
A&W Models 従来品のご案内

＊ご注文〆切り ： １１月 １８日(月) １２月上旬入荷予定！

　　

144001 新明和　UF-XS 海上自衛隊 1/144 ¥5,700 144046 三菱  MU-2S 救難飛行艇 航空自衛隊　　1/144 ¥5,500

144002 三菱　九三双軽　キ-2 1/144 ¥3,400 144047 川崎 ｷｰ96 試作双発戦闘機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     1/144 ¥3,000

144003 中島　九五水偵 E8N 1/144 ¥2,900 144048 萱場 カ号 一型オートジャイロ 1/144 ¥2,600

144004 九試単座戦闘機 1/144 ¥2,800 144049 三菱 八試特殊偵察機 G1M1                    1/144 ¥3,800

144005 九二式陸軍戦闘機 1/144 ¥2,800 144050 川西 J6K1 十八試甲 陣風　　　　　　　　　　　　1/144 ¥3,000

144006 US-2型　救難飛行艇 1/144 ¥7,800 144051 三菱式双発輸送機MC-20 1/144 ¥3,800

144007 三菱 七試艦上戦闘機 1/144 ¥2,400 144052 中島 九七式輸送機　AT-2　　　　　　　　　　　　　　1/144 ¥3,800

144009 立川 九五式一型練習機 1/144 ¥2,700 144053 川崎 ｷｰ78 「研三」 試作高速研究機1/144 ¥3,000

144010 PS-1型　対潜哨戒機 1/144 ¥7,800 144054 立川 ｷ-54乙 一式練習機 1/144 ¥3,900

144011 ｷ-11　試作単座戦闘機 1/144 ¥2,400 144055 立川 ｷｰ54丙 （Y-39輸送機）　1/144 ¥3,900

144012 中島　三式二号（A1N2) 1/144 ¥2,700 144056 愛知 二式練習用飛行艇 H9A11/144 ¥3,900

144013 川崎　九三式単軽　ｷｰ3 1/144 ¥3,000 144057 広廠 九〇式一号飛行艇 H3H11/144 ¥6,400

144014 九試単戦　寿エンジン 1/144 ¥2,800 144058 川西 九○式二号飛行艇 H3Ｋ-11/144 ¥7,800

144015 川崎　ｷｰ5　試作戦闘機 1/144 ¥2,800 144059 中島 B4N1 九試艦攻 1/144 ¥4,200

144016 渡辺　A5M4-K 二式練戦 1/144 ¥2,700 144060 航研機 1/144 ¥4,400

144017 立川 ｷｰ17 九五式三型練戦 1/144 ¥2,700 144061 三菱 ｷｰ109 特殊防空戦闘機 1/144 ¥3,800

144018 三菱　ｷｰ18　試作戦闘機 1/144 ¥2,800 144062 川崎 キ-102乙 試作襲撃機　　　　　　　　　　　　1/144 ¥3,000

144019 ｱﾝﾘｵ　中間練習機 1/144 ¥2,800 144063 立川 キ-36 九八式直協偵察機1/144 ¥3,000

144021 広廠 八九式飛行艇 1/144 ¥3,300 144064 三菱 ｷ-167 桜弾装備機 1/144 ¥3,800

144022 愛知　九六艦戦 D1A2 1/144 ¥2,700 144065 立川 キ-55 九九式高等練習機                           1/144 ¥3,000

144023 三菱 A5M3 試作戦闘機 1/144 ¥2,700 144066 立川 ｷｰ106 試作戦闘機 1/144 ¥3,400

144024 川西 九四二号水偵＋MXY4 1/144 ¥3,800 144067 東京航空 ｷ-107 練習機 1/144 ¥3,000

144025 川西 九四一号水偵＋MXY3 1/144 ¥3,800 144068 空技廠 D3Y1-K 「明星」 1/144 ¥3,800

144026 三菱 一○式艦戦 1MF1 1/144 ¥2,700 144069 航空工廠 ｷ-93 試作地上襲撃機1/144 ¥3,200

144027 広廠 十五式飛行艇　H1H21/144 ¥3,300 144070 三菱 ｷ-97 双発輸送機 1/144 ¥5,500

144028 川崎 八八式軽爆撃機 1/144 ¥3,400 144071 立川 ｷ-94-ＩＩ 試作高高度戦闘機1/144 ¥3,000

144029 立川 A26(ｷｰ77）長距離機 1/144 ¥3,600 144072 国際 ｷ-86 四式基本練習機1/144 ¥3,000

144030R 三菱 ｷ-83 試作遠距離戦闘機 1/144 ¥3,400 144073 川崎 ｷ-66 試作急降下爆撃機1/144 ¥3,400

144031 立川 ｷ-70 試作司令部偵察機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/144 ¥3,800 144074 空技廠 R2Y-1 景雲 1/144 ¥3,800

144075 神戸製鋼 テ号 観測機 1/144 ¥3,800

144033 川西 E11K1 十一試特種水偵 1/144 ¥3,400 144076 立川 ｷ-94-Ｉ 試作高高度戦闘機1/144 ¥3,800

144034 中島 甲式四型戦闘機 Ko-4 1/144 ¥2,800 144077 中島 ｷ-87 試作高高度戦闘機1/144 ¥3,800

144035 横須賀 H5Y-1 九九式飛行艇　　　　　　1/144 ¥3,800 144078 中島 ｷ-117 試製性能向上機1/144 ¥3,500

144036 広廠 九一式飛行艇 H4H-1 1/144 ¥3,900 144079 三菱 J4M 閃電 1/144 ¥3,800

144037 三菱 1MF2 隼型試作戦闘機　　　　　　　　　　　　　　　　1/144 ¥3,500 144080 横廠 一号水上偵察機 1/144 ¥2,800

144038 三菱 一三式艦攻 2MT1 1/144 ¥3,700 144081 川西 E15K1 紫雲 1/144 ¥3,800

144039 三菱 九三式重爆Ⅱ型 ｷ1-Ⅱ 1/144 ¥3,900 144082 前田式 ｸ1 ニ式小型輸送滑空機1/144 ¥3,800

144040 中島 九一式戦闘 NC 1/144 ¥2,900 144083 海防義会 KB 試作飛行艇 1/144 ¥3,800

144041 川崎 九五式戦闘機 ｷｰ10 1/144 ¥3,000 144084 四式小型輸送機 日国ｸ-8 1/144 ¥4,000

144042 川西 E8K1 八試水偵 1/144 ¥3,200

144043 美津濃 神龍 特殊攻撃機 1/144 ¥2,400

144044 三菱 一○式艦上雷撃機 1/144 ¥3,900 AWD7201 US-2型 試作機用デカール　　　　1/72 ¥300

144045 三菱 LR-1 連絡偵察機 陸自1/144 ¥5,500 AWD7202 US-2型 ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾃﾞｶｰﾙ　　　　1/72 ¥1,000

販売店様名 問屋様名

輸入元： ㈱ウィリング 　 〒270-1423　千葉県白井市南山３-１-９　 TEL : 047-498-3537  FAX:047-498-3538


