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VF-31J SIEGFRIED
【VF-31Jジークフリード】

戦術音楽ユニット
〈ワルキューレ〉
の護衛任務に就くケイオス所属の部隊
〈Δ
（デルタ）小隊〉が使用する最新鋭の可変戦闘機。Δ小隊は〈ワル
キューレ〉
とともにエアショーを行うほか、
ドローン・プレートを使用して
〈ワルキューレ〉
のライブパフォーマンスをサポート、
あるいはヴァール症
候群による暴動に巻き込まれた人々のレスキューなどを行う。
ウィンダミ

アの空中騎士団との戦いが始まってからは、
〈ワルキューレ〉
とともに様々
な実戦任務に就く。
Δ小隊の使用するVF-31ジークフリードはノーマルのVF-31Aカイロス
とは異なり、
〈ワルキューレ〉
のサポートに特化した仕様である。
大気圏内
における機動性向上のため前進翼を採用しているほか、
ドローン・プレー

VF-HISTORY

CHECK POINT

VF-HISTORY
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銀河に進出して人類種の生き残りを期した人類が、次に
必要としたのがより攻撃力に特化したVFだった。
スーパー
ノヴァ計画によって新星インダストリー社とゼネラル・ギャ
ラクシー社による競争試作が行われ、
YF-19とYF-21とい
う2つの傑作機が鎬を削った。折しも無人戦闘機ゴースト
台頭の風が吹く中、AIの暴走事件として有名な
「シャロン・
アップル事件」が発生。2機の試作機はこれを鎮圧して有
【YF-19エクスカリバー】
人戦闘機の有用性を示したのである。以後、
ゴーストを含
from
『マクロスプラス』
む無人機の運用に関して慎重論が主流となる。

美しいフォルムを再現
組立と変形の楽しさを両立！
実機の構造を味わえる感覚

トや稀少なフォールドクォーツなど特殊な装備を搭載する。
またVF-31
を特徴づけるマルチパーパスコンテナユニットは作戦内容に応じて各種
用意されており、
中でもΔ小隊は
〈ワルキューレ〉
の支援のためにフォール
ド波を利用したサウンドプロジェクションユニットや、
ドローン・プレート
へのエネルギー供給装置などの特殊装備をコンテナへ収納している。

【VF-25メサイア】

from
『マクロスFRONTIER』

CHECK POINT

変形とアクションギミック、
そして多彩な武装パーツにより
劇中の活躍シーンを再現 !!

CHECK POINT

プラモデルだから実現できた
航空機スケールモデルクラスの
精密なクオリティ！

3

移民船団は目的地や航行する宙域などの違いによりそれぞ
れVFに求める性能に差違がある。
これらの要求を満たすた
めに新星インダストリーは汎用性を持たせた設計のベース
機体を開発。
これを各船団が独自に改設計して生産する計
画が立てられた。
こうして誕生したのがエボリューション計
画に端を発するYF-24とその系列機であり、
そのうちマクロ
ス・フロンティア船団が開発した機体がVF-25メサイアであ
る。VF-25は異形の生命体バジュラとの戦闘に備えて開発
されており、後のVF-31にも踏襲された慣性バッファシステ
ム・ISCやEX-ギアなど画期的なシステムを搭載している。

■ハワード社製LU-18Aビームガンポッド

これまでのVFは実体弾ガンポッドを装備してい
たが、VF-31ではエンジン出力が増大したため

大出力ビームの連射が可能となり、
ビームガン

ポッドが正式装備されている。ガウォーク形態

では機体上部に移動し、旋回砲塔として使用で
きる。

■AK／VF-M11アサルトナイフ

可変戦闘機VF専用の格闘専用折りたたみ式ナ

イフで、肘部シールドの裏側に装備されている。
超合金製で鋭い切れ味を持つがピンポイント・

バリアのフィールドを付加することでさらに攻撃

■肘部シールド

力を増すことが可能。

エネルギー転換装甲製であり、
バトロイド形態において強力な防

御盾となる。
ピンポイント・バリアを展開するとで防御力が飛躍

的に向上する。裏面にアサルトナイフを収納可能。
また、
ファイ

■1/72 VF-31J ジークフリード

C

全長約26cm

ター時には腕部を収納する内翼下面の装甲板として機能する。

TVアニメーション用の3Dモデリングデータを元に、
ファイター
／ガォーク／バトロイド各形態それぞれのプロポーションを追
求。可変機構搭載により設定通りの三段変形を実現している
（一部パーツ差し替え）。また、9色を用いた色分け済みラン
ナーと付属のマーキングシールや水転写式デカールにより劇
中イメージのカラーリングを再現可能だ。

■腕部レールガン（ミニガンポッド）

腕部ミニガンポッドはファイター時には腕部とともに機体下面

に収納され、射撃の際に砲口を露出させる固定武装となる。
ガ

ウォーク／バトロイドでは通常後ろ向きに格納された状態だ
が、使用時は基部を支点に回転して前方へと向く。
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ファイター形態

GERWALK

BATTROID

全高約14cm

ガウォーク形態

FRONT VIEW

バトロイド形態

VF第3の形態。
ガウォーク
（GERWALK）
とは、
Ground Eﬀective Reinforcement of Winged

VFの最も基本となる戦闘機形態。VFはSDF-1マクロスによっ

VFの人型形態であるバトロイドは、元々10mの身長を持つ敵性異星系巨

Armament with Locomotive Knee-jointの略であり、
可変膝関節による有翼高機動地表効果

てもたらされた異星人のテクノロジー、通称OTM（＝Over

支援兵器の意。
俗に中間形態とも表現されるが、
多くのVFではこのガウォークを経ることなくファ

Technology of Macross）
を応用した熱核反応エンジンによ

イター／バトロイドの直接変形が可能であるため正確には誤りである。
エンジンノズルの付いた

より中枢を制圧もしくは破壊可能である。
こうした海兵的運用はVF-1の時

可能であり、大気圏外から大気圏突入、
そして大気圏内飛行ま

グ、
地表付近における低速匍匐飛行などによりVFの作戦運用の幅を広げている。
また着陸脚なし

プションのフォールドブースターを使用することで敵艦隊や惑星の防衛線を

でを特に装備を変更する必要なくシームレスに行える。

脚部を下方に降ろすことで単なる戦闘機にはないベクトル制御が可能であり、
急減速やホバリン

FRONT PERSPECTIVE VIEW

REAR PERSPECTIVE VIEW

ピックアップ！
設定を再現した装備
＆細部ディテール

■特殊装備フォールドクォーツ
Δ小隊所属機にしか搭載されてい
ないフォールドクォーツ
（FQ）
をピ
ンクのクリアパーツで再現。FQと
は、超時空間（フォールド空間）
に
干渉できる特殊な物質であり、物
語世界ではとても稀少なものだ。
Δ小隊のVF-31はこのFQを用い
てワルキューレの歌を空域に拡散させるためフォールド波によるフィールド
を展開し、
彼女たちをバックアップする。

※写真のフィギュアは塗装されています

■コックピット
コックピットのキャノピーは設定通りに前後に分かれた2ピース仕様。
シートは
単座と複座を選択して組み立てられる。主人公ハヤテ・インメルマンとワル
キューレ・ボディのパイロットスーツ仕様フレイア・ヴィオンのフィギュアが付属。
ハヤテは劇中でもヘルメットを被らない状態で搭乗するが、
その髪型までも精
密なディテールで再現されていることに注目。

■機首レドーム
レドーム部分は回転式となっており、
バトロイドへの変形時に機首先端を下部
へ格納する。側面のボーテックスフローコントローラー（VFC）
を凹モールドと
色分けパーツで再現。VFCは主に低速での大仰角機動時に機体表面へ微量の
ガスを流すことで、
ストレーキ部分の渦の発生を遅らせて機体の抵抗（ドラッグ）
を減らす航空機のシステム。

FRONT PERSPECTIVE VIEW

REAR PERSPECTIVE VIEW

■機首
機首上面のセンサー部分はピンクのクリ
アーパーツで再現。太陽光の反射からパイ
ロットの目を守るアンチグレア部分はダーク
グレーの成形色となっている。機首を挟み
込むストレーキはシャープな造形で表現し
ているほか、
変形時の回転軸を内蔵。
機首に
通る軸には金属シャフトを使用して強度を
確保している。

無視し、
司令中枢へ機体を直接送り込むことさえ可能となっている。

■コックピットブロック
コックピット周辺の機首ブロックは機体の中
でも最も複雑な変形ギミックが集中している
箇所だけに、立体であるからこそ理解できる
変形の楽しさを味わえる部分。水平を保った
まま移動して胸部ブロック下に収納される
コックピットはパイロットの姿勢変化がなく、
従来の多くのVFと異なり、洗練された変形
機構であることが分かる。
全高約21cm
■腕部
肩部は基部に引き出し式ボールジョイントを採用。
シンプ
ルだが自由度が高く、バトロイド／ガウォーク時における
ポージングの幅が広い。
また、
ファイター形態における収納
時には確実に腕部を機体に密着させ、
ボディの滑らかなア
ウトライン形成に寄与している。関節にはABS樹脂成形
パーツを使用し、
細身の腕部に高い保持力を与えている。

■脚部膝関節
ガウォークモードにおけ
る特徴のひとつが、膝の
逆関節によりスネより下
を前方に振り向ける姿
勢である。
1/72 VF-31
では膝前部カバーが前
方に大きく可動すること
により膝関節の自由度
を確保している。

REAR VIEW

代から想定されているが、VF-19以降のVFではより攻性的能力を増し、
オ

■カナード
カナードは主翼などと同様に翼断面や
エッジがシャープな造形で再現されてい
る。可動部分にABSパーツを採用して強
度を確保しているほか、
ストッパーにより
ファイター形態時で所定の角度をキープ
できる。
カナード
（先尾翼）
とは主翼よりも
前方に取り付けられる可動式の翼のこと
で、大気圏内における機体の上下方向の
機動（ピッチ）
を制御、
または補助する。

CHECK POINT

■リアルな翼形状
主翼やカナードなど翼状のパーツは実際の航空機と同様に膨らみを持たせ
た翼断面形状で再現。
エッジ部分もシャープに仕上げられ、航空機スケール
キットとしても満足の完成度。
Δ小隊のVF-31は主に大気圏内における低
速度域での機動性を高めるために前進翼を採用しているが、
これはヴァー
ル鎮圧のために地上で活動を行うワルキューレとの連携を前提としている
からである。主翼はバトロイド形態において、戦闘で破損しないように、
また
腕の可動の妨げにならないように機体後方にコンパクトに折りたたまれる。

で狭所への離着陸が行えるため、
滑走路などの設備のない場所へ部隊を展開できる点も大きい。

FRONT VIEW

長を有するバトロイドは敵艦内に侵入して自由に行動でき、
所持した武装に

り、大気圏内では空気そのものを推進剤として飛行するため長

大な航続距離と戦闘機動時間を誇る。VF-31は全領域活動が

LEFT SIDE VIEW

人種と対等に格闘戦を行うために開発された。
ゼントラーディと同程度の身

■サブインテーク
胴体上面の最前部にあるサブ
インテークは別パーツとなって
おり、色 分けも再 現されてい
る。塗装しなくても細かな部分
のカラーが再現されているが、
塗装して仕上げる人にも、
この
別パーツ化によって塗り分け
作業が楽になるなど配慮され
ている。

■股関節
腰部は回転式で躍動感のあるアクションポーズを取る
ことが可能。
股関節のアームは前後にスイング可動し、
変形時の可動部として使用する一方、バトロイドモー
ド時には脚部のポージングの幅を広げる。
また、脚部
側のボールジョイント受け部は内部でジョイントをス
ライドさせる機構を持ち、脚部を両側へ広げることに
よりさらに自由度を高める効果がある。

■マルチパーパスコンテナユニット
コンテナは差し替えにより可動と展開機構を再現。
■インテーク
インテークはシャッター部分や周辺部を
パーツ分 割により色 分けを再 現 。イン
テークの縁もシャープなエッジとなって
おり、航空機モデルらしさを演出。
ファイ
ター時には内部に収納されている大腿部
関節は、伸ばすことで関節として機能す
る。確 実なロック機 構により変 形 時に
ガッチリ噛み合うことでガタつきや隙間
を抑制している。

■ヘッドモジュール
複雑で特徴的な頭部デザインを巧
みなパーツ構成で再現。前面のメイ
ンセンサー部にはクリアパーツを使
用。J 型の特 徴である単 装の頭 部
レーザー砲バレル部分には精緻な
モールドを施してスケール感を演出
している。
なお、
Δ小隊各機はそれぞ
れ型式が異なり、S型などは隊長機
としての伝統を踏襲して4本のレー
ザー砲を持っている。

■オプション武装
前腕部の装甲裏面には近接格闘戦用のナイフが格納されている。
ナイフ
は折りたたみ式で、
キットでもこれを再現。
そのほか、機体内に収納され
る腕部ミニガンポッドは機体のエンジンナセル側面に収納される。
ミニガ

ンポッドは銃身などが別パーツ化されており、
色分けや構造も再現。

■手首パーツ
手首は収納時の平手のほか、握り手と開き手をそれぞれ用
意。武装の保持機構によりガンポッドや格闘戦用ナイフを
確実にホールドすることが可能。

※この商品には
『1/72 VF-31Jジークフリード
（ハヤテ・インメルマン機）
』
1セットのみが入っています。
※写真の完成品は一部塗装・マーキングを施した試作品です。
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■VF-31J【SPEC】
基本設計：スーリヤ・エアロスペース
改装：ケイオス・ワルキューレ・ワークス
全長：19.31m 全幅：14.14m
全高：3.85m（バトロイド時：15.33m ※レーザー機銃含まず）
空虚重量：8,525kg
（マルチパーパスコンテナ装備含まず）
機体設計最大荷重：29.5G
（ISC作動時は機体・乗員・装備共に高Gより保護される）

【VF-31S】

【VF-31F】

【VF-31E】

【VF-31C】

【VF-31J】

エンジン：新星インダストリー／P&W／RR社製
FF-3001／FC2ステージIIC熱核タービンエンジン 2
宇宙空間最大推力：1,875KN＋ 2
フォールドウェーブシステム稼働時は最大約15％程度の
オーバーブーストが可能。

3MODE
VARIABLE KIT
VF-31 変形シークエンス！
1/72 VF-31J ジークフリードのキット
は、航空機スケールモデルにも匹敵する
美しいフォルムと精密ディテール、そして
可変戦闘機の最大の魅力である三段変形
ギミックを両立している。このスケールだ
からこそ、そしてバンダイが長年培ってき
た成形技術があればこそ実現できた VF
モデルの最高峰をぜひ体感せよ！

CHECK POINT

9 色もの成形色と
シール＆デカールで
カラーリングを再現！

1/72 VF-31Jジークフリード
（ハヤテ・インメルマン機）

1

「ファイター」
と呼ばれる通常の飛行形態。
大気圏内外の両方においてVFの基本形
態として運用される。大気圏内においては現代の
戦闘機と同様、空力による機動・姿勢制御を行う
が、反応エンジンを搭載するVFはスピードやパ
ワーにおいてはるかにこれを凌駕する。

高機動スラスター：P&W HMM-10A
最高速度：M5.5＋
（高度10,000m／ただし耐熱限界）
スラスト・リバーサー、
三次元偏向ノズル装備

VF-HISTORY

2

変形開始。
脚部のロックが解除され、太腿部
と膝の関節により下方にエンジンナセルを
下ろしてゆく。腕部が主翼基部の下面から現れ、機
体の前面へと移動。
また、尾部のマルチパーパスコ
ンテナが下面のビームガンポッドごと機体上面へ
回転しながら移動する。

3

ガウォーク形態。
ビームガンポッドは展開
し、旋回式の砲塔となる。脚部はメインノ
ズルが展開して足首となり、噴射を継続すること
によって空中における飛行やホバリングなどの特
殊機動が可能。腕部のミニガンポッドが前方へと
移動し、腕の可動を利用して広範囲への攻撃を
可能とする。

1

人類が開発した最初の量産可変戦闘機がVF-1
バルキリーである。SDF-1マクロスに搭載された
VF-1は、異星人との最初の遭遇戦の際にフォー
ルド機関を暴走させ冥王星軌道へ転移してしまっ
たマクロスの地球帰還航海の中で、ゼントラー
ディの攻撃から艦をよく守り抜いた。以降、VFは
欠かすことのできない人類の“護り手”として進化
【VF-1バルキリー】
を続ける。そしてVF-1のペットネーム「バルキ
from
『超時空要塞マクロス』 リー」
は可変戦闘機の代名詞となったのである。

C

■機体カラーリング
基本的な機体カラーを9色の多色成形ランナー
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4

ガウォークからバトロイド
への変形開始。胴体は頭部
収納部付近を中心に折れ、胸部と
背面へと分かれる。
コックピットは
複雑に分割されつつ、胴体内へと
格 納される。股 間 部 含む脚 部は
コックピット下部の前脚収納庫へ
接続され、
下半身を形成する。

により再現。変形機構とカラーリングのための分
割を両立しながらも、組み立てやすいパーツ数に

GERWALK
ALK FIGHTER

抑える工夫が凝らされている。
機体のマーキングは水転写式デカールとマーキ

ングシールの2種類を選んで再現することが可能
で、
プラモデル初心者から上級者まで、
自分の仕

ガウォークファイター

上げ方針によって選べる点も魅力。
またデカール
とシールにはイメージをさらに広げ、
リアルさを増
すためのコーションマークなども付属する。

※画像の変形シークエンスはイメージです。
組立図の変形方法とは若干異なります。

5

主翼はロックを外されて翼基部裏面
へと畳み込まれ、そのまま機体背面
へと移動。
マルチパーパスコンテナの装備が
展開を開始し、
ドローン・プレートへのエネ
ルギーチャージャーが稼働状態となる。
ビー
ムガンポッドはこの段階で腕部に保持する
こともできる。

バトロイドへの変形完了。
コックピットを完
全に機体内へ収納することで防御性は高
まっている。
また、背面の主翼構造物は背後から
の攻撃からのシールドとしても機能する。VF-31
クラスでは反応エンジンの出力が高いため、
この
形態でも大気圏内飛行が可能である。

6

腕部を収納したまま脚部エンジンナセルのみを下方に降ろし

■腕出しファイター

制動をかける際や、
着陸時などに使用する簡易的なガウォーク

はできなかった腕部の独立展開が可能で、劇中（第6

機種により形態にはいくつかのバリエーションが存在し、右の

VF-31Eがこの形態でミニガンポッドによる攻撃、
そし

1999年に地球に落下した異星人の宇宙船ASS-1は、人類に巨大異

めた。
VF-1以降、
VF-4、
VF-5000、
VF-11とVFも次第に進化していっ

けを出したファイター形態を再現することが可能だ。

だった。
予測される異星人の襲来に備えて人類は結束のために統合政

らなる高性能化への道を進んだのであった。

戦争と呼ばれる戦いのさなかに、
対異星人用の数々の方策・兵器が生

な人型形態（バトロイド）への変形が可能であり、単独で飛行形態

VF-31では変形機構が進化したことからほかのVFで

た形態。
ファイター形態における機動時、緊急的に展開して急

形態である。一般に代表的な三形態がよく知られるVFだが、

話）
でもΔ小隊所属のチャック・マスタングが搭乗する

“腕出しファイター”などと併せてプラモデルでも劇中の各形態

てガッツポーズを取る様子が見られた。
キットでも腕だ

を再現できるのだ。

VF（可変戦闘機）
とは

星系人種の存在と、
彼らによる銀河規模の戦争の存在を知らせるもの
府を樹立したが、
これに反対する勢力との全面戦争に突入。
この統合

測された巨大異星系人種ゼントラーディ軍の襲来に辛うじて間に合

せるガウォークと呼ばれる第3の形態は、
不整地への着陸やホバリング

たのである。

その後、
地球は数万隻にも及ぶゼントラーディのボドル基幹艦隊との
戦いで壊滅してしまう。辛うじて生き残った人類は銀河への進出を進

TOKYO MX、
BS11他にて好評放映中!!
■ロック機構
随所に変形時のロックとして働く箇所
を設け、機体のフォルムや姿勢、ポーズ
の安定性を高めている。

■ランディングギア
着陸時に使用する前脚・主脚は差し替え式で再現。
前脚差し替え用の穴はバト
ロイド変形時のロック機構としても機能する。膝カバー裏に収納される設定の
主脚は、
カバーの引き出し機構を使用しタイヤを取り付ける。

パッケージイラストは『マクロスΔ』
のアニメ製作を手掛けるサテライト
が担当！

macross.jp/
■内翼下面・腕部収納部
腕部は巧みな折りたたみとクリアランスにより内翼
下に収納。外装との組み合わせでピタリと閉じる。

■商品仕様
1/72 VF-31Jジークフリード
（ハヤテ・インメルマン機）
価格：5,616円
（税8％込）
発売日：2016年6月25日発売
対象年齢：15才以上
■商品内容
成形ランナー 10
ホイルシール 1
マーキングシール 2

マクロスシリーズTVアニメーション最新作
『マクロスΔ
（デルタ）』
の最新情報をアニメ公式サイトでチェック！

©

VFは身長10m程度の巨大異星系人種に対し、対等に格闘戦が可能

（ファイター）
により敵中枢へ侵入、
変形して白兵戦を行ってこれを制圧

い、
ASS -1を改装して誕生した巨大要塞艦SDF-1マクロスに搭載され

■ドローン収納部
ふくらはぎ部のドローン格納
ブロックカバー内部は、収納
されたドローンを細かなディ
テールで表現。

たが、
銀河には当初予測もしなかった脅威が待ち受けており、
VFはさ

み出され、
やがて戦闘機をロボットに変形させる可変戦闘機
（VF）
が実
用化された。
VF-0フェニックスを経て誕生したVF-1バルキリーは、
予

2015 ビックウエスト

が可能であり、
ファイターとバトロイドの中間の移動速度による柔軟な
運用がVFの戦術の可能性を飛躍的に広げている。
またバトロイド及び

ガウォークは、空中戦において適切にこれを用いることによって、単な

る戦闘機以上の戦闘力、
生存能力をVFに付与するものでもあるのだ。

バンダイホビーサイト

bandai-hobby.net/

7月発売予定のVF-31Sアラド機、8月発売予定のSv-262Hsキース機な
ど続々登場する1/72シリーズや、
メカコレクション、
フィギュアライズバス
トシリーズの情報は、
バンダイホビーサイトでチェック！

シリーズラインナップ続々登 場 予
予定！
！

株式会社バンダイ
〈宛先〉
(株)バンダイ 静岡相談センター

〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12

〈電話〉
054-208-7520

月〜金 10:00〜16:00
（祝日除く）

1/72 VF-31Sジークフリード
（アラド・メルダース機）
7月発売予定 5,616円
（税8％込）
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する能力を持つ。
そのほか飛行形態から脚部と腕部のみを自由に動か

お問い合わせ

水転写式デカール 1
シャフト 4
組立説明書 1

GERWALK

1/72 Sv-262HsドラケンIII
（キース・エアロ・ウィンダミア機）
8月発売予定 5,616円
（税8％込）
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