新製品 ＆特別商品 情報

３
ハセガワ 新製品情報 随時公開!

ハセガワ ウェブサイト
平成28年（2016年）３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！

2 0 1 6 年 ２ 月 発送 追加新製品 ＜定番外 新製品＞

65831 VF-25G スーパー メサイア“マクロスF”

◆1/72 マクロスF シリーズ
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VF-25G SUPER MESSIAH

■ 民間軍事プロバイダ S.M.S所属ミハエル・ブラン 搭乗機「003」

＜新デカール＞

宇宙空間戦闘用のスーパーパックを装備した、VF-25 スーパーメサイ
アより、
スナイパーライフルを装備したミシェル機をキット化します。頭
部はG型用部品をセット。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。脚は駐機状態/飛行状
態の選択式。
パッケージイラストは天神 英貴
氏が担当します。
デカール（予定） 民間軍事プロバイダ S.M.S所属 ミハエル・ブラン搭乗機「003
C 2007

ビックウエスト/マクロスF製作委員会・MBS

4 967834 658318

弊社発送予定 ２月29日
発売日

1梱入数

３月３日ごろ

本体価格

16個

¥4,000

（+消費税）

2016年３月発売 ハセガワ75周年記念 完全新金型新製品 ＜定番 新製品＞
ST34

三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型丙
完全新金型

◆1/32 ST シリーズ

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
4 967834 088849
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

弊社発送予定

３種選択式）
が１体付属します。

デカール

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」
■II型スーパーデラックス

（予定）

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）
第252海軍航空隊 戦闘第311飛行隊
岩本 徹三 少尉乗機「252-114」
（1945年2月：茂原基地）

発売日

1梱入数
小売価格

３月予定
３月予定

16個

¥5,000

（+消費税）

※2015年12月発売（第55回全日本模型ホビーショー受注新製品）
より、2016年3月に発売時期が変更となりました。

HC 21

ホンダ N360 (N II)

◆1/24 カー モデル シリーズ

■II型スーパーデラックス

■II型S

完全新金型

1967年より販売が開始されたN360は、四輪の開発に手を広げ始めたホンダが初めて大量生産した軽自
動車です。低価格な高性能大衆車としてユーザーの心をつかみ、ベストセラーを記録。「Nコロ」の愛
称で親しまれ、「＜N時代＞をつくったホンダの強力＜軽＞シリーズ」のキャッチフレーズとともに様
々なバリエーションが生産されました。キットは完全新金型でN360 II型を再現します。細部の仕様は
スーパーデラックスとSの選択式。フェンダーミラー・マフラーカッター・ハンドル・メーターパネル・
シフトレバーの形状の違いや、リアの泥除けの有無・フロントグリルのフォグランプの有無といった相
違点を正確に作り分けられるパーツ構成となっています。ボディのパーツカラーは白の予定です。

4 967834 211216

弊社発送予定 ３月予定
発売日

３月予定

本体価格

¥3,000

1梱入数
■II型スーパーデラックス

■II型S

■II型スーパーデラックス

■II型S

36個

（+消費税）

20 1 6 年 ３ 月 発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
10816 C-40A クリッパー“U.S. ネイビー”

◆1/200 飛行機 シリーズ

PHOTO：Brandon Thetford

デカール
（予定）

C-40A CLIPPER

第59艦隊兵站支援飛行隊 所属機
「RY833 : SPIRIT OF THE PENTAGON」
（2006年）
第57艦隊兵站支援飛行隊 所属機「693」
（2013年）

＜新デカール＞

B737-700の軍用型であるC-40Aを再現します。本機はアメリカ
海軍で連絡・輸送用として運用されている機体で、ボディの上
面が白、下面がライトグレーで塗り分けられ、胴体中央にゴー
ルド＆ダークブルーのラインが描かれています。垂直尾翼にア
メリカ国旗を描いたウィングレット無しと、国旗が描かれてい
ないウイングレット有りの機体が確認されており、キットはこ
れらを選択して組み立てることが可能なパーツ構成です。

4 967834 108165

弊社発送予定 ３月２日
発売日

1梱入数

３月５日ごろ

48個

¥2,200

本体価格

（+消費税）

02191 F-4EJ ファントム II“飛行開発実験団 60周年記念”

◆1/72 飛行機 シリーズ

F-4EJ PHANTOM II

■ 航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念塗装機「336」
PHOTO：YASUHIKO TAKAHASHI

■ 航空自衛隊 第2航空団 第201飛行隊 F-15運用30周年記念塗装機
PHOTO：HAJIME ISHIHARA

■ 第302海軍航空隊 伊藤 進大尉 乗機「ヨD-157」

弊社発送予定 ３月２日
発売日

1梱入数
本体価格

３月５日ごろ

24個

¥3,400

（+消費税）

＜新デカール＞

千歳基地の第201飛行隊 ファイティングベアーズ所属機より、
昨年7月の航空祭でお披露目されたスペシャルマーク機をキット
化します。機首と垂直尾翼に、牙を剥き出しにした獰猛なヒグ
マのイラストが描かれています。キットのパーツ構成は単座と
複座（ブラックテイル）の選択式となります。
航空自衛隊 第2航空団 第201飛行隊
デカール F-15運用30周年記念塗装機（千歳基地：2015年7月）
（予定）
F-15J「52-8860」/ F-15DJ「92-8094」

4 967834 021907

弊社発送予定 ３月４日
発売日

1梱入数
本体価格

３月７日ごろ

36個

¥3,400

（+消費税）

07428 三菱 J2M3 局地戦闘機 雷電 21型“竜巻部隊”

◆1/48 飛行機 シリーズ

三菱 J2M3 局地戦闘機 雷電 21型

4 967834 021914

02190 F-15J/DJ イーグル“201SQ 30周年記念”

◆1/72 飛行機 シリーズ

F-15J EAGLE

＜新デカール＞

昨年10月の岐阜基地航空祭でお披露目された「ブラックファン
トム」をキット化します。全身ブラックにゴールドの衝撃波マ
ークを鏤めた豪華なデザインが魅力的！垂直尾翼には飛行開発実
験団 60周年記念のマークが記されています。パーツカラーは黒。
後日式典で公開された増槽タンクのマーキングも再現します。
航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念塗装機「336」
デカール
（予定）
（岐阜基地：2015年10月）

＜新デカール＞

1945年4〜5月、B-29の爆撃から南九州航空基地を防衛するために
鹿屋基地で編成された竜巻部隊所属機を再現します。第302航空隊、
第332航空隊、第352航空隊より派遣された雷電が集結しました。
第302海軍航空隊 伊藤 進大尉 乗機「ヨD-157」（鹿屋基地：1945年4月）
デカール 第332海軍航空隊 石原 進飛曹長 乗機「32-112」（鹿屋基地：1945年4月）
（予定）
第352海軍航空隊 菊地 信夫少尉 乗機「352-67」（鹿屋基地：1945年4月）

4 967834 074286

弊社発送予定 ３月４日
発売日

1梱入数
本体価格

３月７日ごろ

36個

¥2,800

（+消費税）

02188 トーネード GR.4/IDS “TTTE 35周年記念”

◆1/72 飛行機 シリーズ

TORNADO GR.4

■ イギリス空軍 「B-35：ZA612」
PHOTO：Chris Lofting

F-16C FIGHTING FALCON

4 967834 021884

弊社発送予定 ３月11日
発売日

1梱入数
本体価格

３月14日ごろ

16個

¥5,600

（+消費税）

07429 F-16C ファイティング ファルコン“CFT”

◆1/48 飛行機 シリーズ

■ アメリカ空軍 第40飛行試験飛行隊 コンフォーマルタンク試験機「ET」

＜新デカール/2機セット＞

1980年の設立から35周年を迎えたTTTE（Tri-National Tornado
Training Establishment）のスペシャルマーク機を再現。ブルー
を基調に、3国の国旗で飾られた垂直尾翼が魅力的！イギリス、
ドイツ、イタリアから2機を選んで組み立てることが可能です。
3国共同トーネード訓練機関 設立35周年記念マーキング（2015年）
イギリス空軍 トーネード GR.4「B-35 : ZA612」
デカール
（予定）
ドイツ空軍 トーネード IDS「G-35 : 45+71」
イタリア空軍 トーネード IDS 第6航空団 所属機「I-35 : 6-16」

＜特別仕様＞

垂直尾翼全体にレッド＆ホワイトのチェッカー模様と「CFT」の
文字を大きく記した機体をキット化します。本機はアメリカ空
軍所属機で、2001年に行われたCFT（Conformal Fuel Tanks）開
発試験に使用された機体です。
第40飛行試験飛行隊 コンフォーマルタンク試験機「ET」
デカール
（予定）
（エグリン空軍基地：2001年）
従来プラ部品 コンフォーマルタンク部品
新規メタル部品 大型ピトー管部品

4 967834 074293

弊社発送予定 ３月11日
発売日

1梱入数
本体価格

３月14日ごろ

24個

¥4,200

（+消費税）

02189 空技廠 P1Y2-S 夜間戦闘機 極光

◆1/72 飛行機 シリーズ

空技廠 P1Y2-S 夜間戦闘機 極光
■ P1Y2-S 極光 試作1号機

＜新パッケージ＞

極光（オーロラ）は銀河11型をベースに、性能の安定した火星25
型エンジンを搭載し、後席の旋回機銃を廃して胴体上面に20mm
斜め銃２門を搭載した夜間戦闘機型です。キットの成形色は試作
1号機をイメージしたオレンジ。尾輪は開閉引き込み式/固定式の選
択式。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。
P1Y2-S 極光 試作1号機（1944年5月）
デカール （※斜め銃は搭載されず、機銃用の穴のみが開口された状態。）
（予定）
第302海軍航空隊 第2飛行隊 所属機「ヨD-196」

4 967834 021891

弊社発送予定 ３月18日
発売日

1梱入数

３月21日ごろ

36個

¥3,000

本体価格

（+消費税）

CH118 日本海軍 重巡洋艦 加古 フルハル スペシャル

日本海軍 重巡洋艦

加古

◆1/700 艦船シリーズ

＜特別仕様＞

4 967834 431683

弊社発送予定 ３月18日

第一次ソロモン海戦時
（1942年8月）
船底・スクリューシャフト・舵・展示台支柱部品
手摺・カタパルト・クレーン部品など
20cm主砲身部品 メタル部品 スクリュー部品
展示台ベース
アルミ製部品 ネームプレート
製品仕様

艦底まで再現した迫力のフルハル部品（プラ）に加え、手摺などの
精密なエッチング、質感に優れるメタル製スクリュー、砲の開口表
現が施された真鍮挽きものによる砲身など、各素材の特製を活かし
た多数のディテールアップパーツをセットした豪華な仕様です！

専用プラ部品
エッチング部品
真鍮挽きもの
木製部品

発売日

1梱入数

３月21日ごろ

24個

¥4,800

本体価格

（+消費税）

CH119 日本海軍 重巡洋艦 衣笠 フルハル スペシャル

日本海軍 重巡洋艦

衣笠

◆1/700 艦船シリーズ

＜特別仕様＞

艦底まで再現した迫力のフルハル部品（プラ）に加え、手摺などの
精密なエッチング、質感に優れるメタル製スクリュー、砲の開口表
現が施された真鍮挽きものによる砲身など、各素材の特製を活かし
た多数のディテールアップパーツをセットした豪華な仕様です！

専用プラ部品
エッチング部品
真鍮挽きもの
木製部品

4 967834 431690

弊社発送予定 ３月18日

製品仕様 第三次ソロモン海戦
第二夜戦時（1942年11月）
船底・スクリューシャフト・舵・展示台支柱部品
手摺・カタパルト・クレーン部品など
20cm主砲身部品 メタル部品 スクリュー部品
展示台ベース
アルミ製部品 ネームプレート

発売日

1梱入数

３月21日ごろ

24個

¥4,800

本体価格

（+消費税）

02187 B-25J ミッチェル“シャークティース”

◆1/72 飛行機 シリーズ

B-25J MITCHELL

■ アメリカ陸軍 第340爆撃航空群 第486爆撃飛行隊 所属機「6E:328090」

＜新デカール＞

地中海戦線で確認されている、シャークティースの機体「6E」
を再現。上面がオリーブドラブで、下面はナチュラルメタルの機
体です。デカールは大きく口を開けたコウモリを描いた「147」
との選択式。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。
アメリカ陸軍 第340爆撃航空群
第486爆撃飛行隊 所属機「6E：328090」（イタリア：1944年5月 ）
デカール
（予定）
アメリカ陸軍 第345爆撃航空群
第499爆撃飛行隊 所属機「147：MY DUCHESS」（フィリピン：1944年5月）

4 967834 021877

弊社発送予定 ３月23日
発売日

1梱入数

３月26日ごろ

24個

¥3,400

本体価格

（+消費税）

07427 川崎 T-4“浜松スペシャル 2015”

◆1/48 飛行機 シリーズ

Kawasaki T-4

■ 航空自衛隊 第1航空団 創設60周年記念塗装機「778」
PHOTO：A TAKAGI

３ 月 発 売 予 定 人気再販

4 967834 074279

弊社発送予定 ３月23日
発売日

1梱入数

３月26日ごろ

24個

¥3,200

本体価格

（+消費税）

■ 2016年３月に下記の１アイテムを再販いたします！

日本海軍 甲型駆逐艦

雪風

＜新デカール＞

浜松市のゆるキャラ「出世大名家康くん」のイラストを垂直尾
翼に描いた特別塗装機をキット化。本機は昨年11月の浜松基地
航空祭でお披露目された機体です。機体左側面は第31教育飛行
隊の「青」、右側面は第32教育飛行隊の「赤」を基調としたマ
ーキングが施された、ハイブリッドなデザインも魅力です。
航空自衛隊 第1航空団 創設60周年記念塗装機「778」（
デカール
（予定）
浜松基地：2015年11月）

40063 4

日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 昭和十五年 竣工時
40063 ◆1/350

弊社発送予定

1梱入数

本体価格

＜人気再販＞

３月予定

12個

¥4,200（+消費税）

※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。 ※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。

