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Story リトルアーモリー公式サイトではキャラクター紹介や
世界観ムービー、ショートストリーも公開中。

リトルアーモリーの小説は
3巻まで好評発売中！

www.littlearmory.jp

基本工程はカンタン！
カット・接着・組み立て

61 2 3 4 7 8

原寸サイズ

全国の大型家電量販店や模型ショップで購入できるよ。

どれも
小さい

のに

すっご
くリア

ル！

Enjoy Little Armory

ランナーからパーツをていねいに切り出し
ていきます。

プラモデル用接着剤を使ってパーツを接着
します。

接着した各パーツを組み合わせていきます。 お好みで着色したりヨゴシをかけるのも、リト
ルアーモリーの楽しみの一つです。

原寸サイズ

別売の各アイテムと
組み合わせて、リトル
アーモリーをさらに
楽しもう！

リトルアーモリーは銃火器を中心
に展開している1/12スケールの
プラキットです。フィギュアに持
たせたり、銃のコレクションとし
ても楽しめます。

実銃と同様に、パーツを付け替えて
カスタマイズも楽しめちゃいます。

リトルアーモリーならプラモデル初心者の人でも安心
です。小さいから気軽にチャレンジできますよ。

20世紀末、突如世界各地に現れた未知の敵「イクシス」。
空間転移を用いる神出鬼没な敵に、恒常的な戦闘を強いら
れることになった人類は、各国の正規軍の下に「指定防衛
高等学校」を設立、民間防衛の一助として対処していた。

イクシス出現から18年。
指定防衛高校の一つである古流高校へ入学した朝戸未世と
白根凛は、戦争と隣合わせの日常が当たり前となったこの
世界を屈託なく受け入れ、高校生活を謳歌していたがー

ビースト型イクシス
ヴォイテク

ヒューマノイド型イクシス
ウォーカー

リトルアーモリーカラーで
塗装してみよう！
「リトルアーモリー」とGSIクレオス「Mr.
カラー」コラボレーションによる銃火器色
が登場！第1弾の4色は銃器の素材、塗色
として汎用性のある4色がラインナップ。

【LAC01】 【LAC02】 【LAC03】 【LAC04】
アルマイト
ブラック

ウッドストック
ブラウン

パーカー
ガンメタリック

ステンレス
シルバー

作例製作／國谷忠伸

【LAC01】

リトルアーモリーカラー使用例

【LAC03】
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銃器には様々な種類（カテゴリー）があるっす。
でも、案外その境界は曖昧だし、時代で変わったりもするから、
厳密な区分けが難しいんすけど…マニア的にはそこが面白い！
ぜひみんなも調べて欲しいっす！

まずは基本中のキホンから。
もちろん１学期の授業で習ったよな！？

ハンドガン

サイトの見え方

アサルトライフル
サイトピクチャー

ボルトアクションライフル

バレル

サイトピクチャー

指定防衛校生と学ぶ！

銃器のキホン
知っておくとリトルアーモリーをさらに楽しめる！？
銃器の基本的な予備知識を、指定防衛校の生徒たちと
おさらいしてみよう。

古流高校３年生 伽鳥さん

Parts name
各部の名称

古流高校１年生 新井さん

Category
銃器の種類

片手で扱える小型武器。護身
用や近接戦闘用の武器として
使用。けっこう難しい。

拳銃弾がフルオートで撃てる近接戦闘用武器。
威力が低いので付帯被害が少ない。似たような
大きさで専用弾を使うPDW(個人防御火器)と
いうものもある。

多数の小さい弾丸を散開発射する近接戦闘用武器。
拳銃弾9発を一度でぶっ放すようなイメージ。散開し
ない弾、鍵を壊す弾、非致死性ゴム弾など、多彩な弾
種がある。

ロケット推進の弾を発射するものをロケット
ランチャー。弾を発射薬で飛ばすものはガン
(砲)という。

三脚で陣地に設置したり、車載して使う。破
壊力のある大型の弾を撃つ。計60kgぐらい
あるヘビー級。

曲射間接支援射撃により高威力の榴弾を
投射。大きいけど普通科で扱う装備品。

威力のあるライフル弾を放ち、必要ならばフルオートマチックでも
撃てる武器。私たちの基本装備。ちょっと訓練すれば200m先の
ターゲットにも当てられる優れもの。貫通弾や跳弾に注意！

遠距離を正確に撃ち抜ける武器。単発式が基本。訓練を積んだスナイ
パーが扱えば１km先だって狙える！アサルトライフルとスナイパーライフ
ルのレンジ差を埋める銃としてバトルライフルとかマークスマンライフル
というものもある。

人が持ち運べるサイズで、ライフル弾をフルオートで撃ち続けることができるガン。
敵集団を相手にしたり、弾幕を張って敵の動きを封じたり、火力の要を担う兵器。分隊
の一員として行動できる、より軽量クラスのものをSAW(分隊支援火器)という。

手榴弾クラスの爆弾を正確に目標へ撃ち込める発射器。
アサルトライフルと組み合わせて使うものや、単発式・リボ
ルビング連発式など様々。

ハンドガン（拳銃） サブマシンガン（短機関銃） ショットガン（散弾銃）

アサルトライフル（自動小銃） スナイパーライフル（狙撃銃）

ライトマシンガン（軽機関銃） グレネードランチャー（擲弾筒）

ショルダー・ファイアード・
ウエポン（肩撃ち式兵器）

ヘビーマシンガン
（重機関銃）

モーター
（迫撃砲）

ex：M9、M1911A1、G17
ex：MP5、Vz61、MP7 ex：M870MCS、M870ハードウッド

ex：M4A1、M16A4、89式小銃、AKM
ex：M24SWS、XM2010、M82A1

ex：M240、MG3、M249 ex：M203、M79、M32MGL

ex：RPG7、AT4 ex：ブローニングM2HB ex：81mm迫撃砲 M252

山と谷を合わせる！

光点とターゲットを
合わせる！

目盛を読んで距離を測れる！

※実銃及び作品中の設定です。

フロントサイト リアサイト

ハンマー

フレーム

マガジンキャッチ

セイフティレバー

グリップ

スライド
（この部分が前後して弾を装填する）

トリガー
トリガーガード

バレル

フォアグリップ

フロントサイト

マズル

バレル

ハンドガード レシーバー

マガジン

等倍ドットサイト

バックアップサイト
（ドットサイトが駄目になったら使う予備）

レーザーサイト
（夜間用）

ストック

セレクターレバー

ピストルグリップ

チャージングハンドル

ボルトリリース
レバー

マガジン

ボルトハンドル

倍率スコープ

接眼レンズ

対物レンズ

エレベーションノブ
ウインテージノブ

ストック

フォアエンド バイポッド
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防御力より、軽さとフィッティングの良さが
重要だね。個人的には。

八野辺高校3年生 西部さん

Range
射程

銃の射程(レンジ)は２種類あるの。

当然、前者の方が重要よね。ここでは私の学校や米軍さんが
使っている火器を例に紹介するわね。

射撃効果が発揮できる 有効射程
弾丸の最長到達飛距離を示す 最大射程

銃の能力は、どの弾薬を使うかによって変わるわ。
標的にぶつかるのは弾丸自体だし、その弾を飛ばす火薬量は
弾薬ごとに決まってるしね。今度はメジャーなカートリッジ
(弾薬)を比較してみたわ。

※各射程は、銃身長や弾薬の種類はもちろん、環境でも大きく変化。

八野辺高校装備の
有効射程

銃の能力は使う弾次第！？

5.56mmNATO弾
断面図（原寸大）

M9
M870

MP5

M203

M16A4

M14

M249

M24SWS

M240

AT4

M2HB

M252

早見表！

弾薬比較図

Bullet
弾丸

名前から大まかな性能が読み取れる！

5.56×45mm NATO弾

八野辺高校3年生 西部さん

古流高校１年生 白根さん

指定防衛校
装具のキホン

古流高校普通科ARオペレーター
ベーシックロード

日々のパトロール活動や偵察など、交戦の可能性が低い場合は、軽快
なチェストリグなどをベースとする「ノン・バリスティックスタイル」を
選択。

ノン・バリスティックスタイル
制圧や救出ミッションなど、イクシスの実体弾を受けることも想定さ
れる場合は、防弾セラミックプレートを挿入したアーマープレートキャ
リアを身に着ける「バリスティックスタイル」を選択する。

バリスティックスタイル

チェストリグ

ホルスター

ニーパッド

プレートキャリア

マガジン×4本
＝120発 制 服

9×19mm
パラベラム弾

ex：M9、P226

.45APC弾

ex：M1911A1

5.56×45mm
NATO弾

ex：M4A1、M249

7.62×51mm
NATO弾

ex：M14、M240

12.7×99mm
NATO弾

ex：M82A1、M2HB

ブレット
（弾丸）

ケース
（薬莢）

パウダー
（発射薬）

プライマー
（雷管）

カートリッジ
（弾薬）

弾の直径 薬莢の長さ NATO共通規格の弾

・弾の直径は大きいほうがストッピングパワーが高い！
・薬莢が長いと発射薬が多い＝射程や威力が高い！

セカンダリウエポンの拳銃を
収めるホルスター。指定防衛
校の女子生徒は装備面積の問
題から大腿部に着けるレッグ
タイプを使うことが多い。

前掛け状の装備で、腹部のポーチに弾薬やエイド
キットを携行できる。重量バランスやフィット感に
優れる。防弾性はない。

露出した膝を保護する。市街
地での活動が多い学校では
必須の装備。片膝を立てると
きに地面に着く片側にのみ
装備するパターンも。

防弾プレートとマガジンなどの
装備を１着にまとめる装備。
ポーチの付け替えで様々な任
務に対応。上半身を防弾材で
覆うタイプのボディアーマーも
あるが、重過ぎるため使う生徒
は少ない。（防弾プレートだけ
で前後合わせて5kgにもなる）

指定防衛校生が制服姿なのは、主に所属
を明確に示すため。その他、民間人への
威圧感を和らげるためだとか、イクシス
から街を守るための防衛要員であって軍
人では無いという立場を示す為…など
様々な理由がある。
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八野辺高校装備の
有効射程

銃の能力は使う弾次第！？

5.56mmNATO弾
断面図（原寸大）

M9
M870

MP5

M203

M16A4

M14

M249

M24SWS

M240

AT4

M2HB

M252

早見表！

弾薬比較図

Bullet
弾丸

名前から大まかな性能が読み取れる！

5.56×45mm NATO弾

八野辺高校3年生 西部さん

古流高校１年生 白根さん

指定防衛校
装具のキホン

古流高校普通科ARオペレーター
ベーシックロード

日々のパトロール活動や偵察など、交戦の可能性が低い場合は、軽快
なチェストリグなどをベースとする「ノン・バリスティックスタイル」を
選択。

ノン・バリスティックスタイル
制圧や救出ミッションなど、イクシスの実体弾を受けることも想定さ
れる場合は、防弾セラミックプレートを挿入したアーマープレートキャ
リアを身に着ける「バリスティックスタイル」を選択する。

バリスティックスタイル

チェストリグ

ホルスター

ニーパッド

プレートキャリア

マガジン×4本
＝120発 制 服

9×19mm
パラベラム弾

ex：M9、P226

.45APC弾

ex：M1911A1

5.56×45mm
NATO弾

ex：M4A1、M249

7.62×51mm
NATO弾

ex：M14、M240

12.7×99mm
NATO弾

ex：M82A1、M2HB

ブレット
（弾丸）

ケース
（薬莢）

パウダー
（発射薬）

プライマー
（雷管）

カートリッジ
（弾薬）

弾の直径 薬莢の長さ NATO共通規格の弾

・弾の直径は大きいほうがストッピングパワーが高い！
・薬莢が長いと発射薬が多い＝射程や威力が高い！

セカンダリウエポンの拳銃を
収めるホルスター。指定防衛
校の女子生徒は装備面積の問
題から大腿部に着けるレッグ
タイプを使うことが多い。

前掛け状の装備で、腹部のポーチに弾薬やエイド
キットを携行できる。重量バランスやフィット感に
優れる。防弾性はない。

露出した膝を保護する。市街
地での活動が多い学校では
必須の装備。片膝を立てると
きに地面に着く片側にのみ
装備するパターンも。

防弾プレートとマガジンなどの
装備を１着にまとめる装備。
ポーチの付け替えで様々な任
務に対応。上半身を防弾材で
覆うタイプのボディアーマーも
あるが、重過ぎるため使う生徒
は少ない。（防弾プレートだけ
で前後合わせて5kgにもなる）

指定防衛校生が制服姿なのは、主に所属
を明確に示すため。その他、民間人への
威圧感を和らげるためだとか、イクシス
から街を守るための防衛要員であって軍
人では無いという立場を示す為…など
様々な理由がある。
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SMALL ARMS
1/12スケールの銃火器ランナーキットシリーズ。
ハンドガンやアサルトライフル、無反動砲など多彩な
アイテムをラインナップ。

M240B TYPE

M82A2 TYPESCAR-H TYPE

M240G TYPEMk18Mod0 TYPE

MP7A1 TYPEP226&P228 TYPE

M82A1 TYPEAKM TYPE

M32MGL TYPEM79 TYPE

LA002

LA004LA003

LA006LA005

LA009LA007

LA011LA010

LA013LA012

¥1,320（税込）

¥1,320（税込）¥1,320（税込）

¥1,320（税込）¥1,320（税込）

¥1,320（税込）¥1,320（税込）

¥1,320（税込）¥1,760（税込）

¥1,320（税込）¥1,320（税込）
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M1911A1&
COMBAT COMMANDER TYPE

M202A1 FLASH TYPE

M870MCS TYPE

M24SWS TYPE

MP7A2 TYPE

M4A1&M203 TYPE

64式小銃 TYPE

RPK TYPE

AA-12 TYPE

89式小銃 TYPE

M134 TYPE

64式狙撃銃 TYPE

LA015

LA017

LA019

LA021

LA023

LA025

LA014

LA016

LA018

LA020

LA022

LA024

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥3,300（税込）

¥1,540（税込）
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MG3 TYPEMP5SD6 TYPE

KRISS VECTOR SMGGLOCK17/18C TYPE

WATER GUN [A2]WATER GUN [A]

MP5A4/5 TYPEM249 TYPE

KRISS VECTOR CRBG36 TYPE

M4A1SOPMOD BLOCK2 TYPEM24A2 TYPE

LA027LA026

LA029LA028

LA031LA030

LA033LA032

LA035LA034

LA037LA036

¥1,760（税込）¥1,540（税込）

¥1,650（税込）¥1,540（税込）

¥1,540（税込）¥1,540（税込）

¥1,540（税込）¥1,650（税込）

¥1,650（税込）¥1,540（税込）

¥1,650（税込）¥1,540（税込）
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WATER GUN [B] WATER GUN [B2]

P90 TYPE

PKM TYPE

MP5K KOFFER TYPE

PS90 TYPE

M9&M93R TYPE

FA-MAS G2 TYPE

AS VAL TYPE

AUG TYPE

5.56mm機関銃 TYPE

AT4 TYPE2.0

LA040 LA041

LA039

LA043

LA045

LA047

LA049

LA038

LA042

LA044

LA046

LA048

¥1,540（税込） ¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,650（税込）

¥1,650（税込）

¥1,650（税込）



12

Mk14Mod0 EBR TYPEM4A1 TYPE2.0

HECATE Ⅱ  TYPE

M870 HARD WOOD TYPE

FA-MAS F1 TYPEM16A4 TYPE

RPK74M TYPECOMPACT SMG SET

RPG-7 TYPEAK74M TYPE

LA051LA050

LA052

LA055

LA057LA056

LA059LA058

LA061LA060

¥1,540（税込）¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）¥1,540（税込）

¥1,540（税込）¥1,540（税込）

¥1,760（税込）¥1,540（税込）

WATER GUN [C]

WATER GUN [C2]

LA053

LA054

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）
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XM2010 TYPE

FIM92 MANPADS STINGER TYPE

SR3M TYPE

L2A3 TYPE

L85A2/L22 TYPE

M14EBR RI TYPE

MG3KWS TYPE

AUG A2&M203PI TYPE

APC9K TYPE

L96AW TYPE

PKP TYPE

LA063

LA065

LA067

LA069

LA071

LA062

LA064

LA066

LA068

LA070

LA072

¥1,760（税込）

¥3,520（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）

¥1,980（税込）

¥1,760（税込）

¥1,540（税込）

¥1,760（税込）

¥1,760（税込）
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DIORAMA ACCESSORYS 
& HEAVY WEAPONS

リトルアーモリーの銃火器シリーズや可動フィギュア
と組み合わせて楽しめる、ディスプレイや収納も可
能なアイテムシリーズ。

MILITARY HARD CASE [A]

POLICE SHIELD [A]GUN RACK [A]

POLICE SHIELD [B]MILITARY HARD CASE [A2]

81mm迫撃砲L16 TYPEGUN RACK [B]

M2重機関銃(対空銃架)

D.D.A SCHOOL DESK & M3A1

GUN RACK [C]

SHOOTING RANGE [A]

LD001

LD003LD002

LD005LD004

LD007LD006

LD009LD008

LD010

¥2,750（税込）

¥1,760（税込）¥3,630（税込）

¥1,760（税込）¥2,750（税込）

¥3,630（税込）¥3,850（税込）

¥4,290（税込）¥2,530（税込）

¥3,740（税込） LD011 ¥3,300（税込）
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D.D.A SCHOOL DESKM134 MINIGUN TYPE/STATION MODEL

SHOOTING RANGE [B]

HEAVY SHIELD

CONCEALMENT CASE [A]

MILITARY HARD CASE [B2]

SHOOT HOUSE [A]

MILITARY HARD CASE [B]

BROWNING M2HB

GUN RACK [D]

GUN'S ACCESSORIES [A]

GUN'S ACCESSORIES [A2]

LD013LD012

LD015

LD017

LD019

LD021

LD023

LD014

LD016

LD018

LD020

LD022

¥1,760（税込）¥4,070（税込）

¥2,860（税込）

¥2,200（税込）

¥2,750（税込）

¥3,080（税込）

¥6,160（税込）

¥3,080（税込）

¥4,180（税込）

¥3,080（税込）

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）
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GUN RACK [E]

武器室 [A]

D.D.A SCHOOL GATE CONCRETE TYPESNIPING TOOLS [A]

武器室 [B]

FIELD DESK [A]UAV&CONTROL SYSTEM

81mm迫撃砲M252 TYPED.D.A SCHOOL GATE BRICK TYPE

BREACHING TOOLS [A]

近接武器セット [A]

ANTI ZOMBIE 
WEAPON SET [A]

LD025

LD027

LD029LD028

LD031

LD033LD032

LD035LD034

LD024

LD026

LD030

¥2,420（税込）

¥7,480（税込）

¥3,300（税込）¥3,080（税込）

¥7,480（税込）

¥3,740（税込）¥3,300（税込）

¥3,630（税込）¥3,300（税込）

¥2,750（税込）

¥2,420（税込）

¥2,420（税込）
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MP5（F仕様）白根凛ミッションパック89式小銃（閉所戦仕様）豊崎恵那ミッションパック
LS02LS01 ¥4,400（税込）¥4,290（税込）

M24沢城桐子・昌子ミッションパックM240西部愛ミッションパック

モンタギュー パラトルーパー(プラモデル版)

LS04LS03

LM008

¥4,620（税込）¥4,620（税込）

¥3,520（税込）

モンタギュー
パラトルーパー

通学自転車（指定防衛校用）
マルーン

モンタギュー
パラトルーパー プロ

通学自転車（指定防衛校用）
オリーブドラブ

通学自転車（指定防衛校用）
シルバー

陸上自衛隊偵察オートバイ DX版

LM003

LM005LM004

LM007LM006

LM002
¥4,950（税込）

¥4,950（税込）¥4,950（税込）

¥4,950（税込）¥4,950（税込）

¥10,780（税込）

SMALL ARMS/GOODS/COMIC

MACHINE

銃火器ランナーキット、オリジナルグッズ、コミック小冊子がセットになったシリーズ。

可動フィギュアとの相性も抜群な1/12スケールの乗り物シリーズ。
製品により、完成品とランナーキットの2タイプで展開。

●ランナーキット
●工作マット
●コミック小冊子

●ランナーキット
●眼鏡ケース
●コミック小冊子

●ランナーキット
●工作マット
●コミック小冊子

●ランナーキット
●眼鏡ケース
●コミック小冊子

組立例

※組立・塗装例。 ※銃・フィギュア・門・バリケードなどは別売です。
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UMP45 TYPE

64式自 TYPE

M16A1 TYPE

95式自動歩槍 TYPE

Gr G36 TYPE

M4A1 TYPE

LADF02

LADF04

LADF06

LADF01

LADF03

LADF05

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）



SUNBORN Network Technology Co., Ltd. SUNBORN Japan Co., Ltd. 19

416 TYPE

M1911 TYPE

M14 TYPE

M4 SOPMOD Ⅱ  TYPE

ST AR-15 TYPE

UMP9 TYPE

89式 TYPE

Gr G11 TYPE

RO635 TYPE

WA2000 TYPE

LADF08

LADF10

LADF12

LADF14

LADF16

LADF07

LADF09

LADF11

LADF13

LADF15

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）

¥1,980（税込）
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豊崎恵那

白根凛

椎名六花 夏制服 ver.

西部愛

朝戸未世 
夏制服 ver.

朝戸未世
¥7,480（税込）

¥7,590（税込）

¥7,700（税込）

椎名六花
¥7,590（税込）

¥7,590（税込）

¥8,140（税込）

照安鞠亜
¥7,590（税込）

¥7,590（税込）

リトルアーモリーシリーズとの相性も抜群！
可動アクションフィギュアシリーズ
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figma専用タクティカルグローブ
コヨーテTAN

フォリッジグリーン

ステルスブラック

マスグレー

figma専用 銃の持ち手
LA-OP01

LA-OP02

LA-OP03

LA-OP05

LA-OP04

朝戸未世
¥5,060（税込）

豊崎恵那
¥5,720（税込）

照安鞠亜
¥5,280（税込）

¥990（税込）

¥990（税込）

¥990（税込）

¥1,100（税込）

¥1,320（税込）

デフォルメ版完成品の銃火器も付属！
手のひらサイズのフィギュアシリーズ

リトルアーモリーを「figma」に
自由に持たせられるキットシリーズ

イラストレーター：

アルマ01、かもたま、高坂巧、坂崎ふれでぃ、しずまよしのり、しのづかあつと、重戦車工房、スズキ唯知、daito、でど、七六、ハンコノヒト、ヒトミン、ふゆの春秋、べいぜ、魔肖fujiwara、松竜、海凪コウ、ゆーげん

figma原型制作：ドラゴンクラフト

ねんどろいど原型制作：児玉洋平

figma制作協力：マックスファクトリー

ねんどろいど制作協力：ねんどろん

figma・ねんどろいど販売元：株式会社グッドスマイルカンパニー

企画協力：株式会社東京マルイ、株式会社MULE

株式会社カワサキモータースジャパン 商品化許諾済

Official KRISS Licensed Product KRISS® is a trademark of KRISS Systems Ltd, registered in the U.S. and other countries.

Montague Corporation Licensed Product MONTAGUE® and PARATROOPER® are trademarks of Montague Corporation. All Rights Reserved.

Montague Corporation Licensed Product MONTAGUE® and PARATROOPER PRO® are trademarks of Montague Corporation. All Rights Reserved.
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#リトルアーモリーを装備

多彩な銃火器を、多彩なキャラクターに。
複数のリトルアーモリーを組んでジオラマとしても楽しめる。
さらに専用の手首パーツを使えばグリップ感もアップ！ ※ figma専用タクティカルグローブの使用例。

※武器室Aの他、各種製品組み合わせ例。

※ウォーターガンA・A2使用例。

ドールを着せ替えるように、
銃も合わせてコーディネイト！

※81mm迫撃砲L16タイプ使用例。

メカニカルな造形には、肩撃ち式兵器や
近代的な形状の銃火器が特におすすめ！

キャラクターの特性を意識すると
お互いの魅力がさらにアップ！

武器や小物を活かして
アナタらしい彩りに仕上げよう！

© KOTOBUKIYA

© KOTOBUKIYA

© KOTOBUKIYA

リトルアーモリーで遊んだら、
ハッシュタグをつけて画像を
投稿してください！

※G36タイプ使用例。 ※RPG7タイプ使用例。

※64式狙撃銃タイプ使用例。 ※M134タイプ使用例。

※PKPタイプ使用例。 ※通学自転車（指定防衛校用）マルーン使用例。 ※指定防衛校の机グリースガンセット使用例。
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複数のリトルアーモリーを組んでジオラマとしても楽しめる。
さらに専用の手首パーツを使えばグリップ感もアップ！ ※ figma専用タクティカルグローブの使用例。

※武器室Aの他、各種製品組み合わせ例。

※ウォーターガンA・A2使用例。

ドールを着せ替えるように、
銃も合わせてコーディネイト！

※81mm迫撃砲L16タイプ使用例。

メカニカルな造形には、肩撃ち式兵器や
近代的な形状の銃火器が特におすすめ！

キャラクターの特性を意識すると
お互いの魅力がさらにアップ！

武器や小物を活かして
アナタらしい彩りに仕上げよう！

© KOTOBUKIYA

© KOTOBUKIYA

© KOTOBUKIYA

リトルアーモリーで遊んだら、
ハッシュタグをつけて画像を
投稿してください！

※G36タイプ使用例。 ※RPG7タイプ使用例。

※64式狙撃銃タイプ使用例。 ※M134タイプ使用例。

※PKPタイプ使用例。 ※通学自転車（指定防衛校用）マルーン使用例。 ※指定防衛校の机グリースガンセット使用例。
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@LittleArmory www.littlearmory.jp

※写真やイラストはイメージです。製品仕様は予告無く変更する場合があります。
※掲載の製品は、常に製造・在庫されているとは限りません。ご了承ください。
※この作品はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
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