
飛行機製品カタログ PLANE LIST

★バルフライヤー
　シリーズ

★袋入りライトプレーンシリーズ

★バルフライヤー
　 ジュニアシリーズ

九六式艦上戦闘機 
■品番BF-001　■コード 050016
■全長 約300mm×全幅約450mm
■税込価格 ￥9,680

パイパー J3　イエローカブ
■品番BF-005　■コード 050054 
■全長約420mm×全幅約680mm
■税込価格 ￥15,400

デカスロン
■品番BJ-001　■コード 055011
■全長約330mm×全幅約440mm
■税込価格 ￥5,500

零戦21型戦闘機 
■品番BF-002　■コード 050023
■全長約380mm×全幅約500mm
■税込価格 ￥10,780

フィゼラーシュトルヒ 
■品番BF-003　■コード 050030
■全長約400mm×全幅約585mm
■税込価格 ￥10,780

震　電
■品番BF-004　■コード 050047
■全長約417mm×全幅約460mm
■税込価格 ￥13,200

A級ペガサス 
■品番 LP-04　■コード 100049
■全長約475mm×全幅約470mm
■税込価格 ￥1,650

B級ペガサス
■品番 LP-08　■コード 100087 
■全長約637mm×全幅約690mm
■税込価格 ￥1,760

B級フェニックス 
■品番 LP-05　■コード 100056
■全長約587mm×全幅約588mm
■税込価格 ￥1,760

B級オリンピック
■品番 LP-06　■コード 100063
■全長約587mm×全幅約584mm
■税込価格 ￥1,760

B級ユニオン
■品番 LP-07　■コード 100070
■全長約620mm×全幅約580mm
■税込価格 ￥1,760

A級オリンピック
■品番 LP-02　■コード 100025
■全長約423mm×全幅約395mm
■税込価格 ￥1,320

A級ユニオン
■品番 LP-03　■コード 100032
■全長約470mm×全幅約500mm
■税込価格 ￥1,650

B級ミサイルボーイ 
■品番 LP-09　■コード 100094
■全長約635mm×全幅約640mm
■税込価格 ￥1,980

ベビーオリンピック 
■品番 LP-11　■コード 100117
■全長約370mm×全幅約394mm
■税込価格 ￥1,320

ベビーユニオン
■品番 LP-12　■コード100124
■全長約370mm×全幅約400mm
■税込価格 ￥1,320

メーカーコード：4538888

・1/22スケール本格派上級者
 向けバルサキット
・バルフライヤーシリーズをスケー
 ルダウンしたゴム動力フライング
 プレーン

・1/24スケール本格派上級者向けバルサキット
・高品質レーザーカッターでカットされたバルサ材を組み上げるフレームモデルは、シックな
 高級インテリア。ゴム動力によるフリーフライトモデル。

・精密加工で完璧に仕上げられた各パーツにより、組み立て
   やすく完成度は抜群。
・最上の飛行バランスで素晴らしいフライトが楽しめます。

※製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。
※製品の色は写真の色と異なる場合がございます。ご了承下さい。

試作開発中…

有限会社 スタジオ ミド

URL ： http://www.studiomid.info
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★ジュニアライトプレーン
　シリーズ

★高性能ライト
　 プレーンシリーズ

カナリア
■品番 JLP-13　■コード 100131
■全長約300mm×全幅約320mm
■税込価格 ￥1,320

パロット
■品番 JLP-14　■コード 100148
■全長約300mm×全幅約320mm
■税込価格 ￥1,320

ロビン
■品番 JLP-15　■コード 100155
■全長約300mm×全幅約320mm
■税込価格 ￥1,320

カッコー
■品番 JLP-16　■コード100162
■全長約300mm×全幅約320mm
■税込価格 ￥1,320

シーガル
■品番 LP-20　■コード 100261 
■全長約480mm×全幅約600mm
■税込価格 ￥2,200

パピリオ
■品番 LP-21　■コード 100278 
■全長約490mm×全幅約480mm
■税込価格 ￥2,200

スパロー
■品番 LP-22　■コード100285
■全長約510mm×全幅約480mm
■税込価格 ￥2,200

・往年の竹ヒゴ飛行機の特徴を
 生かしながら高品質レーザー
 カッターで加工したバルサ材仕
 様の純国産機

★ペーパープレーン
　 シリーズ

★工作飛行機セット
　 シリーズ

ジェットハンター（タイプ I ）
■品番 PP-13　■コード 100216 
■全長約167mm×全幅約120mm
■税込価格 ￥880

ソニックハンター（タイプ I ）
■品番 PP-14　■コード 100223
■全長約171mm×全幅約110mm
■税込価格 ￥880

・プリント済み高級ケント紙使用。
・スケール感を極めつつ、飛び
 を追及したペーパープレーン。
・誰でも正確に作れる上反角ゲ
 ージ付

・プリント済みの高級ケント紙
 採用でスケール感抜群
・ダイカット済みの紙を貼り合
 わせるだけで完成。
・専用カタパルト付属。ハンド
 ランチ(手投げ)でもよく飛び
 ます。

・A級ライトプレーンの約2/3程度
 作りやすく、かわいく、良く飛ぶホビープレーン

★インドアプレーン
　シリーズ

タイプ-A
■品番  IP-11　■コード 100193
■全長約285mm×全幅約280mm
■税込価格 ￥1,650

タイプ-B
■品番 IP-12　■コード 100209 
■全長約285mm×全幅約270mm
■税込価格 ￥1,650

雀［スズメ］
■品番 IP-15　■コード 020492
■全長約230mm×全幅約220mm
■税込価格 ￥2,640

鴬［ウグイス］
■品番 IP-16　■コード 020507
■全長約230mm×全幅約234mm
■税込価格 ￥2,640

モスキート
■品番 IP-13　■コード 020477 
■全長約142mm×全幅約146mm
■税込価格 ￥1,100

フライ
■品番 P-14　■コード020484
■全長約142mm×全幅約146mm
■税込価格 ￥1,100

ペーパープレーン工作基本セット
■品番 UP-03　■コード100179
■全長約325mm×全幅約395mm
■税込価格 ￥1,100

・室内用ライトプレーン
・6畳程度の広さがあれば飛ばせるゴム動力本格室内機

バルサ翼タイプ

翼貼紙タイプ　

2機セット 2機セット
翼貼紙タイプ　

バルサ翼タイプ

有限会社 スタジオ ミド スタジオミド
HPはこちら〒125-0031 東京都葛飾区西水元6-21-15メーカーコード：4538888
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手投げグライダー（角翼）
■品番 TA-04　■コード100353
■全長約350mm×全幅約380mm
■税込価格 ￥880

ゴム動力飛行機（丸翼）
■品番 TA-06　■コード 100360
■全長約320mm×全幅約410mm
■税込価格 ￥1,100

海賊コプター　パイレーツ
■品番 TA-07　■コード 100377
■全長約257mm×全幅約220mm
■税込価格 ￥770

海賊コプター　バイキング
■品番 TA-08　■コード100384
■全長約257mm×全幅約220mm
■税込価格 ￥770

★角胴機シリーズ

旭号ジュニア
■品番 KD-01　■コード 100230 
■全長約388mm×全幅約502mm
■税込価格 ￥3,960

三角胴
■品番 KD-03　■コード 100247 
■全長約390mm×全幅約512mm
■税込価格 ￥3,960

四角胴
■品番 KD-04　■コード100254
■全長約390mm×全幅約498mm
■税込価格 ￥3,960

★バルサプレーンシリーズ

ミニモ
■品番 BP-01　■コード 100292
■全長約207mm×全幅約400mm
■税込価格 ￥1,650

ベイビー
■品番 BP-02　■コード 100308
■全長約210mm×全幅約400mm
■税込価格 ￥1,650

レーザー
■品番 BP-03　■コード 100315
■全長約325mm×全幅約325mm
■税込価格 ￥1,980

レンジャー
■品番 BP-04　■コード 100322
■全長約325mm×全幅約330mm
■税込価格 ￥1,980

スツーカ
■品番 BP-06　■コード100346 
■全長約295mm×全幅約330mm
■税込価格 ￥2,200

・手投げで飛ばせるバルサ製本格グライダー機です。
・精密レーザー加工のバルサ製ですから、丈夫で簡単に組み立てられます。

アルバトロス
■　　　　　     ■コード 090050
■全長約840mm×全幅約1200mm
■税込価格 ￥4,180

MD-01
■品番 MD-01　■コード 090074
■全長約475mm×全幅約562mm
■税込価格 ￥2,728

MD-02
■品番 MD-02　■コード 090067
■全長約470mm×全幅約555mm
■税込価格 ￥2,728

ワインダー
■コード 010805
■税込価格 ￥1,320

糸ゴムセット
■コード 150013
■仕様：約1㎜角×約10m
■税込価格 ￥880

平ゴムセット
■コード 150020
■仕様：約1㎜×約3㎜×約7m
■税込価格 ￥880

ゼロ戦
■品番 BP-05　■コード 100339 
■全長約300mm×全幅約362mm
■税込価格 ￥2,200

★飛ばして遊ぼうシリーズ

・ハイクオリティーレーザー
カット仕様の高級バルサをメ
イン素材として、昭和ノスタル
ジックを復刻させた上級者向
け本格派ゴム動力模型飛行機

★R/Cライトプレーン
　シリーズ

R／Cスカイチャレンジャー
■品番 RLP-01　■コード200114 
■全長約470mm×全幅約510mm
■税込価格 ￥4,180

※このキットには、ラジオコントロール用のプ
ロポ（送信機）・受信機・バッテリーサーボ等は
含まれておりません。
※ラジコン機としてのご使用の場合、お手持
ちの小型ラジコン機のメカをご利用頂くか市
販の各プロポメーカーから発売のメカをご利
用頂きますようお願い申し上げます。

★手投げグライダー ★パーツ 

・バルサ材に高度なレーザーカット技術
 を駆使したR/Cライトプレーン

・組み立て簡単。スチロール製手投げグライダー

スタジオミド
HPはこちらメーカーコード：4538888

有限会社 スタジオ ミド
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