
 平成28年（2016年）２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!

２

2016年２月発売 新製品 ＜定番外 新製品 ＞ こちらの商品の受注は、2015年12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

　C      2016 GONZO/ファムパートナーズ

＜新デカール＞
02183

弊社発送予定 ２月２日
発売日 ２月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
EA-6B プラウラー“U.S. ネイビー フェアウェル”

1/72  飛行機 シリーズ
米海軍ではプラウラーが2015年に退役を迎えました。6月下旬に
行われた式典では、懐かしのハイビジカラーにスペシャルマーキ
ングを記したVAQ-134の“ラストプラウラー”が公開され、後継機
であるEA-18Gと編隊を組んでラストフライトが行われました。

アメリカ海軍 第134戦術電子戦飛行隊
アメリカ海軍実戦部隊退役記念塗装機「AJ502」（2015年6月）

デカール
（予定）

EA-6B PROWLER

＜新デカール＞
02184

弊社発送予定 ２月２日
発売日 ２月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
F/A-18F スーパーホーネット“VFA-41 ブラックエーセス 70周年記念”

1/72  飛行機 シリーズ
2015年6月に部隊創設70周年を迎えたVFA-41より、“スペードマー
ク”を大胆に機体上面に配した特別塗装機を再現。垂直尾翼には
同隊の前身にあたるVF-75“Gay Blades”のドクロと剃刀をモチー
フとするマークなどが描かれています。

アメリカ海軍 空母 USS ジョン C. ステニス 搭載
第 4 1 戦 闘 攻 撃 飛 行 隊 “ ブ ラ ッ ク エ ー セ ス ”
部隊創設 70周年記念塗装機「NG100」（CAG機：2015年7月）
ブロックII用アップデート部品

デカール
（予定）F/A-18F SUPER HORNET

＜特別仕様＞

07423

弊社発送予定 ２月４日
発売日 ２月７日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆

A-4KU（AF-1）スカイホーク
“ブラジル海軍 VF-1 15周年記念”

1/48  飛行機 シリーズ
機首に鷹の頭部を描き、胴体全体を体に見立てた様なデザイン
の特別塗装機を再現。ブラジルは1998年にクウェートから
A-4KUを購入、AF-1に改名しブラジル海軍で運用しています。

ブラジル海軍 空母サンパウロ 搭載 第1戦闘飛行隊
部隊創設15周年記念塗装機「04」（2013年）
A-4M初期型用機首・垂直尾翼端部品

デカール
（予定）A-4KU(AF-1) SKYHAWK

64732

弊社発送予定 ２月４日
発売日 ２月７日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆

“ラストエグザイル-銀翼のファム- Over The Wishes”
  タチアナのヴァンシップ＆ファムのヴェスパ

1/72  クリエイターワークス シリーズ
2016年２月６日より公開される劇場版を記念したスペシャルキットが登場！
1/72スケールのタチアナのヴァンシップとファムのヴェスパに加え、ボ
ーナスパーツとしてファム＆ジゼルの1/35スケール立ちポーズフィギュ
ア部品（レジン製/飛行服姿）をセットした特別な内容となります。

タチアナのヴァンシップ
ファムのヴェスパ

デカール
（予定）

■ 第134戦術電子戦飛行隊 アメリカ海軍実戦部隊退役記念塗装機「AJ502」

従来プラ部品

従来プラ部品

■ 第41戦闘攻撃飛行隊“ブラックエーセス”部隊創設 70周年記念塗装機「NG100」

■ ブラジル海軍 第1戦闘飛行隊 部隊創設15周年記念塗装機「04」

レジン製フィギュア（1/35スケール）追加/劇場版パッケージ/展示スタンド付属

■1/35フィギュアはこちらのイメージ
　となります。瞳デカール付。

PHOTO：Yas TSUCHIYA

PHOTO：Yas TSUCHIYA

PHOTO：Guilherme WiltgenPHOTO：Guilherme Wiltgen

■パッケージイラスト■パッケージイラスト

ボーナスパーツ

4 967834 021839

4 967834 021846

4 967834 647329

4 967834 074231



＜新デカール＞

SP336

弊社発送予定 ２月９日
発売日 ２月12日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆

 フォルクスワーゲン タイプ2 デリバリーバン
“たまごガールズ ハッピーバレンタイン”

1/24  カー モデル シリーズ
2月14日といえばバレンタインデー！たまごひこーきの女の子達
が貴方の町にチョコを配りにやってくる！？...の様なキャンペー
ンカーのイメージ。デリバリーバンの車体側面＆上面にたまご
ひこーきのキャラクター３人のイラストをラッピングしたオリ
ジナルデザインモデルをキット化します。ボディー色の設定は
ピンクともう1色のツートンカラーの予定。みんなでチョコを作
ったり、渡したり、バレンタインではしゃぐ彼女達のイラスト
は藤沢 孝 氏による新規描き起こし！大判デカールをセットしま
す。さ・ら・に、パッケージイラストも藤沢 孝 氏が担当します♪

VOLKSWAGEN TYPE 2

＜２機セット/特別仕様＞
02186

弊社発送予定 ２月９日
発売日 ２月12日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
F-2B & T-4“飛行開発実験団 60周年記念”

1/72  飛行機 シリーズ
航空機または、ミサイル等の航空装備に関するテスト等を実施
する飛行開発実験団（ADTW）が、2015年12月に部隊創設60周
年を迎えました。これを記念して、垂直尾翼にスペシャルマー
クを描いたF-2BとT-4をセットで再現します。スペシャルマーク
のデザインはADTW所属機達のシルエットが上昇していくイメ
ージとなっており、両機ともに自機のシルエットがブルーで描
かれ強調されています。

航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念マーキング機
F-2試作３号機：「101」（岐阜基地：2015年）
T-4試作１号機：「601」（岐阜基地：2015年）
T-4用 機首の大型ピトー管部品

デカール
（予定）

■ 航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念マーキング機「601」

■ 航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念マーキング機「101」
F-2B

＜新デカール＞
02185

弊社発送予定 ２月16日
発売日 ２月19日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
三菱 キ46 百式司令部偵察機 II型 “緑十字”

1/72  飛行機 シリーズ
太平洋戦争終結直後、飛行が許可された日本機はごく一部の機
種のみに限られ、飛行の際には機体を白く塗装し「緑十字」を
記すことが義務付けられました。本機は戦利捕獲品としてオー
ストラリア空軍に引き渡された機体で、胴体と主翼の「日の丸」
のすぐ脇に「緑十字」が記されています。

元飛行第10戦隊 ラバウル派遣隊所属 緑十字機（1945年9月）

＜新デカール＞
07425

弊社発送予定 ２月16日
発売日 ２月19日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
メッサーシュミット Bf109F-2 “バルバロッサ”

1/48  飛行機 シリーズ
ドイツ軍によって1941年6月22日に開始された、ソビエトへの侵
攻作戦「バルバロッサ」において、緒戦の快進撃で活躍したエー
スの機体を再現。オステルマン少尉は最終撃墜数102機、バイス
ヴェンガー少尉は最終撃墜数152機、どちらも超エースです。
キットのパッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

第54戦闘航空団 第7中隊
マックス ヘルムート オステルマン少尉 乗機「白2」（1941年秋：33機撃墜時）
第54戦闘航空団 第6中隊
ハンス バイスヴェンガー少尉 乗機「黄4」（1941年7月：18機撃墜時）
尾部の補強板部品

デカール
（予定）

Bf109F-2

＜新デカール＞
07424

弊社発送予定 ２月18日
発売日 ２月21日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
RF-4E ファントム II “洋上迷彩”

1/48  飛行機 シリーズ
2015年9月に確認された洋上迷彩のRF-4E「901号機」を再現し
ます。F-2同様のブルー系迷彩は、その名の通り海上での迷彩効
果が高いことから、日本の南西空域での情勢を意識したカラー
リング変更ではないかと推測されており、今後も複数の機体に
施される模様です。

航空自衛隊 偵察航空隊
第501飛行隊 所属機「901」（百里基地：2015年）

■ 航空自衛隊 偵察航空隊 第501飛行隊 所属機「901」
RF-4E PHANTOM II

メタルインレット

■ 第54戦闘航空団 第7中隊 マックス ヘルムート オステルマン少尉 乗機「白2」

PHOTO：TAKASHI SAGAWA

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

デカール（予定）三菱 キ46 百式司令部偵察機 II型

4 967834 021853

4 967834 021860

4 967834 521360

4 967834 074248

4 967834 074255

※車体へのラッピングデザインは近日、ハセガワウェブサイトにて公開予定です！！
※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。

T-4
NOW PRINTING

NOW PRINTING

メタル部品

イラスト制作進行中！

デカール
（予定）



※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 ２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 ケース 個

ケース 個07426 ¥3,00007426 2 AU-1 コルセア“コリアン ウォー”
ケース 個SP337 ¥3,60052137 7 F-4E ファントム II“エースコンバット 20周年記念塗装機”

ケース 個

ケース 個

07423 ¥3,60007423 1 A-4KU（AF-1）スカイホーク“ブラジル海軍 VF-1 15周年記念”
ケース 個

07425 ¥3,00007425 5 メッサーシュミット Bf109F-2“バルバロッサ”
02185 ¥2,80002185 3 三菱 キ46 百式司令部偵察機 II型“緑十字”

07424 ¥4,40007424 8 RF-4E ファントム II“洋上迷彩”

02184 ¥3,00002184 6 F/A-18F スーパーホーネット“VFA-41 ブラックエーセス 70周年記念”
ケース 個

ケース

ケース

個

02186 ¥4,00002186 0 F-2B & T-4“飛行開発実験団 60周年記念” ケース 個

個

21716 ¥4,20021716 4 ヤマハ YZR500 (0WA8)“チーム ロバーツ 1989”（仮称）

02183 ¥3,00002183 9 EA-6B プラウラー “U.S. ネイビー フェアウェル”

ケース 個
SP336 ¥3,80052136 0  フォルクスワーゲン タイプ2 デリバリーバン“たまごガールズ ハッピーバレンタイン”

64732 ¥3,80064732 9“ラストエグザイル-銀翼のファム- Over The Wishes”  タチアナのヴァンシップ＆ファムのヴェスパ

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

２月下旬以降発売 人気再販 ■ 2016年２月下旬以降に下記の２アイテムを再販いたします！

BP 1

弊社発送予定 ２月下旬以降
1梱入数
本体価格 ¥1,600（+消費税）

◆1/72
J-35F ドラケン

＜人気再販＞

48個

BP 4

弊社発送予定 ２月下旬以降
1梱入数
本体価格 ¥1,600（+消費税）

◆1/72
F-86D セイバードッグ“航空自衛隊”

＜人気再販＞

48個

＜特別仕様/カルトグラフデカール＞
21716

弊社発送予定 ２月18日
発売日 ２月21日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
ヤマハ YZR500 (0WA8)“チーム ロバーツ 1989”　（仮称）

1/12  バイク シリーズ
1988年から1989年にロードレース世界選手権や全日本ロードレ
ース選手権へのスポット参戦を行い、驚異的な速さを見せたこ
とから、ケニー・ロバーツの秘蔵っ子と呼ばれたジョン・コシ
ンスキーのマシンをキット化します。ケニー・ロバーツのデザ
インを受け継いだ、白頭鷲のヘルメットで参戦した1989年ロー
ドレース世界選手権 第10戦ベルギーGPより、ヤマハのストロボ
カラーを纏ったYZR500を再現します。

チーム ロバーツ ヤマハ 1989年ロードレース世界選手権
500ccクラス「49」ライダー：ジョン・コシンスキー

デカール
（予定）

SP337

弊社発送予定 ２月23日
発売日 ２月26日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
F-4E ファントム II“エースコンバット 20周年記念塗装機”

1/72  エースコンバット シリーズ
2015年６月に「エースコンバット」は20周年を迎えました！こ
れを記念してデザインされた機体をキット化します。本機は「エ
ースコンバット インフィニティ」の限定チャレンジ達成で入手出
来た特別機体です。歴代エースコンバットで初期機体に位置付け
られているF-4に、ブルー（2色）とホワイトを基調とする特別塗
装が施され、「ACE COMBAT 20th」の文字が記されています。
デカールには「20周年記念 限定エンブレム」も入る予定です。
（※パネルラインを凹線で表現したパーツをセットします。）

＜新デカール＞
07426

弊社発送予定 ２月23日
発売日 ２月26日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
AU-1 コルセア “コリアン ウォー”

1/48  飛行機 シリーズ
AU-1は1952年に海兵隊向けに生産された機体で、F4U-5をベー
スに開発された地上攻撃型です。キットは朝鮮戦争に投入され
たグロスシーブルーの機体、「WS16」と「LD10」の選択式。
パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

第323海兵攻撃飛行隊 所属機「WS16」（朝鮮：1952～53年）
第212海兵攻撃飛行隊 所属機「LD10」（朝鮮：1952年）

デカール
（予定）

■ アメリカ海兵隊 第323海兵攻撃飛行隊 所属機「WS16」
AU-1 CORSAIR

■ チーム ロバーツ ヤマハ 1989年ロードレース世界選手権 500ccクラス「49」ライダー：ジョン・コシンスキー

F-4E PHANTOM IIF-4E PHANTOM II
　C      BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

展示スタンド付

Photo by Shigeo KIBIKI

4 967834 521377

4 967834 074262

4 967834 217164
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