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全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 健）では、タンポ印刷による高品質ダイキャストモデルプ

レーンの企画・製作を 1999 年に開始しました。以来A N A
エーエヌエー

らしさを追求したこだわり品質の製品を提供しています。 

直近の 2016 年7 月から 9 月にかけて出荷した新製品 １３種類をお知らせします。 

なお、発売日は「A N A
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

羽田店 羽田到着ロビーギフトショップ」に入荷し発売を開始した日を表示しています。 

    

（1） 1：200 BOEING 777-300 

JA752A Inspiration of JAPAN 

ギア付完成品 

（2） 1：200 STAR WARS TM ANA 

JETBOEING 767-300ER JA604 ギ

ア付完成品 

（3.） 1:1000 BOEING 787-9 

JA830A Inspiration of JAPAN ダ

イキャストモデル ギア付 

（4） 1:1000 BOEING 787-9 JA830A 

Inspiration of JAPAN ダイキャスト

モデル ギア付RWY22 ベース付 

 

１．ＮＨ２００７３ １：200 BOEING 777-300 ＪＡ７５２Ａ Inspiration of JAPAN ギア付完成品 

ANA 国内線に活躍する大型機 BOEING 777-300 を Inspiration of JAPAN ロゴが入った現在の姿で 1：200ＡＢＳ樹脂完成品に

再現しました。シップナンバーはＪＡ７５２Ａです。 

●モデルナンバー：NH20073、●商品名：1:200 BOEING 777-300 JA752A Inspiration of JAPAN（ギア付） 、●縮尺：1:200、●

価格（税抜き）：￥16,000、●全長（約）：36.9ｃｍ、●主な素材：ABS 樹脂、●ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製

台座スタンド、真鍮プレート付、●発売日：2016 年7 月20 日 

  

２．ＮＨ２００９６ １：200  STAR WARSＴＭ ＡＮＡ ＪＥＴ BOEING 767-300ＥＲ ＪＡ604Ａ ギア付 完成品 

2015 年11 月22 日から ANA 国内線に就航したＳＴＡＲ ＷＡＲＳ特別塗装2 号機が STAR WARS TM ANA JET です。7 作目と

なる新作「STAR WARS フォースの覚醒」に初めて登場した新たなドロイド BB-8 TM と人気ドロイド R2-D2 TM を

BOEING767-300ER JA604A にデザインしています。 

NH20096 はドアコーション（実機のドアに表示されている注意書き）の入った Detailed モデルで １：200 ABS 樹脂完成品です。

（組み立て式スナップフィットモデルは製作しておりません） 

●モデルナンバー：NH20096、●商品名：1:200 STAR WARS TM ANA JET BOEING 767-300ER JA604A ABS 樹脂完成モデル

(ギアつき)、●縮尺：1:200、●価格（税抜き）：￥18,000、●全長（約）：27.4ｃｍ、●主な素材：ABS樹脂、●ギア（車輪）：あり、●

原産国：中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、●発売日：2016 年7 月28 日  ©&TM Lucasflim.Ltd. 

 

３．ＮＨ１００３２ １：1000  BOEING 787-9 JA830A Inspiration of JAPAN ダイキャストモデル ギア付 

2014年8月7日からANA国内線に定期便就航したBOEING 787-9。 1:1000スケール ダイキャストモデルシリーズにも主翼

空中姿勢で登場です。導入初号機JA830A をモデル化。プラスチックスタンドが付属します。 

●モデルナンバー：NH10032、●商品名：1:1000 BOEING 787-9 JA830A ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 (ギア付)、●縮

尺：1:1000、●価格（税抜き）：￥4,200、●全長（約）：6.2ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●ギア（車輪）：あり、●

原産国：中国、●備考：プラスチック製スタンド付、●発売日：2016 年7 月28 日  

 

４．ＮＨ１００３３ １：1000 BOEING 787-9 JA830A Inspiration of JAPAN ダイキャストモデル ギア付RWY22 ベース付 

１：1000 BOEING 787-9 に羽田空港RWY22 のマーキングを印刷したディスプレイベース付きです。 

●モデルナンバー：NH10033、●商品名：1:1000 BOEING 787-9 JA830A ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 (ギア付 RWY22

ディスプレイベース付、●縮尺：1:1000、●価格（税抜き）：￥7,000、●全長（約）：6.2ｃｍ、ディスプレイベースのサイズ 30ｘ11ｃ

ｍ●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：プラスチック製スタンド付、●発売

日：2016 年9 月28 日 

ダミー  

ダミー  

ダミー  
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モデルプレーン新製品出荷のお知らせ 



 

   

（5） 1：200 YS-11A ＪＡ8733 ＡＮＡ  

白旧塗装 フラップダウン ダイキャストモデ

ル 木製台座付 

（6） 1：200 YS-11A ＪＡ8744 ＡＮＡ  

モヒカンルック フラップダウン ダイキャス

トモデル 木製台座付 

（7） 1：200 YS-11A ＪＡ8756 ＡＮＡ  

トリトンカラー フラップダウン ダイキャス

トモデル 木製台座付 

 

５．ＹＳ２１１６６  １：200 YS-11A ＪＡ8733 ＡＮＡ 白旧塗装 フラップダウン ダイキャストモデル 木製台座付 

６．ＹＳ２１１６７  １：200 YS-11A ＪＡ8744 ＡＮＡ モヒカンルック フラップダウン ダイキャストモデル 木製台座付 

７．ＹＳ２１１６８  １：200 YS-11A ＪＡ8756 ＡＮＡ トリトンカラー フラップダウン ダイキャストモデル 木製台座付 

１９６５年の初就航から１９９１年のラストフライトまで活躍した国産旅客機ＹＳ－１１。歴代のＡＮＡ白旧塗装（昭和４４年当時）、

なつかしのモヒカンルック（昭和５１年当時）、ラストフライトのトリトンカラー（平成３年当時）をフラップダウンモデルで再現した

１：200 ダイキャストモデルです。木製台座 真鍮プレート付仕様を新たに発売。ずっしりとしたダイキャストの重量感に高級感

のある木製台座が魅力の組み合わせです。 

●モデルナンバー：ＹＳ２１１６６、●商品名：1:200 YS-11Ａ JA8733 ＡＮＡ白旧塗装 フラップダウン ダイキャストモデル 木

製台座付、●縮尺：1:200、●価格（税抜き）：\15,000、●全長（約）：13.1cm、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック、●ギア

（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、● フラップは着陸時の 35 度で固定され可動しま

せん●発売日：2016 年7 月28 日 

●モデルナンバー：ＹＳ２１１６７、●商品名：1:200 YS-11Ａ JA8744 ＡＮＡ モヒカンルック フラップダウン ダイキャストモデ

ル 木製台座付、●縮尺：1:200、●価格（税抜き）：\15,000、●全長（約）：13.1cm、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック、

●ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、● フラップは着陸時の35度で固定され可

動しません●発売日：2016 年7 月28 日 

●モデルナンバー：ＹＳ２１１６８、●商品名：1:200 YS-11Ａ JA8756 ＡＮＡ トリトンカラー フラップダウン ダイキャストモデル 

木製台座付、●縮尺：1:200、●価格（税抜き）：\15,000、●全長（約）：13.1cm、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック、●ギ

ア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、● フラップは着陸時の 35 度で固定され可動し

ません●発売日：2016 年7 月28 日 

 

 

   

（8） 1：500 ＢＯＥＩＮＧ 777-300ＥＲ  

ＪＡ784Ａ ダイキャストモデル   

木製台座付ギア付 

（9） 1：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ 

ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 プ

ラスチックベース付ギア付 

（10） 1：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ  

ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 木製台

座付ギア付 

ダミー  

ダミー  

ダミー  



  

 
（11） 1：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ  

ダイキャストモデル 主翼地上姿勢 プラス

チックベースギア付 

（12） 1：200 BOEING 787-8 JA825A 

Inspiration of JAPAN ロゴつき 787 ロ

ゴなし ギア付 

（13） 1：200 ＭＲＪ90 ANA 塗装  

ダイキャストモデル（ダイキャスト新金型）  

木製台座つき ギア付 

 

８．ＮＨ５００８５  １：500 ＢＯＥＩＮＧ 777-300ＥＲ ＪＡ784Ａ ダイキャストモデル  木製台座付ギア付 

ＡＮＡ国際線主力大型機 ＢＯＥＩＮＧ 777-300ＥＲ JA784A 1：500 ダイキャストモデルに木製台座付きが登場しました。 性能

諸元が刻印された真鍮製メタルプレートが付属します。 

●モデルナンバー：NH50085、●商品名：1:500 BOEING 777-300ER JA784A ダイキャストモデル 木製台座付(ギア付) 、●縮

尺：1:500、●価格（税抜き）：￥10,000、●全長（約）：14.7ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●ギア（車輪）：あり、●

原産国：中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、●発売日：2016 年7 月28 日 

 

９． ＮＨ４００８０ １：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 プラスチックベース付ギア付 

１０．ＮＨ４００８２ １：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 木製台座付ギア付 

１１．ＮＨ４００８３ １：400 ＢＯＥＩＮＧ 787-9 ＪＡ830Ａ ダイキャストモデル 主翼地上姿勢 プラスチックベースギア付 

２０１４年８月４日、ＢＯＥＩＮＧ 787-9 の日本初受領を記念して日本及び日本在住のアメリカの小学生を招待して次世代を担う

こどもたちが次世代の航空機に搭乗して国際交流を行う遊覧フライトが行われました。羽田空港を離陸して世界遺産 富士山

上空を遊覧したこのフライトがＢＯＥＩＮＧ 787-9 の世界初旅客フライトになりました。１：400 ダイキャストモデルは主翼の反っ

た空中姿勢が再現された羽田空港からの離陸シーンを模したプラスチックベース付のＮＨ40080 と木製台座、真鍮プレート付

属のＮＨ40082、しなりのない主翼地上姿勢を再現した羽田空港ＲＷＹ16Ｒを模したプラスチックベース付のＮＨ40083 計３アイ

テムをモデル化しました。 

 

●モデルナンバー：NH40080、●商品名：1:400 BOEING 787-9 JA830A ダイキャストモデル 主翼空中姿勢 プラスチックベー

ス付(ギア付) 、●縮尺：1:400、●価格（税抜き）：￥16,000、●全長（約）：15.7ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●

ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：プラスチック製ディスプレイベース（17ｘ21.2ｃｍ）、スタンドピラー付、●発売日：

2016 年9 月28 日 

 

●モデルナンバー：NH40082、●商品名：1:400 BOEING 787-9 JA830Aダイキャストモデル 主翼空中姿勢 木製台座付 (ギア

つき) 、●縮尺：1:400、●価格（税抜き）：￥15,000、●全長（約）：15.7ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●ギア（車

輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製台座、真鍮製プレート付、●発売日：2016 年9 月24 日 

 

●モデルナンバー：NH40083、●商品名：1:400 BOEING 787-9 JA830A ダイキャストモデル 主翼地上姿勢 プラスチックベー

ス付(ギア付) 、●縮尺：1:400、●価格（税抜き）：￥16,000、●全長（約）：15.7ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●

ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：プラスチック製ディスプレイベース（17ｘ21.2ｃｍ）、コネクターパーツ付、●発売

日：2016 年9 月28 日 

 

１２．ＮＨ２００８２ １：200 BOEING 787-8 JA825A Inspiration of JAPAN ロゴつき 787 ロゴなし ギア付 

ANA の BOEING 787-8 はＪＡ825Ａから機種に 787 ロゴのない通常塗装で導入されています。今後はこの通常塗装に統一さ

れる予定です。Inspiration of JAPAN ロゴ付 787 ロゴなし 通常塗装初号機ＪＡ825Ａ を１：200 ABS 樹脂完成品でモデル化し

ました。 

●モデルナンバー：NH20082、●商品名：1:200 BOEING 787-8 JA825A Inspiration of JAPAN（ギア付） 、●縮尺：1:200、●価

格（税抜き）：￥16,000、●全長（約）：28.3ｃｍ、●主な素材：ABS 樹脂、●ギア（車輪）：あり、●原産国：中国、●備考：木製台

座スタンド、真鍮プレート付、●発売日：2016 年9 月24 日 

 

１３．MR２９００７ １：200 ＭＲＪ90 ANA 塗装 ダイキャストモデル（ダイキャスト新金型）  木製台座つき ギア付 

三菱航空機が開発を進める初の国産リージョナルジェット MRJ90。実機は型式証明取得へむけて飛行試験機によるテストフ

ライトが続いています。ＡＮＡはMRJ90のキックオフカスタマーとしてエアラインの立場から開発に参画しています。世界初の

MRJ90ダイキャストモデルが1：200で完成しました。三菱航空機の協力のもと全日空商事は実機ＣＡＤデータに基づきダイキ

ダミー  

ダミー  

ダミー  

ダミー  

ダミー  



ャスト新金型を製作しました。ギアはメタル製ピラーにゴムタイヤをメタルホイールはめ込み、ＶＨＦアンテナは別パーツを胴

体に埋め込み、P&W 1200Ｇエンジンの隙間を通じて後方が透けて見えるファンブレード、P&W エンジン特有のライトグリー

ンのファンケースは別パーツで再現するなど MRJ90 の流麗なフォルムを実感する魅力的なモデルです。飛行試験機実機取

材に基づくコーションディテールをタンポ印刷で再現しています。 

 

●モデルナンバー：MR29007、●商品名：1:200 MRJ90 ANA 塗装 ダイキャストモデル 木製台座付(ギア付) 、●縮尺：1:500、

●価格（税抜き）：￥16,000、●全長（約）：17.9ｃｍ、●主な素材：亜鉛合金、一部プラスチック●ギア（車輪）：あり、●原産国：

中国、●備考：木製台座スタンド、真鍮プレート付、●機体登録記号はありません●ダイキャスト新金型 ●製作協力：三菱航

空機株式会社 ●発売日：2016 年9 月28 日 

 

□モデルプレーンのスケールと素材について 

航空機模型のスケールは実機の大きさに対する縮尺で 1：72、1：100、1：144、1：200、１：400、１：500、１：1000 などがありま

す。 

大型機と小型機では実機サイズの違いから同じ縮尺でもモデルのサイズが大きく変わってきます。 

同じ１：200スケールでもBOEING747-400の全長は35.3ｃｍありますが小型機のMRJ90では 全長17.9ｃｍしかありません。 

素材は、亜鉛合金で制作するダイキャストモデルと ABS 樹脂製、ポリウレタン樹脂製などがあります。 

□モデルプレーンの販路と発売日について 

全日空商事が企画・製作するモデルプレーンの多くは模型卸問屋様を経て、全国の販売店様に流通します。当社では問屋

様と調整して出荷日を決めていますが、流通ルートと営業日等の関係で各販売店様の店頭に並ぶ日に差が出ることがあり

ます。流通上の事情から発売日は特に定めていません。 近年インターネット通販での販売比率が高まりました。当社が毎

年 11 月頃、問屋様を通じて発表しております新商品のご案内書をもとに、新商品の予約受注をとられる小売店様も増えて

おります。未入荷の製品は発売予定月でご案内しておりますが、製造事情によりやむを得ず発売が遅れることがあります。 

□モデルプレーンの検品について 

全日空商事が企画・製作するモデルプレーンはメーカー検品に加えて日本の国内入荷後、弊社の定める検品基準に基づ

きモデルプレーン専門のインスペクターによる全数検品を行っています。検品には細心の注意を払っておりますが製品に

は固体差があります。100％同じ品質ではありません。また、検品結果により製品出荷数が減ったり、発売を一時見合わせ

る場合もあります。 

□ANA FESTA 羽田店 羽田到着ロビーギフトショップ  

ANA が就航する国内 34 空港に店舗を構える「A N A
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

」の中で、唯一モデルプレーンの展示販売コーナーを有する店

舗です。全日空商事が企画・製作する約80種類以上のモデルプレーンを常時販売しており、新製品もいち早く入荷します。ま

た、今年（2016 年）3 月 12 日リニューアルオープンしました。店頭販売のみで、新製品の予約・通信販売・お取り置きは致して

おりません。 

電話番号：03-5539-9038 

営業時間／8:30～22:30  

https://www.anafesta.com/airports/HND 

 

【全日空商事 会社概要】 

全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、40年以

上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。 

[社 名] 全日空商事株式会社 

[U R L] http://www.anatc.com/ 

[代 表 者] 西村 健 （にしむら・けん） 

[設 立] 1970 年10 月15 日 

[所 在 地] 東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター  TEL：03-6735-5011（代） 

[資 本 金] 10 億円 

[売 上 高] 連結1,406 億円、単体791 億円 （2015 年度） 

[株 主] ANA ホールディングス株式会社 

[従業員数] 連結2,170 名、単体420 名（2016 年3 月31 日現在） 

[U R L] http://www.anatc.com/ 

 

＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞ 

全日空商事株式会社 経営企画部 広報担当 森川・早藤・中島 

TEL：03-6735-5090 FAX：03-6735-5035 

 

ダミー  

https://www.anafesta.com/airports/HND
http://www.dreamnews.jp/?action_jump=1&dnpid=0000118279&dnurl=http%3A%2F%2Fwww.anatc.com%2F

