
※仕様により価格が変更する場合がございます。 ※他、同型艦、仕様の変更等、ご相談に応じます。

※予告なく価格が変更する場合がございます。 ※他、各種艦戦、船舶の注文作製、ご相談に応じます。

※消費税、送料別 2021.5.26現在

● SCALE : １/１４４ 消費税込 消費税込

戦艦　大和　(最終時）(スーバーディテール） 1/144 ¥1,350,000 ¥1,485,000 空母　翔鶴 1/350 ¥250,000 ¥275,000
戦艦　大和　(建造時)(スーバーディテール） 1/144 ¥1,350,000 ¥1,485,000 空母　隼鷹 1/350 ¥235,000 ¥258,500
戦艦　武蔵　(最終時）(スーバーディテール） 1/144 ¥1,350,000 ¥1,485,000 空母　隼鷹　（後期迷彩仕様） 1/350 ¥240,000 ¥264,000
戦艦　武蔵　(建造時)(スーバーディテール） 1/144 ¥1,350,000 ¥1,485,000 空母　大鳳　（木製甲板） 1/350 ¥275,000 ¥302,500
戦艦　長門　　 1/144 ¥1,050,000 ¥1,155,000 空母　大鳳　 (装甲甲板） 1/350 ¥265,000 ¥291,500
戦艦　金剛　　 1/144 ¥1,050,000 ¥1,155,000 空母　天城 1/350 ¥225,000 ¥247,500
戦艦　三笠　　 1/144 ¥900,000 ¥990,000 空母　信濃 1/350 ¥295,000 ¥324,500
空母　赤城 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,550,000 ¥1,705,000 重巡　高雄 1/350 ¥180,000 ¥198,000
空母　加賀 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,550,000 ¥1,705,000 重巡　愛宕 1/350 ¥180,000 ¥198,000
空母　翔鶴 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,450,000 ¥1,595,000 重巡　鳥海 1/350 ¥180,000 ¥198,000
空母　瑞鶴 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,450,000 ¥1,595,000 重巡　摩耶 1/350 ¥180,000 ¥198,000
空母　飛龍 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,350,000 ¥1,485,000 重巡　足柄 1/350 ¥180,000 ¥198,000
空母　信濃 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,950,000 ¥2,145,000 重巡　最上 1/350 ¥180,000 ¥198,000
航空戦艦 伊勢 （甲板ハイディテール) 1/144 ¥1,050,000 ¥1,155,000 軽巡　矢矧 1/350 ¥160,000 ¥176,000
重巡　高雄 1/144 ¥800,000 ¥880,000 軽巡　大淀 1/350 ¥178,000 ¥195,800
重巡　鳥海 1/144 ¥800,000 ¥880,000 軽巡　長良 1/350 ¥158,000 ¥173,800
重巡　摩耶 1/144 ¥800,000 ¥880,000 駆逐艦　雪風 1/350 ¥135,000 ¥148,500
重巡　利根 1/144 ¥800,000 ¥880,000 駆逐艦　松 1/350 ¥135,000 ¥148,500
軽巡　矢矧 1/144 ¥550,000 ¥605,000 駆逐艦　島風 1/350 ¥135,000 ¥148,500
駆逐艦　雪風 1/144 ¥420,000 ¥462,000 駆逐艦　秋月 1/350 ¥135,000 ¥148,500
駆逐艦　松 1/144 ¥420,000 ¥462,000 駆逐艦　冬月 1/350 ¥135,000 ¥148,500
駆逐艦　睦月 1/144 ¥420,000 ¥462,000 飛行艇母艦秋津洲 1/350 ¥195,000 ¥214,500
飛行艇母艦秋津洲 1/144 ¥700,000 ¥770,000 イージス艦　こんごう　ＤＯＧ－１７３ 1/350 ¥190,000 ¥209,000
潜水艦 イー４００ 1/144 ¥450,000 ¥495,000 イージス艦　あしがら　ＤＤＧ－１７８ 1/350 ¥190,000 ¥209,000
潜水艦 イー１９ 1/144 ¥245,000 ¥269,500 ヘリコプター搭載型護衛艦　ひゅうが 1/350 ¥198,000 ¥217,800
潜水艦 イー５８ 1/144 ¥250,000 ¥275,000 ヘリコプター搭載型護衛艦　いずも 1/350 ¥198,000 ¥217,800
イージス艦  こんごう　DDG－１７３ 1/144 ¥900,000 ¥990,000 戦艦　ＭＩＳＳＯＵＲＩ　　 1/350 ¥225,000 ¥247,500
ヘリコプター搭載型護衛艦　ひゅうが 1/144 ¥950,000 ¥1,045,000 戦艦　ＢＩＳＭＡＲＫ　　 1/350 ¥225,000 ¥247,500
戦艦　ＭＩＳＳＯＵＲＩ　　 1/144 ¥1,250,000 ¥1,375,000 戦艦　ＰＲＩＮＣＥ　ＯＦ　ＷＡＬＥＳ 1/350 ¥225,000 ¥247,500
戦艦　ＢＩＳＭＡＲＫ　　 1/144 ¥1,050,000 ¥1,155,000 空母　ＣＶ－３　ＳＡＲＡＴＯＧＡ　　 1/350 ¥245,000 ¥269,500
空母　ＥＳＳＥＸ　　 1/144 ¥1,250,000 ¥1,375,000 空母　ＣＶ－８　ＨＯＲＮＥＴ　　 1/350 ¥235,000 ¥258,500
駆逐艦　ＦＬＥＴＣＨＥＲ　　 1/144 ¥350,000 ¥385,000 空母　ＣＶ－６　ＥＮＴERPRISE　　 1/350 ¥245,000 ¥269,500
ＬＳＴ－３２６ 1/144 ¥425,000 ¥467,500 空母　ＣＶ－１０　ＹＯＲＫＴＯＷＮ　　 1/350 ¥255,000 ¥280,500
Ｕ－ＢＯＡＴ　Ｕ－２ 1/144 ¥155,000 ¥170,500 空母　ＣＶ－６３　ＫＩＴＴＹ　ＨＡＷＫ 1/350 ¥255,000 ¥280,500
Ｕ－ＢＯＡＴ　Ｕ－７Ｃ 1/144 ¥165,000 ¥181,500 空母　ＣＶＮ－６５　ＥＮＴERPRISE 1/350 ¥285,000 ¥313,500
Ｕ－ＢＯＡＴ　Ｕ－９ 1/144 ¥190,000 ¥209,000 空母　ＣＶＮ－６８　ＮＩＭＩＴＺ 1/350 ¥285,000 ¥313,500
Ｕ－ＢＯＡＴ　Ｕ－２２ 1/144 ¥235,000 ¥258,500 空母　ＣＶＮ-７３　ＧＥＯＲＧＥ ＷＡＳＨＩＮＧＴＯＮ　1/350 ¥285,000 ¥313,500
ＳＳ－２１２　ＧＡＴＯ 1/144 ¥208,000 ¥228,800 空母　ＣＶＮ－７６　RONALD REAGAN 1/350 ¥285,000 ¥313,500
ＳＳＮ－５７１　ＮＡＵＴＩＬＵＳ 1/144 ¥238,000 ¥261,800 空母　ＡＲＫ　ＲＯＹＡＬ 1/350 ¥280,000 ¥308,000
ＳＳＧ－５７４　ＧＲＡＹＢＡＣＫ 1/144 ¥245,000 ¥269,500 客船　ＴＩＴＡＮＩＣ 1/350 ¥355,000 ¥390,500
大和ＢＲＩＤＧＥ 1/144 ¥380,000 ¥418,000 客船　ＱＵＥＥＮ　ＭＡＲＹ２ 1/350 ¥480,000 ¥528,000
赤城ＢＲＩＤＧＥ 1/144 ¥380,000 ¥418,000
客船　にしき丸 1/144 ¥450,000 ¥495,000

● SCALE : １/350

戦艦　大和　(建造時) 1/350 ¥270,000 ¥297,000 特殊潜航艇　海龍 1/24 ¥205,000 ¥225,500
戦艦　大和　(レイテ沖海戦) 1/350 ¥270,000 ¥297,000 特攻艇　　震洋 1/24 ¥145,000 ¥159,500
戦艦　大和　(最終時　菊水作戦) 1/350 ¥270,000 ¥297,000 潜水艦　　イー４００ 1/72 ¥1,350,000 ¥1,485,000
戦艦　武蔵　(建造時) 1/350 ¥270,000 ¥297,000 駆逐艦　　雪風 1/72 ¥1,050,000 ¥1,155,000
戦艦　武蔵　（レイテ沖海戦） 1/350 ¥270,000 ¥297,000
戦艦　長門　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000 海底軍艦　　轟天号 1/200 ¥248,000 ¥272,800
戦艦　陸奥　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
戦艦　金剛　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000 戦艦　大和　(最終時） 1/200 ¥650,000 ¥715,000
戦艦　榛名　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
戦艦　比叡　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
戦艦　比叡　（お召艦仕様）　　 1/350 ¥230,000 ¥253,000
戦艦　霧島　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
戦艦　扶桑　　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
戦艦　山城　 1/350 ¥220,000 ¥242,000
航空戦艦　日向　　 1/350 ¥240,000 ¥264,000
航空戦艦　伊勢　　 1/350 ¥240,000 ¥264,000
戦艦　三笠　　 1/350 ¥200,000 ¥220,000
空母　赤城　（パールハーバー） 1/350 ¥255,000 ¥280,500
空母　赤城　(ミッドウェー海戦） 1/350 ¥255,000 ¥280,500
空母　加賀 1/350 ¥255,000 ¥280,500
空母　飛龍　（パールハーバー） 1/350 ¥230,000 ¥253,000
空母　飛龍　(ミッドウェー海戦） 1/350 ¥230,000 ¥253,000 ※仕様により価格が変更する場合がございます。
空母　蒼龍 1/350 ¥230,000 ¥253,000 ※予告なく価格が変更する場合がございます。
空母　瑞鶴　（パールハーバー） 1/350 ¥250,000 ¥275,000 ※他、同型艦、仕様の変更等、ご相談に応じます。
空母　瑞鶴　（レイテ沖海戦） 1/350 ¥250,000 ¥275,000 ※他、各種艦戦、船舶の注文作製、ご相談に応じます。


