
＜発売時期変更のご案内＞
■ 27　1/72　VF-25F/S スーパー メサイア の発売時期が、「11月27日発送/11月30日ごろ発売予定」→「11月25日発送/11月28日ごろ発売予定」に早まりました。
■ SW04　1/35　日立建機 双腕仕様機 アスタコNEO の発売時期が、「11月25日発送/11月28日ごろ発売予定」→「11月末発送/12月上旬発売予定」に変更となりました。
■ Z03　1/450　日本海軍 航空母艦 信濃の発売時期が、「12月15日発送/12月18日ごろ発売予定」→「12月下旬発送予定/12月下旬発売予定」に変更となりました。
■ ST34　1/32　三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型丙 の発売時期が、「12月下旬発送/12月下旬発売予定」→「2～3月発売予定」に変更となりました。
■ 07414　1/48　AH-64E アパッチ ガーディアン の発売時期が、「12月予定」→「1月27日発送予定/1月30日ごろ発売予定」に変更となりました。
※AH-64E アパッチ ガーディアン に関しましては、製品仕様の追加＆変更もございます。今号のニュースレーダーで改めて情報を掲載していますのでご確認ください。
※発送日が決まっていない商品に関しましては、決まり次第ご案内させていただきます。

 平成28年（2016年）１月の新製品のお知らせです。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!

2016年１月発売 新製品 ＜定番 & 定番外 新製品 ＞ こちらの商品の受注は、2015年11月に承ります。

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

＜新デカール＞
02182

弊社発送予定 １月13日
発売日 １月16日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
F-4EJ改 スーパーファントム“302SQ グッドバイ オキナワ”

1/72  飛行機シリーズ
2008年末の那覇基地航空祭でお披露目された特別塗装機を再現
します。本機は部隊移動を目前に控えた第302飛行隊が最後の沖
縄を記念して施したマーキングで、グリーンを身に纏い、イン
テークベーンに「サーフィン スプーク」と「OKINAWA PHANTOM 
FINAL YEAR」、胴体側面に「1985-2009 302TFS」や「爆闘」「
風林火山」、増槽タンクには「Good Bye Okinawa」の文字が描
かれています。

第83航空隊 第302飛行隊 所属機「322」（那覇基地：2009年）■ 航空自衛隊 第83航空隊 第302飛行隊 所属機「322」
F-4EJ Kai PHANTOM II

＜２機セット/新デカール＞
10815

弊社発送予定 １月13日
発売日 １月16日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
YS-11“J.A.S.D.F. 403SQ フェアウェル”

1/144 　飛行機シリーズ
航空自衛隊で運用され続けてきた、戦
後初の国産中型輸送機YS-11にも遂にリ
タイアの時が訪れました。2015年6月に
美保基地の格納庫で「153号機」の用途
廃止式が行われ、残りの機体について
も順次退役が進められる模様です。

第3輸送航空隊 第403飛行隊 所属機「153」（美保基地：2015年5月）
第3輸送航空隊 第403飛行隊 所属機「152」（美保基地） 

デカール
（予定）■ 第3輸送航空隊 第403飛行隊 所属機「152」■ 第3輸送航空隊 第403飛行隊 所属機「152」

■ 第3輸送航空隊 第403飛行隊 所属機「153」

＜新デカール＞
07420

弊社発送予定 １月19日
発売日 １月22日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
川崎 キ61 三式戦闘機 飛燕 I型 丁“アメリカ軍鹵獲機”

1/48  飛行機シリーズ
沖縄占領時にアメリカ軍によって鹵獲され、全面グロスシーブ
ルーのアメリカ海兵隊カラーで塗装された飛燕を再現します。
本機は、元独立飛行第23中隊所属機であったと推測されています。

アメリカ海兵隊鹵獲機（沖縄：1945年）
日本陸軍 独立飛行第23中隊所属機（沖縄：1945年）

デカール
（予定）■ アメリカ海兵隊鹵獲機

川崎 キ61 三式戦闘機 飛燕 I型 丁

＜新デカール＞
07422

弊社発送予定 １月19日
発売日 １月22日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
F-16B プラス ファイティング ファルコン“台湾空軍 フライング タイガース”

1/48  飛行機シリーズ
2015年7月に台湾空軍が開催した「抗日戦争勝利70周年」の記
念式典でお披露目された、「フライングタイガース」の特別マ
ーキング機を再現します。本機はアップデートされたB型で、機
首にシャークティース、胴体上面左右にフライングタイガース
の「虎」のイラストが描かれています。

台湾空軍 第5大隊 第401連隊 所属機「6820」
抗日戦争勝利70周年記念マーキング（2015年7月）
ドラッグシュート付垂直尾翼・IFFアンテナ・着陸灯・レーダー警戒装置部品F-16B PLUS

＜新パッケージ＞
64728

弊社発送予定 １月21日
発売日 １月24日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
「音速雷撃隊」三菱 G4M2E 一式陸上攻撃機 24型 丁 w/桜花 11型

1/72  クリエイターワークス シリーズ
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９弾は「音速雷撃隊」より、若き特攻隊員 野中少尉が搭乗する
音速ロケット特攻機「桜花」と、桜花を搭載しつつ射程距離内まで
敵艦に迫る決死の輸送を行った一式陸上攻撃機をキット化します。

一式陸上攻撃機 24型 丁
第764海軍航空隊 所属機「764-14」（1945年8月）
第764海軍航空隊 山岡中尉乗機（1945年8月）
桜花 11型
第764海軍航空隊 野中少尉乗機「Ｉ-44」（1945年8月） 
第764海軍航空隊 野中少尉乗機「Ｉ-99」（1945年8月）

デカール
（予定）

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

新春号

デカール（予定）

デカール（予定）

従来プラ部品■ 台湾空軍 第5大隊 第401連隊 所属機「6820」抗日戦争勝利70周年記念マーキング

※実際のパッケージイラストとは一部異なります。

新作映画情報 「サクラ花 -桜花最後の特攻-」2015年11月4日より全国で順次上映スタート。詳しい情報はこちら（www.sakurabana-movie.jp）をご覧ください。
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＜新デカール＞

＜特別仕様＞

07421

弊社発送予定 １月21日
発売日 １月24日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲“第121航空隊”

1/48  飛行機シリーズ
彩雲を最初に配備した第121航空隊の所属機を再現します。本機
は増加試作機の1機で、カラーリングは上面濃緑色/下面無塗装
銀、垂直尾翼には白文字で機番が記されています。パッケージ
イラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

第121海軍航空隊 所属機「21-103」（テニアン島：1944年）
第121海軍航空隊 所属機「21-101」（テニアン島：1944年）

デカール
（予定）■ 第121海軍航空隊 所属機「21-103」

中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲

07414

弊社発送予定 １月27日
発売日 １月30日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
AH-64E アパッチ ガーディアン

1/48  飛行機シリーズ
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、先端が尖ったメインローターブレード、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。キットはAH-64D ブロックII 後期型との選択式で、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。

AH-64E
アメリカ陸軍 所属機「29027」
AH-64D ブロックII後期型
アメリカ陸軍 所属機「77028」
アメリカ陸軍 所属機「77029」

デカール
（予定）

■ アメリカ陸軍 所属機「29027」 

■ 発売日が12月から1月に変更となりました。

AH-64E APACHE

64731

弊社発送予定 １月27日
発売日 １月30日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆

「キャプテンハーロック 次元航海」
 スペースウルフ SW-190“有紀蛍 スペシャル”

1/72  クリエイターワークス シリーズ
秋田書店発行の月刊「チャンピオンRED」で連載中の「キャプテンハ
ーロック 次元航海」（原作：松本零士、漫画：嶋星光壱）より、12月号で
登場した有紀蛍専用のスペースウルフをキット化します！戦闘指揮
官を務める彼女は、主翼下面にガンポッド式次元反動砲を装備し
た武装強化仕様の特別機に搭乗しています。カラーリングはピ
ンクを基調としつつ、ブラック＆ホワイトのシャープな塗り分
けパターンが魅力的なデザイン。機体のパーツカラーはピンク
で、展示スタンドが付属します。

アルカディア号搭載 戦闘指揮官 有紀 蛍 特別機
有紀蛍のフィギュア（1/72スケール：着座姿勢）部品

Z 29

弊社発送予定 １月30日
発売日 ２月２日ごろ
1梱入数 12個
本体価格 ¥4,800

（+消費税）

◆
日本海軍 駆逐艦 島風“最終時”

1/350 　艦船シリーズ
当時世界最速の速力40ノットを誇り、五連装の魚雷発射管を三基
搭載した、重雷撃装備の高速駆逐艦「島風」を1944年11月の最終
時の姿でキット化します。後部魚雷発射管付近に増設された25mm
三連装機銃、13号電探や25mm単装機銃の増設など武装が強化さ
れた状態を新たにパーツ化しています。本キットはスケールモデ
ルとしての精密感を追求しつつ、パーツカラーによる色の再現に
拘った新しいスタイルの部品分割が魅力です！船体・上部構造物
など：ダークグレー、船底：赤、リノリウム甲板：リノリウム色、
艦橋窓：クリアー、煙突先端・展示台ベース：黒、スクリュー・
展示台支柱：金メッキとなりますので、無塗装で組み上げた場合
でも大きな満足感が得られるクォリティーを実現しています。

第2水雷戦隊 旗艦（1944年11月）

＜ディテールアップ＞
QG57

弊社発送予定 １月30日
発売日 ２月２日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
駆逐艦 島風“最終時”ディテールアップ エッチングパーツ

1/350 　艦船シリーズ
日本海軍 駆逐艦 島風“最終時”（品番：Z29）用の真鍮
製エッチングパーツセットです。艦橋窓枠・手すり
・ラッタル・機銃用防盾・爆雷装填台・爆雷投下軌
条・一号三型電波探信儀・方位測定儀アンテナ・タラ
ップ・プロペラガード・通風孔の格子・艦載艇・など
を精密にディテールアップすることが可能です。エ
ッチングサイズは255x117mmです。

新金型追加
新規エッチング追加

新規レジン追加

新金型追加

　C  　C      松本零士・東映アニメーション　　嶋星光壱・秋田書店　企画協力：零 Goods Universe

製品仕様

レジン部品

模型全長：370mm
■ 第2水雷戦隊 旗艦

デカール（予定）

排気口が上向きタイプのエンジンポッド・ア
ンテナ・センサー・胴体下面パネル・
先端が尖ったメインローターブレード部品
排気口のフィン・冷却口カバー部品

新規プラ部品

エッチング

■展示台ベース付

■13号電探

■25mm単装機銃

■25mm単装機銃

■25mm単装機銃

■25mm三連装機銃■25mm三連装機銃

3DCAD

4 967834 400290

4 967834 721579

4 967834 074217

4 967834 074149

4 967834 647312



※商品が店頭に並ぶのは、発送日から数日後になります。なお、発送日は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

ハセガワ １月新製品 ご注文欄 ■販売店様のご注文は、お取り引き問屋様へお願いいたします。
■ハセガワ ウェブサイトよりカラー版ニュースレーダーがダウンロードできます。

販
売
店
様

問 

屋 

様

No.No.

※商品が店頭に並ぶのは、発送日から数日後になります。なお、発送日は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

※表示価格はすべて発売予定価格です。実際の本体価格とは異なる場合もございます。

ケース 個64728 ¥3,50064728 2「音速雷撃隊」三菱 G4M2E 一式陸上攻撃機 24型 丁 w/桜花 11型
ケース 個

ケース 個

ケース 個35228 ¥2,40035228 5 F-15J イーグル“小松スペシャル 2015”

07422 ¥4,00007422 4 F-16B F.F.“台湾空軍 フライング タイガース”
ケース 個

ケース 個

07420 ¥2,80007420 0 川崎 キ61 三式戦闘機 飛燕 I型 丁“アメリカ軍鹵獲機”
ケース 個

64731 ¥3,20064731 2「キャプテンハーロック 次元航海」 スペースウルフ SW-190“有紀蛍 スペシャル”
Z 29 ¥4,80040029 0 日本海軍 駆逐艦 島風“最終時”
QG57 ¥3,80072157 9 駆逐艦 島風“最終時”ディテールアップ エッチングパーツ

10815 ¥3,60010815 8 YS-11“J.A.S.D.F. 403SQ フェアウェル”（2機セット）
ケース 個

ケース

ケース

個

個

QG58 ¥1,30072158 6 駆逐艦 島風“最終時”リノリウム甲板シート

02182 ¥3,40002182 2 F-4EJ改 スーパーファントム“302SQ グッドバイ オキナワ”

ケース 個07421 ¥3,20007421 7 中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲“第121航空隊”

コード 品　　　　名 本体価格 ご注文数 コード 品　　　　名 本体価格 ご注文数

切　　り　　取　　り　　線切　　り　　取　　り　　線

12月発売 人気再販 ■ 2015年12月下旬に下記の２アイテムを再販いたします！

CH107

弊社発送予定 12月下旬
1梱入数
本体価格 ¥4,200（+消費税）

◆1/700

日本海軍 重巡洋艦 妙高
“フルハルバージョン”

＜人気再販＞

24個

CH108

弊社発送予定 12月下旬
1梱入数
本体価格 ¥4,200（+消費税）

◆1/700

日本海軍 重巡洋艦 那智
“フルハルバージョン”

＜人気再販＞

24個
43157 7 43158 4

＜ディテールアップ＞
QG58

弊社発送予定 １月30日
発売日 ２月２日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥1,300

（+消費税）

◆
駆逐艦 島風“最終時”リノリウム甲板シート

1/350 　艦船シリーズ
日本海軍 駆逐艦 島風“最終時”専用のリノリウム甲板シートです
。パーツ形状にピタリと合う様に、レーザーカットで抜き加工
済み。フィニッシュシリーズとは違い、シートにコシがあるシ
ール状ですので、剥がしてそのままパーツに貼り込むことが可
能です。リノリウムやリノリウム押さえの質感はリノリウムフ
ィニッシュと同じ、実感溢れる仕上がりです。

※こちらの製品は1/72スケールのデカールと塗装図のみの内容となります。
※F-15J 本体は「F-15J イーグル“航空自衛隊”（品番：E12）」を別途お買い
　求めください。

2016年１月発売 新製品 ＜オプションデカール 定番外 新製品 ＞ こちらの商品の受注は、
2015年11月に承ります。

＜別売りデカール＞
35228

弊社発送予定 １月19日
発売日 １月22日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥2,400

（+消費税）

◆
F-15J イーグル“小松スペシャル 2015” 

1/72  オプションデカール シリーズ
デカールと塗装図のみをセットした「オプションデカール」の第8
弾は、2015年9月に開催された航空自衛隊 小松基地航空祭でお披露
目された、第6航空団 第303飛行隊/第306飛行隊の特別塗装マーキ
ングを再現します。「877」は垂直尾翼から胴体にかけてドラゴン
を描いており、「923」は垂直尾翼にイヌワシの頭部が大きく描か
れています。本製品は別売りの「F-15J イーグル“航空自衛隊”（品番
：E12）」と組み合せる仕様となっています。細部マークや日の丸
などE12のデカールでまかなえる部分は含まれません。

第303飛行隊 小松基地航空祭記念塗装機「877」（小松基地：2015年9月）
第306飛行隊 小松基地航空祭記念塗装機「923」（小松基地：2015年9月）

デカール
（予定）

■ 航空自衛隊 第6航空団
第303飛行隊「877」

■ 航空自衛隊 第6航空団
第306飛行隊「923」

F-15J EAGLE

4 967834 352285

4 967834 721586


