
号 発売日 モデル 国と軍
01 2016/2/9 川西 紫電改 日本海軍

02 2/23 三菱 零式艦上戦闘機 五二型 日本海軍

03 3/8 メッサーシュミット Bf109G型 ドイツ空軍

04 3/22 中島 一式戦闘機 隼 日本陸軍

05 4/5 三菱 雷電 日本海軍

06 4/19 ロッキード P-38 ライトニング アメリカ陸軍

07 5/2 中島 四式戦闘機 疾風 日本陸軍

08 5/17 川崎 三式戦闘機 飛燕（キ61） 日本陸軍

09 5/31 スーパーマリン スピットファイア イギリス空軍

10 6/14 愛知 流星 日本海軍

11 6/28 三菱 零式艦上戦闘機二一型 日本海軍

12 7/12 ノースアメリカンP-51Dマスタング アメリカ陸軍

13 7/26 グラマンF6Fヘルキャット アメリカ海軍

14 8/9 愛知 九九式艦上爆撃機一一型（D3A1） 日本海軍

15 8/23 フォッケウルフ Fw190D-9 ドイツ空軍

16 9/6 チャンス・ヴォート F4Uコルセア アメリカ海軍

17 9/20 三菱 艦上戦闘機 烈風（A7M2） 日本海軍

18 10/4 グラマン F4F ワイルドキャット アメリカ海軍

19 10/18 三菱 零式艦上戦闘機一一型 日本海軍

20 11/1 空技廠 彗星（D4Y） 日本海軍

21 11/15 カーチスP-40 ウォーホーク アメリカ陸軍

22 11/29 中島 九七式艦上攻撃機（B5N） 日本海軍

23 12/13 九州 震電 日本海軍

24 12/23 ホーカー・ハリケーン イギリス空軍

25 2017/1/10 中島 二式戦闘機 鍾馗（キ44） 日本陸軍

26 1/24 中島 九七式戦闘機（キ27） 日本陸軍

27 2/7 ブリュースター F2Aバッファロー アメリカ海軍

28 2/21 川崎 五式戦闘機（キ100） 日本陸軍

29 3/7 川崎 二式複座戦闘機 屠龍 日本陸軍

30 3/21 マッキMC.202フォルゴーレ イタリア空軍

31 4/4 三菱 零式艦上戦闘機 三二型 日本海軍

32 4/18 ヤコブレフ Yak-3 ソ連空軍

33 4/28 三菱 一○○式司令部偵察機（キ46） 日本陸軍

34 5/16 メッサーシュミット Me262 ドイツ空軍

35 5/30 ホーカー・タイフーン イギリス空軍

36 6/13 三菱 秋水 日本陸/海軍

37 6/27 ドボワチンD.520 フランス空軍

38 7/11 三菱 九六式艦上戦闘機 日本海軍

39 7/25 P-47 サンダーボルト アメリカ陸軍

40 8/8 三菱 零式艦上戦闘機 二一型 「坂井三郎機」 日本海軍

41 8/22 メッサーシュミット Bf109K-4 ドイツ空軍

42 9/5 ダグラス SBD ドーントレス アメリカ海軍

43 9/19 ボールトンポール・デファイアント イギリス空軍

44 10/3 中島 二式水上戦闘機（A6M2-N） 日本海軍

45 10/17 ユンカースJu87D スツーカ ドイツ空軍

46 10/31 ベル P-39 エアラコブラ アメリカ陸軍

47 11/14 愛知 零式水上偵察機 日本海軍

48 11/28 フォッケウルフ Fw190A ドイツ空軍

49 12/12 チャンス・ヴォート F4Uコルセア "海兵隊機"（三色迷彩） アメリカ海軍

50 12/26 愛知 晴嵐 日本海軍
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号 発売日 モデル 国と軍
51 2018/1/9 メッサーシュミット Bf110 ドイツ空軍

52 1/23 三菱 零式観測機 日本海軍

53 2/6 ポリカルポフ I-16 ソ連空軍

54 2/20 グラマン TBF/TBM アヴェンジャー アメリカ海軍

55 3/6 中島 彩雲 日本海軍

56 3/20 三菱 零式艦上戦闘機五二型丙 「谷水竹雄機」 日本海軍

57 4/3 フィアット G.55 チェンタウロ イタリア空軍

58 4/17 愛知　九九式艦上爆撃機一一型 「江草隆繁機」 日本海軍

59 4/28 ハインケル He162 ザラマンダー ドイツ空軍

60 5/15 中島 天山（B6N） 日本海軍

61 5/29 モラン・ソルニエ M.S.406 フランス空軍

62 6/12 ノースアメリカン P-51Dマスタング 「チャック・イェーガー機」 アメリカ陸軍

63 6/26 デ・ハビランド モスキート イギリス空軍

64 7/10 三菱 零式艦上戦闘機ニ一型 「岩本徹三機」 日本海軍

65 7/24 グラマンF6Fヘルキャット "トライカラー・スキーム" アメリカ海軍

66 8/7 ドルニエ Do335 プファイル ドイツ空軍

67 8/21 ヤコブレフ Yak-9 ソ連空軍

68 9/4 メッサーシュミット Bf109K-4 「エーリッヒ・ハルトマン機」 ドイツ空軍

69 9/18 川崎 三式戦闘機 飛燕（キ61）「第五五戦隊機」 日本陸軍

70 10/2 フォッケウルフ Fw190D-9 「JV44所属機」 ドイツ空軍

71 10/16 カーチス P-40 キティホーク イギリス空軍

72 10/30 中島 一式戦闘機 隼（キ43）「飛行第五九戦隊機」 日本陸軍

73 11/13 ユンカース Ju87G スツーカ 「カノーネンフォーゲル」 ドイツ空軍

74 11/27 リパブリック P-47D サンダーボルト 「第83戦闘飛行隊機」 アメリカ陸軍

75 12/11 中島 九七式艦上攻撃機 「友永丈市機」 日本海軍

76 12/25 メッサーシュミットMe262 シュヴァルベ 「アドルフ・ガランド機」 ドイツ空軍

77 2019/1/8 三菱 雷電 「米軍鹵獲機」 日本海軍

78 1/22 ノースアメリカン P-51Dマスタング 「第343戦闘飛行隊機」 アメリカ陸軍

79 2/5 マッキ MC.205Vヴェルトロ イタリア空軍

80 2/19 ラボーチキン La-7 ソ連空軍

81 3/5 三菱 零式観測機 「山陽丸飛行隊機」 日本海軍

82 3/19 川西 紫電改 「第三四三海軍航空隊 鴛淵孝機」 日本海軍

83 4/2 スーパーマリン シーファイア イギリス海軍

84 4/16 愛知 零式水上偵察機 「愛宕搭載機」 日本海軍

85 4/30 中島 四式戦闘機 疾風（キ84）「飛行第四七戦隊機」 日本陸軍

86 5/14 グラマンF4Fワイルドキャット "開戦前塗装" アメリカ海軍

87 5/28 中島 二式単座戦闘機 鍾馗（キ44）「飛行第八五戦隊機」 日本陸軍

88 6/11 中島 二式水上戦闘機 「第八○二海軍航空隊機」 日本海軍　

89 6/25 三菱 一○○式司令部偵察機（キ46）「独立飛行第一六中隊機」 日本陸軍

90 7/9 ロッキード P-38 ライトニング  "ヴァージニア・マリー" アメリカ陸軍

91 7/23 川崎 二式複座戦闘機 屠龍 (キ45改)「飛行第一三戦隊機」 日本陸軍

92 8/6 デ・ハビランド モスキート  "オーストラリア空軍機" イギリス空軍

93 8/20 三菱 九六式四号艦上戦闘機 「蒼龍搭載機」 日本海軍

94 9/3 川崎 五式戦闘機（キ100）「飛行一一一戦隊 檜與平機」 日本陸軍

95 9/17 中島 彩雲 「第七六二海軍航空隊機」 日本海軍

96 10/1 愛知 晴嵐 「国籍擬装機」 日本海軍

97 10/15 フォッケウルフFw190A 「日本陸軍輸入機」 日本陸軍

98 10/29 三菱　零式艦上戦闘機三二型 「ラバウル迷彩機」 日本海軍

99 11/12 中島 天山 「米軍鹵獲機」 日本海軍

100 11/26 九州 震電 「量産想定塗装」 日本海軍
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