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写真No. ケース・棚 モデル名・スケール・値段
＃1    正面ケース�（全体）
＃2     正面ケース��上

上左 ●W35�WYVERN TF Mk.4  1/18 （ミュージアムモデル）
上右 ●P-38 LIGHTNING  1/18 （ミュージアムモデル）
下左 ●零戦21型�1/18 （ミュージアムモデル）
下右 ●零戦52型�1/18�ハーフ・スケルトン（ミュージアムモデル）

＃3 正面ケース-1��下
上 ●Me262A-1  1/15  (ミュージアムモデル）木製1点制作 (売約済）
下 ●F-18 HORNET   1/18  (ミュージアムモデル）

#4 中右 ●零戦21型�1/18 （ミュージアムモデル）
＃5     ケース−2�（全体）
＃6 ケース−2��左上

上（左から） ●Ta 183  1/32  ¥86,000
●Fi Storch  1/32��¥63,000�(売約済）
●Me P.1101 1/32  ¥86,000

中（左から） ●立川95式練習機�1/32
●Kiー99 (衝撃降下90度）�1/24�¥148,000
●Ki-43 隼II型�1/24��(アリュ-シャン守備隊）�¥135,000
●桜花��1/24�￥80，000

下（左から） ●C-1 1/72  ¥125,000
●X−2��1/32��¥92,000
●F−2A 1/32��¥95,000

＃7 ケース−2�右上
上（左から） ●Fouga CM.170 Magister 1/32 ¥90,000

●Nord 1500 Gliffon  1/32 ¥116,000
中（左から） ●F−6F�Hellcat 1/24� ￥135，000

●F−4U-1 Corsair 1/24  ¥135,000
下（左から） ●F86F�BLUE IMPULSE 1/32  ¥93,000

●SH-60K 1/32 ¥145,000
●うみどり『ジパング』�1/32 ¥68,000

＃8 ケース−2�下 ●JMSDF DDH 181 ひゅうが�1/144
＃9 店内風景 ●ME109E  脚・特性スタンド付き�￥1,000,000

＃10 入り口上 ●究極のモデルシリーズポストカード2種入り・額入り：￥10,000
●究極の零戦モデル額入�￥23,000

＃12 ケース3、1、4
＃13 ケース−3−上� ケース−3−上

上 ●F−86F�SABRE  1/18  (ミュージアムモデル）
中 ●F−86 BLUE IMPULSE 1/18 (ミュージアムモデル）
下 ●F−16�Thunderbirds 1/18 (ミュージアムモデル）

＃14 ケース−1(内側)
上 ●Me262A-1  1/15  (ミュージアムモデル）木製1点制作 (売約済）
下 ●F-18 HORNET   1/18  (ミュージアムモデル）

#15 ケース−1（内側）
上左 ●P-38 LIGHTNING 1/18 (ミュージアムモデル）
上右 ●WESTLAND W35 WYVERN TF MK.4 1/18  (ミュージアムモデル）
下左 ●零戦52型�1/18�ハーフ・スケルトン（ミュージアムモデル）
下右 ●零戦21型�1/18  (ミュージアムモデル）

#16 ケース−3��下
上 ●AV-8B Harrier 1/18 (ミュージアムモデル）
中 ●ARADO Ar234 1/18  (ミュージアムモデル）
下 ●SUPER MARINE S6-B  1/12 (ミュージアムモデル）

#17 ケース-4�上
上 ●「紅の豚」CARTIS R-3C0  1/24  ¥58,000��(予約受付中）
中 ●「紅の豚」SAVOIA S-21 (劇場版） 1/18 （ミュージアムモデル）
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下 ●新発売・「紅の豚」SAVOIA S-21 (劇場版） 1/24 （ミュージアムモデル）￥360，000�(予約受付中）
#18 ケース-4�下

上左 ●「紅の豚」SAVOIA S-21 (劇場版） 1/24�￥58，000
下左 ●「紅の豚」SAVOIA S-21 (改造版） 1/24�￥58，000
下左 ●「紅の豚」SAVOIA S-21 (原作版） 1/24�￥58，000
下右 ●「紅の豚」SAVOIA S-21 (劇場版） （展示用）

●「風の谷のナウシカ」GUNSHIP 1/24  ¥68,000��(予約受付中）
#19 ケースー5（全体）
#20 ケース−5��上

上（左から） ●Miles Master III 1/32�� ¥65,000
●FIRE RAND 1/32 ¥82,000
●Hawker Sea Fury MK.11 1/32 ¥65,000

中（左から） ●AVRO ANSON 1/48  ¥120,000
●AVRO YORK 1/72 ¥109,000
●AVRO LANCASTER 1/72 ¥105,000

下（左から） ●SAAB J29  1/32  ¥89,000
●GLOSTERMETEOR  1/32 ¥12,2000
●SAAB J21  1/32  ¥88,000

#21 ケース−5�下
上左 ●Grumman��X-29 1/32 ¥82,000
上右 ●ER-2 (U-2) NASA 1/48 ¥89,000
中 ●F117 Night Hawk 1/32 ¥99,000

●NF104 1/32 ¥88,000

下
●Supermarine Attacker 1/32  ¥65,000
●Buccaneer S2B  1/32  ¥110,000

#22 店内風景
＃23 ケース−6（全体）
＃24 ケース−6�上左

上（左から） ●THE RAMMER  1/32  ¥65,000
●昇天�1/32��￥65,000
●SUZUKAZE  1/32  ¥73,000
●瞬雷�1/32��￥62,000
●剣��1/32��￥59,000

中（左から） ●F4D SKYRAY  1/32   ￥94,000
●F9F�PANTHER  1/32  ¥78,000
●T-33 Thunderbirds  1/32  ¥83,000
●P-80A  1/32  ¥86,000

下（左から） ●HEINKEL He162A  1/18 （ミュージアムモデル）
●Packard Merlin  Engine 1/18 （ミュージアムモデル） ¥150,000
●P−51D MUSTANG  1/18 （ミュージアムモデル）

#25 ケース−6�下左
上 ●F-104 G Star Fighter 1/18 （ミュージアムモデル）

中左から ●月光�1/72 ¥125,000 （ビンテージモデル）
●C-1 1/72  （根本モデル）�¥125,000
●零戦52型�1/32 ¥110,000 （ビンテージモデル）
●93式中間練習機（ビンテージモデル）1/20  ¥180,000
●零戦21型�1/24  ¥150,000 （ビンテージモデル）
●神風号�1/24 ¥150,000  （ビンテージモデル）

下（左から） ●DC-6B JAL 1/100  ￥88、000
●YS−11 JAL 1/100 ¥78,000
●DC-4 JAL 1/72  ¥96,000
●DC-7C JAL 1/72  ¥98,000

＃26 ケース−6�上右
上（左から） ●キ-226  1/72  ¥59,000

●キ-73  1/32 ¥69,000
●航技研III試改�1/32 ¥70,000
●火龍�1/32  ¥69,000

中左から ●C-130J SUPER HERCULES 1/72 ¥102,000
●X-24A Lifting body 1/32 ¥68,000
●XB-70 Valkryrie 1/72  ¥132,000



＃27 ケース−6�左下
上（左から） ●MESSERSCHMITT Bf109E 1/18   (ミュージアムモデル）

●MESSERSCHMITT Bf109V-14  1/18   (ミュージアムモデル）
●ENGINE - AUSTRODAIMLER D.III 1/16 ¥280,000
●AVIA Bh-21  1/18  (ミュージアムモデル）

中（左から） ●飛燕I型�1/32 ¥125,000 （ビンテージモデル）
●疾風�1/32  ¥110,000（ビンテージモデル）
●鍾馗�II型��1/32  ¥110,000（ビンテージモデル）
●F4F CORSAIR 1/32  ¥110,000（ビンテージモデル）
●F8F BEARCAT 1/32 ¥90,000（ビンテージモデル）
●震電�1/48�￥70，000（ビンテージモデル）

下（左から） ●YS−11 JAL 1/100 ¥78,000
●B727-100 JAL  1/72 ¥96,000
●DC-8-30 JAL  1/72  ¥106,000

＃28 店内風景
＃29 ケース−7

ケース内・上 ●Grumman F-14 Tomcat Jolly Rogers 1/18(ミュージアムモデル）
ケース内・中 ●F-4EJ PHANTOM 1/18 (ミュージアムモデル）
ケース内・下 ●F/A-18 BLUE ANGELES  1/18(ミュージアムモデル）

#30 ケース−7
ケース内・上 ●Grumman F-14 Tomcat Jolly Rogers 1/18(ミュージアムモデル）
ケース内・中 ●F-4EJ PHANTOM 1/18 (ミュージアムモデル）
ケース内・下 ●F/A-18 BLUE ANGELES  1/18(ミュージアムモデル）

#31 ケース7の上 ●一式陸上攻撃機（山本長官乗機）1/32��¥230,000
●Latecoere 28 1/48  ¥103,000
●LOHNER L-135M   1/24 ¥135,000

＃32 ケース−8�全体
＃33 ケース−8�左半分

上（左から） ●橿原丸��1/350  ¥205,000
●戦艦大和艦橋��1/144�￥280，000
●戦艦大和�長艦艇�1/144  ¥15,000
●JUNIOR  707  1/24 ¥75,000
●砕氷艦�しらせII  1/144 (売約済）

下（左から） ●Sopwith Camel F.1  1/24  ￥68，000
●Sopwith Dolphin 1/24 ￥105，000
●DH89 DRAGON RAPIDE 1/24 ¥280,000
●SAVOIA MARCHETTI S-55 1/32 ¥225,000

#35 ケース−8�右半分 ケース−8��右
上（左から） ● SUKHOI Su-27 UB FLANKER  1/18 (ミュージアムモデル）

●Dornier Do-X  1/100   ¥105,000
●Hughes H-4 Hercules 1/144 ¥136,000

下（左から） ●零戦�METER PANEL (レプリカ）�1/1  ¥850,000
●絵画- B-17 対 零戦（額付き）￥35,000
●三式中戦車�チヌ�1/15��¥250,000
●一式7.5cm自走砲戦車�ホニ��1/15�¥250,000

#36 ケース−9�全体 ケース−9�全体
#37 ケース−9��上左

上（左から） ●BK117  Doctor-Heli  1/32 (売約済）
●Mi-8 HIP C  1/32  ¥130,000
●Cierva C.30 Autogiro 1/32  ¥82,000

中（左から） ●Parcival Mew Gull  1/32  ¥76,000
●Lockheed L-10 Electra 1/32  ¥99,000
●Cessna 150 1/32 ¥ 78,000
●Piper PA-28 Warrior 1/32 ¥95,000
●Beachcraft 58 Balon  1/32  ¥116,000

下（左から） ●DH114  HERON 1/48  ¥128,000
●Douglas DC-3 A.A 1/48 ¥158,000
●Vikers VC.1 Viking 1/72  ¥92,000
●B247 UNITED 1/48 ¥92,000

#38 ケース−9�上左



上（左から） ●Mi-8 HIP C  1/32  ¥130,000
●Cierva C.30 Autogiro 1/32  ¥82,000
●Westrand Wasp 1/32  ¥150,000

中（左から） ●Piper PA-28 Warrior 1/32 ¥95,000
●Beachcraft 58 Balon  1/32  ¥116,000
●Piperr PA-23  1/32  ¥105,000

下（左から） ●Douglas DC-3 A.A 1/48 ¥158,000
●Vikers VC.1 Viking 1/72  ¥92,000
●B247 UNITED 1/48 ¥92,000
●Ford Trimotor 1/48 ¥108,000

＃39 ケースー9�下左
上（左から） ●MD-11  1/100  ¥98,000

●DC-8 UNITED 1/100  ¥90,000
●B747−200 JAL CARGO 1/200   ¥85,000

下（左から） ●DOUGLAS WORLD CRUSER 1/24 ¥104,000
●Northrop Gamma  1/32  ¥119,000
●DHC-2 BEAVER  1/32  ¥74,000

#40 ケース−9�下右
上（左から） ●B747−200 JAL CARGO 1/200   ¥85,000

●B757 A.A  1/100  ¥90,000
●DC-8-30 JAL 1/100  ¥96,000

下（左から） ●Northrop Gamma  1/32  ¥119,000
●DHC-2 BEAVER  1/32  ¥74,000
●VOISON Type 8  1/48   ¥88,000

#41 店内風景
ケース−9の上、壁

上（左から） ●絵画「コルセア」  ￥30,000
●HP HASTIGS  1/72 ¥89,000
●PITTS S2  1/24  ¥135,000
●Fokker 27 Friendship 1/72 ¥98,000
●Dewoitine D.338 1/48  ¥185,000

#42 ケース−10
上（左から） ●Short 360-100 1/48 ¥93,000

●Vickers Viscount 1/72 ¥88,000
●Northrop Gamma  1/32  ¥119,000

下（左から） ●Shorts SC-1  1/32  ¥86,000
●AERO L-39 Albatros  1/32  ¥88,000
●F104G�NASA  1/32  ¥98,000
●Northrop T-38 NASA 1/32 ¥76,000

#43 ケース-11��全体
＃44 ケース-11�上�全体
＃45 ケース-11�上左

上（左から） ●Lockheed Lady Southern Cross  1/32 ¥130,000
●DOUGLAS M-2 郵便機��1/24�￥86,000
●AIRCO DH-4  1/32  ¥86,000

中（左から） ●Northrop XP-56 Black Bullet 1/32  
●Bell P-59 Airocomet 1/32  ¥68,000
●XF-85 Goblin 1/32 ¥128,000

下（左から） ●Ju EF128  1/32  ¥60,000
●Ho HXIIIC 1/32 ¥60,000
●Me P.1078  1/32 ¥65,000
●Me328 1/24 ¥155,000(ミュージアムモデル仕様）

#47 ケース-11 上右
上（左から） ●AIRCO DH-4  1/32  ¥86,000

●Curtiss Robin  1/32  ¥72,000
●LOCKHEED  8   ALTAIR 1/32  ¥73,000

中（左から） ●XF-85 Goblin 1/32 ¥128,000
●McDonell Douglas X-36  1/24   ¥78,000
●White Night with Spaceship  1/72  ¥135,000

下（左から） ●Me328 1/24 ¥155,000(ミュージアムモデル仕様）



●RYAN FR-1 Fireball  1/32  ¥65,000
●F9F-8  BLUE ANGELS  1/32  ¥89,000

#48 ケース-11 下�全体
#49 ケース-11 下左

上（左から） ●Ikarus 451 1/24  ¥108,000
●TupolevANT-20 1/144  ¥135,000
●Amiot 143  1/24  ¥96,000

中（左から） ●神龍�1/32��63,000
●KUGISHO MXY6  1/32  ¥72,000
●キ 98  1/48    ¥65,000 

下（左から） ●DC-2�KLM 1/72  ¥185,000 (ビンテージ�オランダ人モデラー）
●DHC-6 Twin Otter 1/48 ¥82,000
●POTEZ 62 1/48 ¥145,000(根本モデル-ビンテージ）

#50 ケース-11 下右
上 ●HANDLEY PAGE 0/400  1/32  ¥300,000

中（左から） ●前田 ク-6  1/48  ¥70,000
●Daimler-Benz Project B   ¥125,000�（ビンテージ）

下（左から） ●POTEZ 62 1/48 ¥145,000(根本モデル-ビンテージ）
● DH89  1/32  ¥125,000�（英国製）
● DH89  1/32  ¥125,000（英国製）

#51 店内風景 ●Submarine 707  1/12  ¥200,000
#52 窓際 ●Airspeed Horsa Mk.1  1/48  ¥180,000

●Curtiss C-46 cargo 1/72  ¥88,000
●オリジナルシガーカードコレクション額付き�￥125,000
●シガーカード（レプリカ）コレクション額付き￥75,000


