出展者名

No.1

むらさめ

No.2

まよらいがー

No.3

りのん

No.4

R・のぶを

No.5

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
何かとゾイドにLEDを仕込み、アホな改造をしたがる人です。
Twitter :@__Murasame__
blog: http://murasame-labo.blog.jp/
好きなように塗ったり作ったりしました！
Twitter : @mayoliger
カードや紙を切って立体化するシャドーボックスを扱っています。かっこよく
見える角度を探してください♪ 楽しみたいときに好きに作るスタンスで改造も
楽しんでいます。最近は水筆ペンがお気に入り。 好きなゾイドはヘルディガン
ナーとゴルドス。
Twitter: @tachekaze
99年にハマり、一度は離れましたがまたファンに戻りました。自分なりにゾイ
ドの世界を楽しんでいることが伝われば幸いです。

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
文で書くよりも、まずは出展作品・リンクページで！
思いを込めてます！

Twitter: @kei0909modeler 色々とミキシングしてます！ 旧ゾイドもゾイドワイ
ルドも一緒に楽しめる改造を目指しております！

前回のZAOD後にマッスルゾイドクラブに参加させて
もらい本格的にゾイド作品を作り始めました！ 小学生の
頃からゾイドが好きで、初めて買ってもらったのは平成
版のゴジュラスでした！ 今はバリバリの帝国派です！

♪ちゃらっちゃらっちゃらっちゃららら～×３ ちゃ～ちゃっちゃ～ たった一つ
の真実見落とす、見た目は若造！身体はオヤジ!! 頭脳は子供!!! その名は、迷探偵
K-Zo.!!!! ♪ちゃららっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっ 今回はタカ
ラトミー、コトブキヤいずれのパーツも一切使わずに本格ゾイドと認められそう
なものを目指して作った作品二点を出展させていただきましょう。
以前出展させていただいた自作ゾイドバトルストーリーも、改稿版を書きまし
たのでご披露させていただきたいです。部数限定で先着順となりますが、希望者
に無料配布いたします❤
前々から模型サイト「ホビコム」に名を連ねていま
す。そこにもたくさんのゾイドを公開させていただいてますので、よろしければ
ご覧ください。 hobbycom.jp/my/1f5d002d7f

新たなゾイド始まって嬉しいです!! 古参ゾイダーの一
人として、『ゾイドワイルド』から参入した若きゾイ
ダーたちに、古くからのゾイドの魅力も伝えていきたい
です!!

すいみんじかんをください。上司が小倉唯だったらいいのになと5千万回ぐら
い思っている。

もっとだ、もっとよこせゾイドワイルド(鼻血)

関西のゾイドメインサークル「マッスルゾイドクラブ」からの参戦です。 大
阪からの遠征なので持ち込み点数は少ないですがインパクトのあるものをチョイ
スしました。 関西パワーの片鱗を感じ取ってもらえればと思います。
ZAOD初参加です。 サークルR.v.R所属。 特徴はGREEN KILLERSと言う黒、
金、緑の配色の架空チームを作って活動しています。
ツイッターアカウント: @djmrxxx
ブログ: djmrxxx.hatenablog.com

新たにゾイドワイルドも加わり、ますます広がるゾイ
ドワールド。 バトスト世代ですが、ワイルド作品もバン
バン作っていきたいですね！

kei

No.6

K-Zo.

No.7

フォンタナ

No.8

RIO=K

No.9

PEAT CORE

ゾイド…いっぱいしゅき…
ゴルドスかわいいイグアナかわいい 動いても動かなく
てもカッコいいものはカッコいいんだっ！

私にとって惑星Ziの存在は大事な心のよりどころです。

出展者名
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No.11

No.12

No.13

No.14

ヴァノッサ

MIURA

Raptor

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
リーゼちゃん可愛い。

今回初参加です。よろしくお願いします 見どころでは、ギルラプター改造作
品では是非骨格形態の頭部や腕に注目してください。
また、HMMジェノザウラーでは始めて親に買ってもらった恐竜博2005仕様の
カラーリングで塗装しました。

ワイルドに行こうぜ‼ そして俺たちの財布をデスれデ
スれ‼

今回、チームR.v.RとしてZAODに臨みたいと思っております。 僕がリーダー
を務めます。 チームのメンバーと同じ卓で展示できればと思いますのでよろし
くお願いします。

ゾイドが復活して気分はサイコーです！ ZAODはお祭
りなのでみんなで一緒に盛り上がりたいです！！

こんにちは、おいると申します。 主にミキシングによる過去キットのHMM化
や某特撮作品やアニメ作品のイメージ、コンセプト改造をしています。 ZAOD参
加は初めてなのでお手柔らかにデスってください笑

ゾイドとの出会いは幼児期でシールドライガーの靴を
履いていたのを覚えています笑 キットに触れ出したのは
ブロックス期あたりなので、可変期や稼働キット好き寄
りかなと思います。
もともとゾイドの生物的流線やフォルムが好きだった
ので、ワイルドのリアル寄り展開に期待しています！ 中
の人は割と人見知りなので、優しく接してください笑

今回の出展は慣れないジオラマで、負けないまでも勝てない戦いを繰り広げて
まいりました。 あがいた痕をご覧ください。

「活気に満ちた時代が来そうね。もっとも、少々騒が
しいけど、沈滞しているよりははるかにましだわ。」 ヒ
ルデガルド・フォン・マリンドルフの言葉

ゾイドを使ったジオラマを作っています。コロコロコミックの記事、キットの
箱絵、ジオラマってかっこいいですよね。おもちゃのゾイドがまるで生きている
かのように吠え、動く。まさに夢のような世界です。今日は僕が見た夢を、額縁
やジオラマベースの上に作り上げて持ってきました。どんなシチュエーションな
んだろう、どんな物語があるんだろう、そんな想像を膨らませてご覧ください。
Twitter:@Nakai_U

ゾイドは人と一緒にいる時が一番魅力的だと思うんで
すよね。 なぜってゾイドは生き物だから。単なるロボッ
トではなく、飼い主、相棒、パイロットである人間と、
どんな関係なのかってことを想像すると、想像の翼がど
こまでも羽ばたいて止まりません。 まだ作れていません
が、ゾイドワイルドはこれまで以上に、ゾイドと人との
距離が近くなっているのがわかります。1/35スケールに
大きくなった世界でどんな関係を描き上げていこうか、
想像していると毎日が楽しいですね。 みんなも買おう、
想像しよう、ゾイドワイルド！
俺は「シールドライガー」で行く。
サラマンダーの推進機関「マグネッサーシステム」の
飛行実験実演！

おいる

豊田次郎

No.15

中井 由

No.16

チェコ

No.17

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
主にミキシングやスクラッチしたゾイドを作っているモデラーです。 展示会
にはサークル『R.v.R(ラヴァル)』の一員として参加しています。 メンバー4人の
それぞれのゾイドの世界をお楽しみ下さい。
twitter: @va_nossa

堀井敏之
@スフィウス
スフィウスLAB
LAB

一生懸命作ったので頑張って見てください。
初代「ゾイドバトルストーリー」スフィウスLAB代表。
す。キンゴジは試作からのファーストショット。

撮影に使用した物で
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No.19

No.20

No.21

No.22

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
3Dプリンターを使用して製作しました！

17歳の頃に下北沢のZAODを見に行ってから来年で10
周年です 何だかんだで10年近くZAOD人間でいる事に驚
くと共に、多分これからもZAOD人間です！！

ギミックスキーでこだわりに対しては頑固者。人からは面倒くさい性格と度々
言われる厄介さん。様々な世界観で作品を作っています。色々と手を出しては中
途半端になっているので、最近はそれらの片付けを行っております。ネットの辺
境地帯にてブログをやっています: https://blog.goo.ne.jp/setokura
ツイッターもやっているよ。

もともと動物スキーで仕掛けスキーなので、ゾイドは
その両方を兼ね備えたホビー。また、作品や物語が発展
させやすいようガチガチに決まっているわけでないの
で、ユーザーの自由度が高いのもポイント。

ZAOD初参加、末席へ失礼します。10年ほど前に自作ペーパークラフトなんぞ
やっていたアルス＝アマゾンと申します。某所ではアルスさんじゅーにちゃいと
も← 第3期ゾイドが始まり、一緒に盛り上がりに参加出来ればと思います。よろ
しくお願いします〜

今年は何と言ってもゾイドワイルドのスタート、そし
て来年2019年は第2期ゾイドスタート＝アニメゾイド放
映の20周年を迎えますね。 もう一度あの頃の熱量を発揮
出来るよう、個人としても頑張りたいところです。

今回２回目の参加となります。MRTと申します。雑食系モデラーですが、よろ
しくお願い致します！ツイッター(@mrt_masa)で何かしら呟いてます。

スペキュラァァーーーーー！！！

ワイルドブラストのギミックに衝撃を受け、ブロックスで何か出来ないかと頑
張りました！ 凄いと思って頂ければ嬉しいです。 瓶詰めにもまた挑戦！ 手軽
に！お安く！！

中学生の頃、ブロックスに出逢ったのが運命か、 塗装
まで嫌がるブロックス馬鹿となりました。 ブロックスと
して作らなければ塗ったり切ったりする事も。 最近は瓶
詰めゾイドにも興味があったり。食玩とガチャでゾイド
が手に入るとか最高の環境です！
まだまだブロックスは無塗装無改造で頑張ります！ 何
より、ゾイド万歳！！
現在ゾイドワイルドも放送されていますし、また子供達
に認知 されて、もっとコンテンツが盛り上がっていくと
良いですね！

猫魚

瀬渡

アルス＝アマゾン
アルス＝アマゾン

MRT

くろたか

●
●

No.23

No.24

yue

うえ

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!

初めて参加させていただきます。
自分はTVのゾイドから入ったので、TVで一番思い入れのある 「黒い稲
妻」のワンシーンをジオラマにしてみました。 （以前の公式フォトコン
テスト参加作品）
● ストームソーダーは、現地調達の武器を付けて爆撃仕様といる ため、特
徴であった速度を殺してしまったという本末転倒な仕 様です。（翼の武
器は磁石で取付けなので武装の位置変更可能）
● シャドーフォックスはキタキツネ風の塗装にしてみました。
● シールドライガーは重たい武装を付けてみました。一応歩けました。
Twitterアカウント：https://twitter.com/dekodeko02
ゾイドのゲーム作品で登場する機体や武装を自分なりの解釈含め再現した作品
が多めです。 特にコンセプトアートに使用された作品もあるので良ければ見比
べてください。

サービス終了した #ZOIDS_FORやってました。思い出
を語るも良し、FORをきっかけで模型を始めるも良し、
たのしんでこー！

出展者名

No.25

らんぼるぎーに

No.26

ＯＡ

No.27

kino

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
愛してやまないエレファンダーです！

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
エレファンダーエレファンダーエレファンダーエレファ
ンダーエレファンダーエレファンダーエレファンダーエ
レファンダーエレファンダーエレファンダーエレファン
ダーエレファンダーエレファンダーエレファンダーエレ
ファンダーエレファンダーエレファンダーエレファン
ダーエレファンダーエレファンダーエレファンダーエレ
ファンダーエレファンダーエレファンダーァァァァァ

たまには渋いのもいかがでしょうか？子供の頃、自分の目に見えたものを絵と
して表現しています。

ゾイドは未来とわくわくが詰まったすばらしい玩具で
すが、ジオラマの相乗効果で奥行が生まれ、それにがっ
ちり魂をつかまれました。

さいたま市に生息しながら、ゾイドとオリジナルキャラのサイトを運営してい
ます。
http://www.zoids-fan.net/zoikino/
HMMに見惚れた駆け出しゾイダーですがよろしくお願いします！

No.28

てんちょー

No.29

アリノ シンゾー

No.30

柊にう

No.31

どわっふ

No.32

たかし

No.33

自作の物語……の続編に登場予定のゾイドたちです。コンセプトは「歩く武器
庫」。実用性はともかく、威圧感はあると思います。よろず工房「アリノス」
(http://www.geocities.jp/true_vargdas/)もよろしくお願いいたします！
海物メインの改造ゾイドやマイナーモチーフのゾイドを主にミキシングで作っ
ています。電動ギミックを生かした改造も好きです。
Twitter: https://twitter.com/niu_hiiragi
基本ゴテ盛り大好きです 僕の考えた最強のゾイド的なw
ゾイドを作るお兄さんです。 メイドに夢中でもあります。
前回出展のゴジュラスと新作マッドサンダーを持ち込みます。
入れが深い機体なので、どうかご照覧あれ！

どちらも思い

kou
ゾイド改造は「勢い」だ！をテーマに、思い付きと勢いだけで作ってしまった
ゾイドを展示します。

No.34

ぼかさ

小さい頃に買ってもらったゾイドがたまらなくカッコ
良く、ゾイドにハマったのは忘れられません。 一時期ゾ
イドから離れてましたがHMMのカッコ良さに見惚れて
復活しました！コトブキヤさん、HMMケーニッヒウル
フはまだですかー？
我が魂、ゾイドと共に有り。

角は至高だけど ひとつだけ言わせて欲しい ガノたん
可愛いんじゃあぁぁ！
20年も好きなんだからきっと死ぬまでずっと好き。
メカ生体シリーズに憧れる第二世代（1999年世代）ゾ
イダーです。 最近まで消えかけていたゾイドの灯が、再
び燃え上がる日が来ようとは！毎月新作が発表される日
常がいまだに信じられません。 ゾイドファンの一人とし
て、この祭りを大いに楽しみたいところ！
なにが始まるんです？ 第 三 次 ゾ イ ド ブ ー ム だ ！

出展者名
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JIL

No.36

諸山 下呂

No.37

No.38

レッドホーン

Nora

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己PR
どうも！最近ニッパーよりはんだごて握っている時間が長い気がしているＪＩ
Ｌです！ 今回はトリニティライガーのLED Editionと前回のセイバータイガー
シュバルツ仕様の２作品を展示させて頂く予定です！ 何かしら声掛けて頂ける
と喜ぶと思いますので、当日は宜しくお願い致します～！
ツイッター: @JILjil04

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
秘めた思いは作品にぶつけるのみ！

フルスクラッチです。 なるべくアレンジしないように気をつけました。

ゾイドワイルドも1/24ならよかったのに！ でも1/35も
スケールものとして扱い易くていいですね！
ゾイドはメカ生体、ゾイドCA、フューザーズ、ジェネ
シス、ゾイドワイルドが好きです❗(無印やスラゼロは
嫌いではないですがあまり覚えてないという感じです
笑)
改めてゾイドワイルドでZOIDS復活おめでとうござい
ます！ これからの楽しみが増えて嬉しいです。

基本的にゾイドが好きな人ですが特にレッドホーンが大好きな人です。自己満
足で作ってるので正直自信はありませんがゾイドのイベントなので来てみまし
た。
バイオグレイシア 前回よりパワーアップして完成します。今製作中だけど…
他にも作品持っていきます。お楽しみに！
twitter: @Nora_93k
ウェザリングを施した汚し塗装のゾイドを見て下さい。
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零二

No.40

みやのまる

No.41

No.42

No.43

$ekky

enigma96

yu-ki

自分の代表作となった作品。NHKスペシャルで見たダイオウイカに魅せられ
て、「ダイオウイカvsクジラ」を再現しようと思いました。 足が多いので、そ
れだけのゾイドを調達するのが苦労しました。

ゾイドワイルド盛り上がってますね。あんなに多彩な
ギミック満載なゾイドの玩具や子供向けの楽しいアニメ
が始まるなんて本当に驚いています。きっとZAODの会
場も沢山のゾイドワイルド作品が集まることでしょう。
会場でもワイルドにいきましょう。
昔も好きだし今も好き！！ 自分が好きならそれでよ
し！ みんなが好きなら断然よし！！
「ゾイドワイルド」も始まり、親子２代でゾイドを楽
しんでおります！ ゾイドシリーズはこれからも続いて欲
しいです。

初めまして、ごく一部の方はお久しぶりですenigma9641です。 第二期ゾイド
(アニメ：ゾイドクラシック)世代のゾイダーで、一番好きなシリーズはゾイド
ジェネレイションズ！ そんな訳で今回はかれこれ5年がかりの制作期間となった
「白装束＆封印の刀」を出展します！ 我が最推しゾイド「ライガーブルーソウ
ガ」の最終決戦仕様！最強形態！！マーシーラビット先生のイラスト、ムック本
掲載の線画やデザインラフから気に入った要素をかき集めて作りました！ 第三
期ゾイド「ゾイドワイルド」からカブターのバリエーション機として、「ノコギ
リタテヅノカブト」をモチーフにしたカスタマイズパーツを製作し我が模型歴初
のオリジナル機を作りました！ なお「妄想戦記」からモルガ成虫体を展示予定
ですが、現在制作中断中です(；´Д｀)前日までに形になるかどうか(;´Д`A```
https://twitter.com/enigma9641

12年ぶり完全復活で今まさに激熱なゾイドワイルド、
TwitterのTLが改造作品で溢れかえるほどの熱気につい
誘われてモルガ成虫体ほっぽってカブター改造してしま
いました（；^ω^） 自分にとってゾイドとは、第二期
のアニメをリアルタイムで楽しみ、ゾイドと共に過ごし
て来た日々、即ち幼き頃の思い出であり、今現在の趣味
であります。 ゾイドがあればこそ得られた友人達、ネッ
ト上での青春の日々の存在を嬉しく思います。 三度甦っ
てくれた「ゾイド」に、ネット上で関わってくださった
ゾイダーの皆様、ZAOD運営と参加者の皆様に、ありが
とう！

皆様の記憶から本能解放して頂ければ幸いです。

ゾイドワイルドも今までのゾイドも全部最高だぜ！イ
エア！

出展者名
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Tsuda

No.45

加速川

No.46

すてのす

No.47

HA

No.48

川内ユウ

No.49

Jack
Jack🐥チュン太郎
チュン太郎

No.50

スナガワ

No.51

火玉

No.52

秦～sin
秦～
sin～
～

No.53

にゃも

No.54

リュカイナ

No.55

紙白

No.56

ケニヤ

No.57

凜ノ助

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
その時その時の持っている技術を総動員した作品を作っています。
恐竜系の作品が多いです。
ツイッター: @9109reaper

メインは

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
ゾイド復活して本当に良かった。これからも応援して
いきます！

タカラトミー版しかないゾイドをHMM風味で作り上げることが中心になって
しまいました。模型としてのゾイドも好きですが、動くゾイドも同じくらい好き
です。一番好きなゾイドはディメトロドン。ツイッターにて今まで作ってきたゾ
イドをモーメントにまとめていますので是非ご覧ください。
Twitterアカウント: @accelriver
今回も旧バトストメインで。巨大で不明っぽいゾイドもいるかも。Twitterア
カウント
twitter: @sutenosu
今回は、自分の子供時代に実際に紙面に載っていたゾイドを見られるチャンス
ということで、それに合わせて、当時のバトストゾイドを完全再現とはいきませ
んが、見様見真似で再現したものを持ち込みます。拙い作りですが、見てやって
ください。
ゾイドの魅力に刺激を受けた、制作意欲の産物です。

タカラトミーからゾイドワイルド堂々復活！！という
のが嬉しいです。これからの盛り上がりに期待していま
す。そして冬の時代を支えてくれたコトブキヤの再始動
も願いつつ、両方のファンが楽しめる末永いコンテンツ
になってくれゾイド！！
メカ生体も機獣新世紀もHMMもワイルドもなんでも
あり。 それがゾイド！

3Dプリンタを使ってゾイドを作っています。 最近自家用3Dプリンタを手に入
れてゾイド作り加速中です。 Twitter: @s_sunagawa

子供のころゾイドのゲームが作りたくてプログラムや
3DCGを覚えたところ、今はCG系プログラマをやってま
す。ゾイドは人生。
今年でゾイドワイルドがスタートし、ゾイドシリーズ
が12年ぶりに復活しました！今の子供たちが新たなゾイ
ダー世代となり、末永くゾイドというコンテンツを盛り
上げていってほしい！！

ミリタリ色強めで改造しています。また、見た目だけでなく発光や電動ギミッ
クを取り入れ、眺めても触っても楽しめる作品を目指しました！まだ改造に関し
ては初心者ですが、よろしくお願いします！！
モデラーですけどコスプレもします。今回はコスプレで参加しました。
ちゃんとした改造ゾイドを作るのは初めてです。この文章を書いている時キッ
トは未塗装状態なのですが、当日には素晴らしい塗装に仕上がっていることで
しょう！（希望）
第2回から何度も展示しているデスザウラーですが今回も少し改良してます。
HMMミキシングゾイドとゾイドガールは数が多くなってしまい全部は一堂に展
示できませんでしたが、どれも楽しく作ったものですので宜しければご覧くださ
い。
自分なりのオリジナル機を目指して見ました。 ツイッターもやってます宜し
ければ！ アカウント名「紙白＠スラスター中毒者」
派手な改造はできないので塗装でアピールしていきたいと思っています！綺麗
なゾイドが大好きです！！Twitter: @moeojisan
新境地PURPLE VIVIDSをお楽しみください。
Twitter: @nizm_nizm8

ゾイドに出会って30年近く、人前に自分の作品をあま
り晒すことなく、ほとんど一人で楽しんできましたが、
今回初参加します。宜しくお願いします。
子供の頃に好きになり、一度は離れたものの、また
戻ってきました。もうしばらく楽しませていただきま
す。

小さい頃からゾイド乗りになることに憧れていまし
た！オンリーイベントは初めてなので、楽しみたいとお
もいます！
ゾイドはいつもそばにいるよ！

新生したゾイドワイルドに自分の理想のかっこよさを
乗せて楽しみます。

出展者名
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bird

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
普段はシブい軍用兵器としてのオリジナルゾイドを製作していますが、ワイルド
の奔放な作風に当てられて、衝動的にクレイジーなヤツを作ってみました。 作
風の振り幅が出ていれば良いなと思います。 普段は製作スピード激遅なので、3
ヶ月で完成した(はず)コイツは断トツで最速です(汗) やっぱり推しのシリーズが
正常稼動しているのは、何よりエネルギー源になりますね。 全てゾイドやガン
プラ等、様々なプラモデルのパーツを切り貼りしたミキシングビルド作品となり
ます。本来全く関連の無いパーツでも統一感が出るように心掛けて作りました。

使い込まれた風合いや金属の質感

No.59

レイス

No.60

りうがノフ

No.61

Caen

No.62

せんぼう

No.63

板さん

No.64

ku6gane

No.65

アシュレイ

No.66

CRISIS

ロシアから来ました りうがノフです。
Twitter: @blade_riuga
ゴジュラスは自然な前傾姿勢になるよう首関節周りを改造しています
Twitter: @CaenMkXIV
某狩猟ゲームモチーフの作品やら、他の作品によく影響を受けていろいろ作っ
てます！ミキシングによるモチーフ再現重視ですがその中でもゾイドらしさを
モットーに、欲しい！作りたい！ものを制作しています！ 私事ですが今年から
新米パパデビューを果たし、なかなか制作が捗りませんが…好きを形にしたゾイ
ドをご覧になっていただけると嬉しいです。
普段はマシーネンクリーガーを作っています。他のゾイダーさんとはまるで違
う作風になるかと思いますので、それを是非お見せしたいです。
もう古参になるであろうゾイダー
ノンビリまったり楽しんでいければと思います TwitterID: @ku6gane0609
ペーパークラフトで未発売機体の再現などをしています！今回は飾ってよし同
化してよしの被り物です。メガレオンはややデフォルメ、ワイルドライガーはア
ニメ参考です。
Twitter :@ashleyardis115
ひたすら「漫画の中だけでもゾイドを助けたい」という思いだけで漫画を描き
続けています。今回は野生動物から兵器に変えられる理不尽に貶められるゾイド
の「心」を描きました。 また他に、実生活の中で「使いたい」「欲しい」物を
造りました。
Twitterアカウント: @crisis1983

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
完全復活おめでとう！そして帰ってきてくれてありがと
う！！ ここしばらくのゾイドや関連シリーズの元気の無
さに私のコンバットシステムはフリーズ、ゾイドコアも
石化寸前でしたが、ゾイドワイルド始動とともに再起動
に成功し、ここに戻って来る事が出来ました！ 懐アニ
メっぽい作風はこれはこれで楽しくて、大量の新作良
キットと世界観の更新で、新たなファン層の開拓に力を
注いでくれた事が何より嬉しいです。 まだまだ作りたい
物がたくさんあるので、この大波に乗ってワイルドに行
きたいと思います！
ゾイドワイルドがアニメ放映だけで終わらず新たに動
くゾイドが定番のオモチャとして生き延び続けてほし
い。
ずっと大好きなコンテンツです。 みんなで盛り上げて
いけたら幸いです。

キャタルガキャタルガキャタルガキャタルガキャタル
ガキャタルガキャタルガキャタルガキャタルガキャタル
ガキャタルガキャタルガキャタルガキャタルガキャタル
ガ 待ち遠しいですキャタルガ

久々の公式再始動で これからの盛り上がりに期待して
おります
ペーパークラフトで未発売機体の再現などをしていま
す！今回は飾ってよし同化してよしの被り物です。メガ
レオンはややデフォルメ、ワイルドライガーはアニメ参
考です。Twitter:@ashleyardis115
実は子供の頃に、メカボニカがゾイドに変わったと
知った瞬間にショックを受けた思い出があります。「大
好きなメカボニカが無くなっちゃった」…と思ったんで
すね。でもその後、父が買ってくれたサラマンダーにど
ハマりし、何処か反感を抱いていた所謂「骨ゾイド」を
集め、「メカボニカはゾイドに生まれ変わったんだ」と
子供心に納得したと同時に夢中になり、空想し、今に至
るまで寝ても覚めても私を落ち着かせないコンテンツに
なりました。コンテンツ…というより同胞ですね、「お
前今何してる？」「お前ってそんな所あったの？」「お
前のそういう所がほっとけないよなぁ」…みたいに毎日
付き合ってる存在、それが私にとってのゾイドですね。
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ばな夫

No.68

おえ

No.69

まぁ～どっく

No.70

暴食

No.71

hiroki

No.72

骨子

No.73

カナメ

No.74

PQC

No.75

砂月SsS
砂月
SsS

No.76

うめ

No.77

シクロ

No.78

なまへん

No.79

JULAS

No.80

kaname

No.81

ベシ

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
TOMY版のライガーゼロイクスのモーターを外して関節と電飾を導入しました。
10年以上前の作品のため、粗が多いので恥ずかしい(/o＼*) これを機に次回作
の製作に入れればと思う。
東京との境にある埼玉県八潮市で毎年模型展示会を運営しています。 ガンプ
ラが主体のサークルですが、来年はテーマ展示として メガポニカやZナイトも含
めた『ゾイド祭り』を開催します。 心にZi因子を刻むモデラーの皆様のご参加を
お待ちしております。 あ、ZAOD初参加です、思いっきり楽しみたいです
新米ですがよろしく願いします！

ワイルドが始動し、魅力的な男玩TOYとして『ようや
く時代が追い付いた』感はありますが…相も変わらず
『訴求力に対して魅せ方・売り方が下手！』な辺りの不
器用さが ゾイドブランド伝統芸 としての愛しさなのか
な～…などと思います。（ぽんこつかわいい）
ゾイドワイルドがきっかけでこちらの世界に来まし
た。小型ゾイドのサイズ感が好きです。

最近は3Dプリンタで遊んでいます。 https://twitter.com/ikorih_dd
作り方の本には｢ミシン縫い｣とありましたが、ミシンを持ってきてなかったの
で愛と気合いで手縫いしました。眼鏡も刺繍するか迷いましたが、せっかくなの
で透明の素材を探して透ける眼鏡を作りました。瓶詰めは程好い大きさの瓶を探
してあちこちの100均を回って吟味しました。

右側が黒い作品です 左右見比べて下さい
https://mobile.twitter.com/hanbunkuroi
M.S.Gをメインに一部ヘキサギアを使用して作っています。スパイナー愛
（笑）はふんだんに詰め込んで製作しました。
twitter: PQC@papu_yan
暗黒軍推しです！ 初参加で緊張しています。
初参加です。ゾイド暦、知識ともに浅い初心者ですが、これから沼に溺れる準
備は出来てます！よろしくお願いします。
モルガが電動で動き回ります（予定）

Hiパワーゼンマイのギミック改造を得意としてます。
マイ巻いてギミックの動きを披露したいと思ってます。

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
ゾイドワイルドでゾイドブームが復活しつつあり嬉し
い限りです！
ZOIDSはいいぞ！

展示会では私自らゼン

｢フューザーズ｣からゾイドアニメに入ってブレードさ
んとリュックと凱龍輝にハマりました！ そして今年まさ
かの新作｢ワイルド｣が発表されましたが、オニギリくん
の外見･属性･声etc共にストライクゾーンど真ん中すぎて
相棒のガノンタスと共にすっかりハマりました！ ワイル
ドのアニメは明確に｢子供向け｣に振りきってて一部の古
参の方々には賛否両論みたいですが、個人的には十二分
に楽しんでるので毎週がハッピーです！
ゾイドワイルドのような 子供が楽しめるゾイドを こ
れからも応援します！
電子戦型ゾイドが一番お気に入り♪機能とデザインが
モチーフと絶妙にマッチしたゾイドシリーズは今も変わ
らず最高です！
ZOIDS最高！

初めて作ったモルガでゾイドにハマり、ロボット工学
の道に進みました。これまで身に着けたロボットの技術
を活かしてモルガを作ります。

ゾイドは動かしてるときが一番魅力的だと思ってます。
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No.85

徳永零

No.86

アルミ

●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR
誰でも材料さえあれば手軽に簡単に作れるというのがコンセプトです また基
本的に塗装が苦手なので染料と部分塗装でイメージチェンジを図っています ま
たゾイド単体に拘らず武装神姫やデスクトップアーミーとの融合や組み合わせも
図っております また主にコミケでゾイド異伝シリーズも展開しております こん
な感じの作品です
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000000941596&owner_id=247925
73
一応ツイッターもやっておりますがゾイドの話題は少ないです
https://twitter.com/mkmDPs7HvgbLoRL
無謀にもテレビ放映前にピクシブに小説を上げております ただ内容がこちら
の予想と違ったので頭を抱えております（汗）
https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=9361543
ディテールの一新、イオンブースターの新造

ゾイドが1/35スケールで作品展開された今、無限の可能性がありますね。 1/35
の人形や車載品が欲しいけどタミヤしか知らない！という人は是非お声かけくだ
さい、簡単な相談ならお任せを。 皆さんも、let's try to diorama ！
初参加です。楽しめればと思ってます。よろしくお願いします。
HMMの改造作品はいつも完成に時間かかっちゃいます(一年以上)

No.87

No.88

曲豆

ゼファード

No.89 莔豁儿
（むーなはーら）

ツイッターやっております。 @zephyrd_prime 基本的にバトルストーリーの研
究家で、文章から色々解釈するのが好きです。 今回はバトストで活躍したキン
グゴジュラスにシール位置を近づけたキングゴジュラスを出展させて頂きます。
進捗はツイッター: @o_mybにてご報告します 公開日の2日目は参加できず、展
示が無いような状態で申し訳ありません
いつでも心を満たすのは空の青さと風の声・・・コヨーテ（ハタチ）です。
リバセン開始前に作ったものから数日前に作ったものまで「私」らしい名刺代わ
りになる作品を集めました。どれも可愛い子供たちです。
御見苦しい点も多々ありますが、宜しくお願いします。

No.90

コヨーテ

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!
なんか日常的にゾイドという作品を続けているので熱
い想いとかないというか思いはないですね それが武装神
姫であれデスクトップアーミーであれ全てはゾイドへと
帰結するのです 逆もまた然りです

ゾイドの知識はあまりありませんが子供の頃触れたゾ
イドに大人になってまた向き合うことが出来てとても楽
しいです！
ゾイドはいいぞい。

ゾイドの様々な世界観を皆さんと一緒に楽しみたいで
す。
小学生の頃コロコロコミックではじめてゾイドを知り
ました。それから約１９年、自分の一番の趣味はずっと
ゾイドです。デザイン、動き世界観がどれもかっこよす
ぎ。 ゾイドワイルドとして復活しほんとに嬉しくこれか
らもずっとファンであり続けます
ゾイドバトルストーリーが子供の頃から大好きで、バ
トストは児童文学の最高傑作だと思っており、今回ジオ
ラマを手掛けられた堀井氏が参加されると聞き、私も参
加を決意した次第です。
zoi
やはり最近はゾイドワイルド！
嬉しい商品展開と手ごろな価格と組立て易さに見る見
る壁ができ、居住スペースを圧迫しはじめる始末・・・
出先で塗装がしたくて買ってしまってまた増える・・・
（末期）HMMも合わせてこれからの展開に目が離せま
せん！
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みけけ

No.92

シュウヤマ
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●出展作品の見どころ・自己PR
●出展作品の見どころ・自己
PR

●ゾイドへの熱い想いを書こう!!
●ゾイドへの熱い想いを書こう
!!

バトスト系ゾイドが多いよ？
雑誌作例再現挑戦・ただいま修行中の水中撮影向などバリエーションに富んで
いると思います。
Twitter: @shuyama_0704
今回は塗装の幅を広げた作品を持ってきました。
新世紀シリーズがメインですが、初期シリーズからＨＭＭ、
ワイルドまで幅広く展示する予定です。
作品は説得力をテーマに作成しています。

10数年ぶりに復活したゾイド。いちファンとしてワイ
ルドにこのまま突っ走りたいですね。

丹精込めて製作・塗装したゾイドを外に持ち出して撮影するのが大好きです。
電飾が好きで、最近はArduinoによる制御に手を出し始めましたc(´ω｀)p

ゾイドを組んでいるんだ。
すごくいいゾイドなんだ。
みんなに見て欲しいんだ。

ＮＫ

ユミヤシ

ゾイドの動きや設定に魅了されて、工学部に進み工業
系の職に就き、ゾイドの製作を通じて多くの素晴らしい
仲間と巡り合えました。私を構成するほとんどの物がゾ
イドをきっかけに始まっているように、ゾイドというコ
ンテンツは人の人生を豊かに導く力があります。
ゾイドワイルドが多くの新規ファンを生み出し、多く
の人に夢を与えるコンテンツになること、ゾイドが今後
も語り継がれるコンテンツとなることを願ってやみませ
ん。

Twitter: @yumiyashi_Iwk

No.95

おのこう

制作したのは３年前となりますが、自身の過去作品の中で最も時間をかけた作
品になります。全身の迷彩塗装に加え、ハイライト塗装をしてあります。細かい
ところまで自信をもって制作しましたので、ご覧頂けると幸いです。

ゾイドを組んでいるんだ
ゾイドと出会って、もうすぐ２０年！！今でも気持ち
は出会った頃の小５のまま！！←

