残になります)



　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 D 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １９日（金） ９月上旬～入荷予定
スティーブンス（インジェクションキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

AMT1282   ｺｯﾊﾟ-ﾍｯﾄﾞ ﾘｱ-ｴﾝｼﾞﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙ A ﾌｭｴﾙ ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾀｰ(Features detailed engine, 1pc body shell and 1pc long-wheelbase tube frame.) 1:25 ¥8,600

AMT1286          ｺｶ･ｺｰﾗ ｹﾝﾜｰｽ W925 ﾄﾗｸﾀｰｷｬﾌﾞw/Sleeper (Includes 2 metal axles, amber transparent parts.)                 1:25 ¥17,000

AMT1288  Dan Gurney ﾛｰﾀｽ ﾚｰｽｶｰ (Features detailed engine/cockpit. Includes clear/chrome-plated parts and decals.)  1:25 ¥8,600

AMT1292   ﾗｯﾄ・ﾌｨﾝｸ ﾌﾙﾊｰﾌ ﾍﾞｯﾃﾞｯﾄﾞ ﾊﾞﾝ ﾄﾚｰﾗｰ ﾊｳﾗｰ  (Features detailed interior floor/body panels and movable select-a-point sliding suspension, 2-position  support assembly, functional rear doors. Completed  trailer measures 19.25” long. Tractor is available as  #1291) 1:25 ¥17,000

AMT1306  ｺｰｸ 1980 ﾀﾞｯﾁﾞ ﾗﾑ D50 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ (Features optional turbo engine & bucket seats.Includes 4 bottle crates.) 1:25 ¥9,200

AMT1316  ﾌｫｰﾄﾞ Ford LN8000 ﾚｰｽｶｰﾊｳﾗｰ Race Car Hauler  　　　　　　　　　　　　　　1:25 ¥14,300

AMT1318   1962 ｼﾎﾞﾚｰ ｺﾙﾍﾞｯﾄ (Can build stock, custom or racing versions. Includes mag wheels, tonneau cover, roll bar, V8 engine w/twin blower options.) 1:25 ¥8,600

AMT1320   ﾒｲﾔｰｽﾞ ﾏﾝｸｽ ﾃﾞｭｰﾝ ﾊﾞｷﾞｰ Includes optional removable hardtop, red/orange  transparent parts and metal axle.) 1:25 ¥8,100

AMT1361  ﾐﾆ ｶﾞﾚｰｼﾞ  (Snap Kit. Molded in grey and white. Bagged with header.) 1:64 ¥4,600

GLM5119 ｶｰﾁｽ ｼﾞｪﾆｰ Curtiss Jenny JN4 BiPlane　　　　　　　　　　　　　　　 1:48 ¥4,400

MPC964 ﾗﾑﾁｬｰｼﾞｬｰ ﾀﾞｯﾁﾞ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ ﾌｧﾆｰｶｰ (Includes metal axle.)1:25 ¥8,600

MPC971 George Barris “T” ｸﾗｼｯｸ ﾃﾞｭｰﾝ ﾊﾞｷﾞｰ (Can build 1 of 3; truck, Landau or open buggy.) 1:25 ¥8,600

RMX5995 F-15E ｽﾄﾗｲｸｲｰｸﾞﾙ Strike Eagle Aircraft (New Tool)　　　　　　　1:72 ¥6,800

　　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　　*現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。（受注発注品です）



　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 E 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １９日（金） ９月上旬～入荷予定
ブレンガン(ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｷｯﾄ） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

BRP72046 国際 タ号試作特殊攻撃機　　　　　　　　　　　　　 1:72 ¥2,800

 

 

 

 

 

 

ブレンガン(レジンキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

BRS144061 BRDM-2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:144 ¥3,500
BRS144062 SA-9 ガスキン 9K31 ストレラ-1　　　　　　　　　　　 1:144 ¥3,500
BRS144063 9P122 マリュートカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:144 ¥3,500

ブレンガン(ﾃﾞｨﾃｰﾙｱｯﾌﾟﾊﾟｰﾂ） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

BRL72267 独軍用アンテナ FuG-10/FuG-101/FuG-227/FuBi-2 WW.Ⅱ 1:72 ¥1,200
BRL72268 ﾐﾙ Mi-24D用 機体内 追加燃料タンク               1:72 ¥1,500
BRL72269 国際 タ号 試作特殊攻撃機用デｨテールセット (ﾌﾞﾚﾝｶﾞﾝ用) 1:72 ¥2,000
BRL72270 米軍 110ガロンドロップタンク　(2個入り)　　　　　　 1:72 ¥1,500

　　　　*ご注文分のみの入荷となります。（受注発注品です）

　　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　　*現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。（受注発注品です）



　　　(株）ウィリング
　　　　　270-1423　千葉県白井市南山３－１－９

８月 新製品案内 F 　　　　　　TEL:047-(498)-3537
　　　　　　FAX:047-(498)-3538

*〆切り　：　８月 １９日（金） ９月上旬～入荷予定
ブレンガン(ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｷｯﾄ） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

BRL48164 F-16用 TER-9A トリプルイジェクターラック　　　　 1:48 ¥1,600

BRL48165 米軍 AN-M30A1 100lb爆弾 (10個入り)　　　　　　　 1:48 ¥1,600

BRL48166 フォケウルフ Ta-154用 エッチングパーツセット (レベル用)1:48 ¥2,000

BRL48167 ﾐﾙ Mi-24D用 機体内 追加燃料タンク               1:48 ¥2,000

BRL144176 ホーカー テンペスト Mk.Ⅴ用　バキュームキャノピー (マーク1用) 1:144 ¥1,000

BRL144177 P-51D用 バキュームキャノピー (プラッツ/エデュアルド用)1:144 ¥1,000

 

ブラックドッグ(レジンキット） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

T35236 Sd.Kfz.124 ヴェスペ用
アクセサリーセット (タミヤ用) 1:35 ¥6,400

F32142 米陸軍航空軍
戦闘機パイロット 1940～45年 No.3 1:32 ¥4,900
F32143 米陸軍航空軍
戦闘機パイロット 1940～45年 No.4 1:32 ¥4,900
F32144 米陸軍航空軍
戦闘機パイロット 1940～45年 2体セット
No.2 (HAUF32142 + F32143)1:32 ¥8,900
D35122 WW.Ⅰ 塹壕 No.4 ジオラマベース　　　　　　　　　　　　　　　1:35 ¥6,100
D72064 路地  ジオラマベース　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:72 ¥7,600

ブラックドッグ(アクセサリー） ｽｹｰﾙ 参考予定上代

T72139 ソ連軍 弾薬箱w/45mm砲弾                           1:72 ¥4,200
T72140 T-34/76用アクセサリーセット (ズベズダ用)　　　　　　 1:72 ¥4,200
T72141 WW.Ⅱ 独軍 潜水艦クルーセット No.1　　　　　　　　　　 1:72 ¥4,200
T72142 WW.Ⅱ 独軍 潜水艦クルーセット No.2　　　　　　　　 1:72 ¥4,200

　　　　*ご注文分のみの入荷となります。（受注発注品です）

　　　　*参考予定上代は税抜表記となっており、入荷時期により金額が変更になる場合がございます。

　　　　*現地生産の都合及び在庫状況により、未入荷となる場合もございます。（受注発注品です）


