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第55回 全日本模型ホビーショー 会場受注 スケール新製品 ご注文は注文書13-１にて承ります。

■ カラー版ニュースレーダーがダウンロードできます！

ハセガワ ウェブサイト ハセガワ 新製品情報 随時公開!

 平成27年（2015年）11～12月の新製品、特別商品のお知らせです。なお、表示の価格は本体価格です。

新製品＆特別商品 情報新製品＆特別商品 情報新製品＆特別商品 情報
第55回 全日本模型ホビーショー特別号第55回 全日本模型ホビーショー特別号第55回 全日本模型ホビーショー特別号

完全新金型
SW04

弊社発送予定 11月25日
発売日 11月28日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,400

（+消費税）

◆1/35   サイエンスワールド シリーズ
日立建機 双腕仕様機 アスタコNEO

科学技術をテーマとする「サイエンスワールドシリーズ」の最新作は
、「建設機械」をキット化！災害復旧などでの活躍も期待される話題
の双腕スーパー建機「アスタコNEO」を1/35スケールで再現します。
実機取材をもとに、2本のアームに可動ギミックを仕込んだ、精密感
あふれるスケールモデルとして設計。アームはアクチュエータと連動
して実機と同様の部分が可動しますので、キットを通して双腕がフレ
キシブルに動く構造を理解していただけると思います。履帯・各部の
ケーブルは軟質樹脂パーツをセット。搭乗ドアは開閉選択式で、操
縦席の内部も精密に再現。フロントガラスのガードは、メッシュをセ
ット。操縦者のフィギュア１体（着座姿勢）が付属します。機体後部上
面のハッチは別パーツ化してあり、内部のラジエーターが確認出来る
パーツ構成。ブランドロゴのマークや、各所の注意書き等がデカール
で付属します。パーツカラーをオレンジ、ブラック、グレー３色、クリアー
の計６色（予定）とすることで、塗装しなくても実機のイメージに近い状
態に組み上げることが可能な製品仕様となっています。

※画像は3DCAD及び、3Dプリンターで出力した試作品です。

4 967834 540040

Z03

弊社発送予定 12月15日
発売日 12月18日ごろ
1梱入数 ６個
小売価格 ¥5,600

（+消費税）

◆1/450   Z シリーズ日本海軍 航空母艦 信濃
日本海軍 航空母艦 信濃

本艦は当初、大和型戦艦の三番艦（110号艦）として1940年5月に横須賀工廠にて起工されました。しかし、1942年6月のミッドウェ
ー海戦で４隻の空母を失ったため、急遽、同年7月に空母への改装計画がまとめられ、1944年11月19日に重装甲の超大型空母「信
濃」として竣工しました。当時は、10月のレイテ沖海戦で連合艦隊が壊滅、さらに竣工から数日後にはB-29による東京への爆撃が開
始されるという過酷な状況でした。最終艤装作業が残っていた信濃は、空襲からの難を逃れるために横須賀から内海西部に回航す
る途中でアメリカ潜水艦「アーチャーフィッシュ」に発見され、魚雷４本の直撃により、竣工から10日という短い生涯を閉じました。キ
ットは最新の資料を基に、信濃が実戦で運用されていた場合を想定し、多数の対空火器をフルに搭載した状態をモデル化してい
ます。少ない部品点数で細部のディテールを再現しつつ、組立易さを重視した「初心者に優しい本格スケールモデル」です。船体は
左右分割式で、スライド金型によりビルジキールを一体で成形。桁パーツを挟み込む構造を採用し、強度と確実な組み立てを実現
しています。本艦の特徴のひとつである、コンクリート張りで仕上げられた大型飛行甲板は、１パーツで成形。島型艦橋や、傾斜した
煙突も精密に再現しています。艦載機は搭載が予定されていた機体から選定し、零戦52型x２、天山x１、流星改x１、彩雲x１、紫電

ました。1944年11月中旬の信濃公試運転の際には、その試作機が発着艦試験を行っています。 

QG56
弊社発送予定 12月15日
発売日 12月18日ごろ
1梱入数 48個
小売価格 ¥1,800

（+消費税）

◆1/450   艦船 シリーズ
日本海軍 空母艦載機セット

AAA
■ あああ

航空母艦 信濃をフル搭載状態で飾る際には、こちらの艦載機セット
をご使用ください！零戦52型x６、天山x３、流星改x３、彩雲x３、紫
電改二x３の合計18機のセットになります。デカールは信濃が実戦
配備されていたらという想定で、第601海軍航空隊 所属機のマーキ
ングと、その他の航空隊をセットする予定です。

完全新金型

完全新金型
4 967834 721562

4 967834 401532

零戦52型×６ 彩雲×３

天山×３

流星改×３

紫電改ニ×３

日本海軍 空母艦載機

3DCAD3DCAD

■船体形状は大和との違いを正確に再現。

■煙突を囲んだ
　巨大な艦橋。

■多数搭載
　された対空火器
■多数搭載
　された対空火器

ASTACO NEO



02176

弊社発送予定 11月12日
発売日 11月15日ごろ
1梱入数 48個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
九五式戦闘機 ＆ 九七式戦闘機“中国大陸”

＜２機セット/新デカール＞
日中戦争時、中国大陸に配備された明灰緑色の機体より、垂直尾翼
に飛行第33戦隊の「33」を図案化したマークが記された九五式戦闘
機と、後に隼隊を率いる加藤少佐が搭乗した九七式戦闘機をセット
で再現。九五式戦闘機のパーツはICM社製です。

九五式戦闘機 II型 
飛行第33戦隊 所属機（中国）
他１機分
九七式戦闘機 
甲型：飛行第64戦隊 戦隊長 加藤 建夫少佐 乗機「黄矢印」（中国：1941年）
他１機分

デカール
（予定）

02178

弊社発送予定 11月10日
発売日 11月13日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,000

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
F/A-18E スーパー ホーネット“VFA-27 ロイヤル メイセス CAG 2015”

＜新デカール＞

F/A18E SUPER HORNET

厚木基地に展開するCVW-5より、VFA-27のCAG機をキット化！ブラッ
ク＆オレンジを基調とするカラーリング。お馴染みの力強いメイス
のマーキングが魅力的。デカールは2015年前半のジョージワシント
ン搭載時を再現します。

アメリカ海軍 空母USS ジョージ ワシントン搭載
第27戦闘攻撃飛行隊“ロイヤル メイセス”
CAG機「NF200」（2015年）/CAG機「NF200」（2013年）ブロック
II アップデート部品

デカール
（予定）PHOTO：Aki Eastone

02179

弊社発送予定 11月12日
発売日 11月15日ごろ
1梱入数 16個
小売価格 ¥3,800

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
P-3C オライオン“アメリカ海軍航空100周年”

＜新デカール＞

P3C ORION

2011年の「アメリカ海軍航空100周年」の際にお披露目された、ペンギ
ン塗装機を再現。機体をシープレーングレイ（ブラック）とホワイトで塗
り分けた、懐かしいカラーリングが施されています。

アメリカ海軍航空100周年記念塗装機「PC9」（2011年）
第２艦隊航空偵察飛行隊
アメリカ海軍航空100周年記念塗装機「21」（2011年）

デカール
（予定）

PHOTO：Yas TSUCHIYA

07417
弊社発送予定 11月17日
発売日 11月20日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
ラボーチキン LaGG-3“日本陸軍”

＜日本語版パッケージ＆解説図＞
大戦初期に開発されたソ連の木製液冷戦闘機 LaGG-3より、胴体側
面及び主翼上下面に日の丸を記した機体を再現。本機は、満州の畑
に胴体着陸した機体を日本陸軍が捕獲、修理した機体で、飛行テス
トが行われました。キットのパーツはICM社製です。 

日本陸軍所属機（捕獲テスト機：1942年）

10814

弊社発送予定 11月５日
発売日 11月８日ごろ
1梱入数 48個
小売価格 ¥2,400

（+消費税）

◆1/200   飛行機 シリーズ
P-8A ポセイドン“VP-45 ペリカンズ”

＜特別仕様＞

P8A POSEIDON
■ 

戒機です。アメリカ海軍ではP-3Cの後継機として配備が進められて
います。垂直尾翼に、部隊マークである「対艦ミサイルを抱えたペリ
カン」を描いたVP-45所属機を再現します。

飛行隊長機「LN434」 044NL「/）年5102（ 」（2015年）
レーダーバルジ・アンテナ類・パイロン部品など。

デカール
（予定）

PHOTO：久場 悟 Ks,18

専用プラ部品

デカール（予定）

■ アメリカ海軍 第27戦闘攻撃飛行隊“ロイヤル メイセス”CAG機「NF200」

■ 

Lavochkin LaGG3
■ 日本陸軍所属機

専用プラ部品

■ 飛行第33戦隊 所属機

■ 飛行第64戦隊 戦隊長 加藤 建夫少佐 乗機「黄矢印」

九五式戦闘機

九七式戦闘機

4 967834 021761

4 967834 021785

4 967834 021792

4 967834 074170

4 967834 108141

ST34

弊社発送予定 12月下旬予定
発売日 12月下旬予定
1梱入数 16個
小売価格 ¥5,000

（+消費税）

◆1/32   ST シリーズ
三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型丙

三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型丙
■ 第203海軍航空隊 戦闘第303飛行隊 谷水 竹雄 上飛曹乗機「03-09」

大戦後期の主力艦上戦闘機である52型より、最後期生産型であり、防弾強化と重武装化が図られた丙型
を最新の考証と金型技術により精密にキット化します。パーツ構成は1/32スケール大戦機シリーズのスタ
ンダードな仕様を採用。部品点数を抑えて組み易く、外観の再現に拘った精密感と存在感のある仕上がり
となります。胴体と主翼の内部はサポートパーツを挟み込む構造とし、強度と組み立て易さを確保。主翼は
20mm機銃×2、13mm機銃×2を搭載し、小型爆弾架を装備した丙
型の特徴を正確にパーツ化。エンジン及び、コクピット内部も精密
に再現。カウルフラップは開/閉選択式。主脚は駐機/飛行状態の選
択式。竹 一郎 氏原型による着座姿勢のパイロットフィギュア（プラ
部品：頭部は３種選択式）が１体付属します。

第203海軍航空隊 戦闘第303飛行隊
谷水 竹雄 上飛曹乗機「03-09」（1945年6月：鹿児島基地）
他１機分

デカール
（予定）

完全新金型

4 967834 088849



02177

弊社発送予定 11月19日
発売日 11月22日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥5,000

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
ランカスター B Mk.I“第617飛行隊 スペシャルミッション”

＜特別仕様＞

LANCASTER B Mk.I
■ イギリス空軍 第617飛行隊 所属機「YZ◎C」

「ダムバスターズ」として知られる第617飛行隊より、爆弾庫に入
り切らない程のサイズを誇る大型爆弾を搭載した機体を再現。キ
ットは、グランドスラム（10t爆弾）搭載機「YZ◎C」「YZ◎J」と
、トールボーイ（5.4t爆弾）搭載機「KC◎A」の選択式です。

イギリス空軍 第617飛行隊 所属機「YZ◎C」（1945年3月）
イギリス空軍 第617飛行隊 所属機「YZ◎J」（1945年春）
イギリス空軍 第617飛行隊 所属機「KC◎A」（1944年）

デカール
（予定）

６個

新金型追加
40092

弊社発送予定 11月17日
発売日 11月20日ごろ
1梱入数
小売価格 ¥10,400

（+消費税）

◆1/350   艦船 シリーズ

日本海軍 軽巡洋艦 矢矧“レイテ沖海戦”

第３艦隊 第10戦隊 旗艦 レイテ沖海戦時（1944年10月）
探照灯台部品

製品仕様

新規エッチング
新規プラ部品

新金型部品を追加して、煙突の左
右に探照灯が設置されていたレイ
テ沖海戦時を再現します。キットに

す。ディテールアップをされる方は従来の阿賀野型用別売り
エッチング（QG37/QG38）をお使いください。

07419
弊社発送予定 12月３日
発売日 12月６日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥4,200

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
F-4EJ ファントム II“オールドファッション”

＜新デカール＞

F4EJ PHANTOM II
■ 航空自衛隊 第7航空団 第305飛行隊 所属機「353」

機体上面をガルグレー、下面をホワイトで塗装した、航空自衛隊の
旧ハイビジカラー機を再現。６飛行隊分の旧部隊マーク（梅、カエル
、オジロワシ、ドラゴン、天狗、イヌワシ）が付属します。

第7航空団 第305飛行隊 所属機「353」（百里基地）
第301飛行隊、第302飛行隊、第303飛行隊、第304飛行隊、第306飛行隊

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

07418

弊社発送予定 12月５日
発売日 12月８日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥4,000

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
中島 キ43 一式戦闘機 隼 III型“飛行第48戦隊”

中島 キ43 一式戦闘機 隼 III型
■ 飛行第48戦隊 所属機「21」

レジン部品を追加し、最終生産型であるIII型を再現します。III型は、II
型に水メタノール噴射装置を装備した性能向上型で、立川飛行機
のみで生産が行われました。飛行第48戦隊所属機の垂直尾翼には
「48」を図案化したマークが描かれています。

飛行第48戦隊 所属機「21」（中国：1945年）
飛行第48戦隊 所属機「35」（中国：1945年）
カウリング・単排気管・オイルクーラー・ホイール・燃料パイプ部品

デカール
（予定）

＜特別仕様＞

新金型追加07414

弊社発送予定 12月予定
発売日 12月予定
1梱入数 24個
小売価格 ¥4,600

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
AH-64E アパッチ ガーディアン

■ アメリカ陸軍 所属機「77028」
AH64E APACHE GUARDIANAH64E APACHE GUARDIAN

■ アメリカ陸軍 所属機「77028」

AH-64D ブロックIIIを改名した最新型、AH-64Eをキット化。上向きタ
イプのエンジン排気口部やテイルブーム下方のアンテナなど、本機
の特徴を新規プラ部品とエッチングで再現します。排気口部側面に
はイラストが描かれており、「77028」がドクロ、「77029」はガーディ
アンとなっています。

アメリカ陸軍 所属機「77028」
アメリカ陸軍 所属機「77029」
エンジン排気口部・アンテナ・センサー部品
排気口のフィン・冷却口カバー部品

デカール
（予定）

Photo by Park Wan Kuen

新規プラ部品
エッチング

＜特別仕様＞

＜特別仕様＞

レジン部品

4 967834 021778

4 967834 074149

4 967834 400924

4 967834 074187

4 967834 074194

※発売時期が11月から12月に変更となりました。



第55回 全日本模型ホビーショー 会場受注 キャラクター新製品

No.2

ご注文は注文書13-２、13-３にて承ります。

 平成27年（2015年）11～12月の新製品、特別商品のお知らせです。なお、表示の価格は本体価格です。 ■ カラー版ニュースレーダーがダウンロードできます！

ハセガワ ウェブサイト ハセガワ 新製品情報 随時公開!

新製品＆特別商品 情報新製品＆特別商品 情報新製品＆特別商品 情報
第55回 全日本模型ホビーショー特別号第55回 全日本模型ホビーショー特別号第55回 全日本模型ホビーショー特別号

新金型追加
27

弊社発送予定 11月27日
発売日 11月30日ごろ
1梱入数 16個
小売価格 ¥3,800

（+消費税）

◆1/72   マクロスF シリーズ
VF-25F/S スーパー メサイア“マクロスF”

VF25F

SUPER MESSIAH
■ 民間軍事プロバイダ S.M.S.所属

早乙女 アルト 搭乗機

宇宙空間戦闘用のスーパーパックを装備した、VF-25メサイアをキット化！各部に装着されたスーパーパ
ーツと、エンジンブロックのポジションを変更するための「ひざ＆すね」パーツを新金型部品でセットしま
す。機体上部マイクロミサイルポッドのカバーは可動式で開閉可能。左右大型ブースターの大型ノズル（上
/下）と機体上部後方中央のノズルはボールジョイントによる可動式。脚は駐機状態/飛行状態の選択式で
す。（※現時点では別売りのマクロススタンドには未対応です。）着
座姿勢のパイロットと、ガンポッドが付属。頭部及びデカールはアル
ト機とオズマ機の選択式です。パッケージイラストは天神 英貴 氏が
担当します。

民間軍事プロバイダ S.M.S.所属
F型：早乙女 アルト 搭乗機
S型：オズマ・リー 搭乗機
各部スーパーパーツ、ひざ＆すね部品

デカール
（予定）

CG集付/展示スタンド付
65574

弊社発送予定 11月19日
発売日 11月22日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥6,600

（+消費税）

◆1/100   バーチャロン シリーズ
YZR-8000H/Γ TYPE R“マイザー・イータ/ガンマ タイプ R”

「電脳戦機バーチャロン 20周年」を記念した、CG集付き特別キットが
登場！雪の勲（ゆきのいさおし）カラーのタイプR（指揮官機型）をキ
ット化します。パーツ構成はマイザー イータ/ガンマの選択式。頭部
は通常型も選択可能。一部差し替えにより、バーチャロイドからモー
タースラッシャーへの変形が可能です。今回の製品化にあたり、変
形ギミックの一部をバージョンアップ！腰部スカート周り及び、足首
に関するパーツを一部調整します。CG集はA4サイズ、オールカラー
８ページで、セガの亙 重郎 氏による機体解説、森 康
浩 氏によるカラーバリエーションCG＆コメントなど
を掲載予定。さらに、モーター・スラッシャー形態を展
示可能な汎用スタンドが付属します。

　C     2007 ビックウエスト/マクロスF製作委員会・MBS

　C  　C      SEGA, 2001　CHARACTERS  　AUTOMUSS　CHARACTER DESIGN：KATOKI HAJIME   

モーター・スラッシャー形態

　C      Leiji Matsumoto 2015　商品化企画協力：ZERO Goods universe 2015

64729

弊社発送予定 11月10日
発売日 11月13日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,000

（+消費税）

◆1/48   クリエイターワークス シリーズ
「成層圏戦闘機」中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型

松本零士先生の傑作戦記ロマン「戦場まんがシリーズ」に登場する
機体を新パッケージでキット化！第８弾は、「成層圏戦闘機」より、垂直

II型を
属された佐渡は、兄の

仇であるB-29の撃墜を誓い、出撃しました。
II 尉（兄）乗機 
II 渡（弟）乗機 

デカール
（予定）

60個

TH27

弊社発送予定 11月25日
発売日 11月28日ごろ
1梱入数
小売価格 ¥1,000

（+消費税）

◆NON   たまごひこーき シリーズ
F-2

航空自衛隊の支援戦闘機、三菱 F-2（洋上迷彩）が、コロッとかわい
い「たまごひこーき」になりました！藤沢 孝 氏による、お馴染みのキ
ャラパッケージ仕様となります。

第３航空団 第３飛行隊 所属機「505」（三沢基地）
第３航空団 第８飛行隊 所属機「524」（三沢基地）
第８航空団 第６飛行隊 所属機「530」（築城基地）

デカール
（予定）

NON
キャラパッケージ

F2A
■ 航空自衛隊 第３航空団
 　第３飛行隊 所属機「505」

4 967834 601376

4 967834 657274

4 967834 655744

4 967834 647299

新規プラ部品



　C      BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

SP335

弊社発送予定 12月５日
発売日 12月８日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥4,600

（+消費税）

◆1/72   エースコンバット シリーズ
「エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー」の主人公、ブレイズが隊長
を務める「ウォードッグ隊」の機体をキット化。ウォードッグ隊は数々の
戦いで多大な戦果をあげ「ラーズグリーズ海峡の英雄」「ラーズグリー
ズの悪魔」などの異名で呼ばれました。

オーシア国防空軍 第108戦術戦闘飛行隊
サンド島分遣隊 ウォードッグ隊 所属機
特典デカール：様々な「ウォードッグ」所属機が再現出来る
マーキング数種をセット。

デカール
（予定）

F-14A トムキャット“エースコンバット ウォードッグ隊”
F14A TOMCATF14A TOMCAT

しののめ

64730

弊社発送予定 12月９日
発売日 12月12日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,800

（+消費税）

◆1/35   クリエイターワークス シリーズ
メカトロウィーゴ　No.04 “ウォーム＆クール”[東雲研究所ver]

＜２体セット/フィギュア付＞
メカトロウイーゴのパッケージイラス
トを手掛ける、あらゐけいいち氏の漫
画「日常」とのコラボが実現！メカトロ
ウィーゴ本体は東雲研究所仕様の
ウォームとクールの２体セット。
新規プラ部品で搭乗可能な

1/35フィギュア（はかせ、なの）と阪
本をセット。さ・ら・に...ボーナスの
1/20フィギュア１体（はかせ）が付属
♪

フィギュア用表情（目など）、「東雲研究所」の文字、はかせが
描いた「サメ」、など様々なマークをセット。
1/35 はかせ、なの、阪本、1/20 はかせ フィギュア部品

35227

弊社発送予定 12月９日
発売日 12月12日ごろ
1梱入数 50枚
小売価格 ¥2,000

（+消費税）

◆1/35   オプションデカール シリーズ
メカトロウィーゴ用デカール“レース” 

「レース」をテーマとする1/35メカトロウィーゴ用の別売りデカール
が登場！貴方のウィーゴモデリングをサポートします。デカールには
ストライプ・ゼッケン・スポンサーロゴを複数セット。作例を掲載し
たデカールの貼り方 解説図が付属予定。
さらにハセガワ ウェブサイト（http://www.hasegawa-model.co.jp）に
て「みんなのスポンサーロゴ」を大募集中！！ロゴをデザインしてハセ
ガワサイトからご応募ください。入賞作品はデカールにして商品化
いたします♪デザインの募集期間は10月31日（土）17：30まで。〆切

デカール
（予定）

64109

弊社発送予定 12月17日
発売日 12月20日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥5,000

（+消費税）

◆1/20   Ma.K. シリーズ
月面/宇宙用ヒューマノイド型無人邀撃機 “ベガ/アルタイル”PHOTO：

新金型追加

TH28

弊社発送予定 12月17日
発売日 12月20日ごろ
1梱入数 60個
小売価格 ¥1,000

（+消費税）

◆NON   たまご ひこーき シリーズ
TBF/TBM アベンジャー

TBF1C AVENGER
■ アメリカ海軍 空母USS ミッションベイ 搭載機「E16」

コロッとかわいい「たまごひこーき」のTBF/TBMアベンジャーが、藤
沢 孝 氏による、お馴染みのキャラパッケージ仕様で発売となります
！デカールはトライカラーの「E16」と、アトランティックスキームの
VC-42所属機の選択式です。

アメリカ海軍 空母USS ミッションベイ 搭載機「E16」
アメリカ海軍 第42混成飛行隊 所属機「21」

デカール
（予定）

ベガは月面の地表付近で支援戦闘を行うた
めの装備に特化した機体で、アルタイルの
バーニアノズル及びスタビライザー兼ロン
グレンジアンテナを装着しないタイプです。
武装は左腕にグローサーフント用レーザー
ガンを装備しています。キットのパーツ構成
は、ベガとアルタイルの選択式。お馴染みの
カラー塗装カード（A5サイズ）が付属。パッ
ケージイラストは横山 宏 氏が担当します。

ノズル取り付け部を塞ぐパネル・アンテナ部品など

新金型追加

■ ウォーム ■ クール

　C      MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

　C      MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

　C      あらゐけいいち/KADOKAWA

阪本（猫）なの

はかせ

「日常」10巻特装版12/10発売予定！ 
カドカワオフィシャルストアにて

10/4まで予約受付中。
  通常版コミックスは12/26発売予定。

※イラストはイメージです。実際のフィギュアの仕様とは異なります。

※こちらは開発途中の画像です。製品とは一部異なります。

キャラパッケージ

展示スタンド付

新規プラ部品
　C      Kow Yokoyama 2015

4 967834 521353

4 967834 647305

4 967834 352278

4 967834 641099

4 967834 601383

原型製作：脊戸 真樹 氏

■バーニアノズルを外し、
　カバーパネルを設置。
■バーニアノズルを外し、
　カバーパネルを設置。

新規プラ部品



発　　送品　　名KIT No. コード 小売価格1梱入数

第55回 全日本模型ホビーショー 会場受注 人気再販 ご注文は注文書13-１にて承ります。

40067 2 10～12月生産40067 日本海軍 陸奥 ３個1/350 ¥22,000（+消費税）

50031 0 10～12月生産MU01 ソッピース キャメル F.1
（NEW ミュージアムモデル）

６個1/16 ¥14,800（+消費税）

40083 2 10～12月生産40083 R.M.S. タイタニック ６個1/400 ¥9,800（+消費税）

スケール

40083

40067

MU01

TT108
弊社発送予定 11月５日
発売日 11月８日ごろ
1梱入数 10個
小売価格 ¥1,600

（+消費税）

◆  トライツール シリーズ
竹ピンセット（燻煙）

京都の真竹を使用した、京都の職人による「手作り」のピンセットで
す。燻煙製法により静電気対策も万全。自然素材なので挟む対象物
を傷つけません。先端は力が集中し易い、「点」で挟む形状。後端は
スクイージーとして使用可能。デカールやクリアパーツ、静電気を嫌
う光学部品やボタン電池などの扱いに最適です。

金沢の伝統産業である「金沢箔」の技術によって生み出された、
本物の金属によるフィニッシュシートです。打箔したアルミニウ
ム2枚を使用し、透明な曲面追従シートに一枚一枚、手加工で仕
上げました。「極薄」で「伸びる」シートは曲面への密着性に優
れ、塗装やデカールでは表現出来ない「銀色」の再現が可能とな
ります。用途としましては、宇宙開発においてハッブル宇宙望遠
鏡や気象衛星など、太陽熱からの防御に貼られたサーマルブラン
ケットの表現に最適。レーシングバイクやフォーミュラーワンの
マシンでは、マフラーからの熱を遮断するアルミ遮熱
シート。航空機のボディやクラシックカーのメッキ
モールなど、本物のアルミと同じ金属表現が可能です。

金沢箔豆知識小冊子が付属します。封入特典

TF924
◆

アルミ箔フィニッシュ

弊社発送予定 12月１日
発売日 12月４日ごろ
1梱入数 10個
本体価格 ¥1,500

（+消費税）

【燻煙製法】

【曲面追従アルミ箔シート】 TFシリーズ

＜限定生産版＞

＜限定生産版＞

くんえん

※天然自然の竹を燻煙製法するため、斑点や褐色の色具合が一本一本違います。

■「京竹工芸」は、特許庁の商標原簿に登録された、
　 京都竹工芸品協同組合の地域団体商標です。

02159

弊社発送予定 12月22日
発売日 12月25日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥3,400

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
MV-22B オスプレイ“U.S. マリーン VIP”

＜新デカール＞

MV22B OSPREY

オリーブグリーンで塗装された、アメリカ海兵隊の高官輸送機を再
現します。垂直尾翼には星条旗、胴体側面には白いストライプと「
UNITED STATES MARINE CORPS」の文字が記されています。キット
は、エンジンナセルとメインローターが回転可能。脚は駐機/飛行状
態の選択式で、展示スタンドが付属します。

アメリカ海兵隊 第1海兵ヘリコプター飛行隊
“ナイトホークス”所属機「10」、「01」

デカール
（予定）

02180

弊社発送予定 12月22日
発売日 12月25日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥3,800

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
ユンカース Ju188F“長距離偵察機”

胴体下面に３つのカメラ窓が設置された、写真偵察型を再現。冬期
迷彩の「4N+FL」と、洋上迷彩の「8H+EL」の選択式です。

第22長距離偵察飛行隊 第3中隊 所属機「4N+FL」
（フィンランド：1944年春）
第33長距離偵察飛行隊 第3中隊 所属機「8H+EL」
カメラ窓付き胴体下面、増槽タンク部品

デカール
（予定）

20271

弊社発送予定 12月３日
発売日 12月６日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/24   カー モデル シリーズ
チーム シュニッツァー BMW 318i“BTCC チャンプ”

9月、10月に引き続き、BMW 318iのレーシングタイプを生産い
たします！人気再販の第３弾は、1994年英国ツーリングカー選手
権に参戦したシュニッツァーのマシンです。

1994年英国ツーリングカー選手権
BMW モータースポーツ チーム シュニッツァー
Car No.1 ドライバー：ヨアキム ウィンケルホック
Car No.2 ドライバー：スティーブ ソーパー

デカール
（予定）

展示スタンド付

＜特別仕様＞

専用プラ部品

12月中～下旬発売 追加新製品 こちらの商品はホビーショー会場では受注いたしません。後日改めてご案内いたします。

■ 第22長距離偵察飛行隊 第3中隊 所属機「4N+FL」
Junkers Ju188F

第55回 全日本模型ホビーショー 会場受注 トライツール新製品 ご注文は注文書13-２にて承ります。

4 967834 716087

4 967834 021594

4 967834 021808

4 967834 202719

4 967834 719248

■ 第1海兵ヘリコプター飛行隊“ナイトホークス”所属機「10」

PHOTO：Hector ARivera Valentin


