
 平成28年（2016年）４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!

４

2016年４月発売 キャラクター系 新製品 ＜定番外 新製品＞

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

2016年４月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞

65832

弊社発送予定 ４月26日
発売日 ４月29日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
VF-1D ガウォーク バルキリー

1/72  マクロス シリーズ
VF-1D ガウォークと言えば、「超時空要塞マクロス（TV版）」の第2話、
南アタリア島における市街地戦でリン・ミンメイを助けるシーンが
印象的です。キットにはレジン製の1/72フィギュアが付属。着座姿勢
の一条 輝と、リン・ミンメイ、さらに、チャイナドレス姿のリン・ミンメ
イ（立ちポーズ）をセットします。パッケージイラストは天神 英貴 氏
が担当します。

統合宇宙軍所属「VT-102」
バックパック接続部の部品
着座姿勢の一条 輝＆リン・ミンメイ
立ちポーズのリン・ミンメイ（チャイナドレス）

デカール（予定）

VF-1D GERWALK VALKIRIE
■ 統合宇宙軍所属「VT-102」 　C     1982 ビックウエスト

＜新デカール＞
02194

弊社発送予定 ４月５日
発売日 ４月８日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
ユーロファイター タイフーン 単座型“第29飛行隊 100周年記念”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第29(R)飛行隊 部隊創設100周年記念塗装機「BQ」
EUROFIGHTER TYPHOON

2015年から100年前、第1次大戦中に部隊が創設された、イギリ
ス空軍 第29(R)飛行隊の部隊創設100周年記念塗装機を再現しま
す。垂直尾翼がレッドの「BQ」と、垂直尾翼がブラックの「BX
」の２機が存在しており、キットは選択式となります。

第29(R)飛行隊 部隊創設100周年記念塗装機「BQ」（2015年）
第29(R)飛行隊 部隊創設100周年記念塗装機「BX」（2015年）

デカール
（予定）

PHOTO：Ben MontgomeryPHOTO：Ben Montgomery

＜新デカール＞
02195

弊社発送予定 ４月５日
発売日 ４月８日ごろ
1梱入数 14個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
新明和 PS-1“第31航空隊”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 海上自衛隊 第31航空隊 所属機「5809」

※従来のK8 新明和 PS-1/SS-2は絶版となります。

Shinmeiwa PS-1
■ 海上自衛隊 第31航空隊 所属機「5809」

Shinmeiwa PS-1

海上自衛隊の対潜哨戒機、PS-1を新パッケージでキット化します。
本機は、戦後、川西航空機から社名変更した新明和工業が、二式大
型飛行艇などで培った技術を活かして開発した大型飛行艇です。

海上自衛隊 第31航空隊 所属機「5809」 
海上自衛隊 第31航空隊 所属機「5813」

デカール
（予定）

PHOTO：HIROSHI HAMANO

＜特別仕様＞
02192

弊社発送予定 ４月７日
発売日 ４月10日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
Mi-24 ハインド“国連軍”

1/72  飛行機 シリーズ

■ ウクライナ空軍 所属機「UNO-881」
Mi-24 HIND

全面ホワイトの機体に、UN（UNITED NATIONS）の文字を記した
国際連合平和維持軍（PKF）所属機を再現します。本機は国際連合
平和維持活動（PKO）の任務を遂行するための機体です。キットは
、レジン部品を追加することで細部の装備も再現しています。

ウクライナ空軍 所属機「UNO-881」
ウクライナ空軍 所属機「UNO-884」
機首左側ライト・右胴体中央上部のバルジ・
胴体左右のチャフ/フレアディスペンサー

デカール
（予定）

PHOTO：Taras Ilkiv

レジン部品

レジン部品
1/72フィギュア

新規プラ部品

レジン製フィギュア追加/新金型追加
展示スタンド付

4 967834 021921

4 967834 021945

4 967834 021952

4 967834 658325

＜新デカール＞

64733

弊社発送予定 ４月14日
発売日 ４月17日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆

「紫電改のマキ」メッサーシュミット Bf109G-6
“湯音・ヘルシュタイン”

1/48  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」にて連載中のコミッ
ク「紫電改のマキ」（著者：野上武志）に登場する機体をキッ
ト化！第７弾は、高縞平（たかしまだいら）騎士女子高校『高
縞平七騎士』序列６位、湯音（ユネ）・ヘルシュタインが搭乗す
るBf109G-6が登場。本機は胴体に梵字を記し、コクピット付近
には個人マークが描かれた機体です。パッケージイラストは新
規描き起こしとなります！

高縞平 騎士女子高校「高縞平の騎士」湯音・ヘルシュタイン 乗機 
おまけ1：湯音・ヘルシュタインのキャラクターデカール 
おまけ2：高縞平騎士女子高校の他機（Fw190A-8等）のマーク 

デカール
（予定）

　C     野上武志（チャンピオンRED）2014

※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。パッケージイラストとは異なります。

4 967834 647336



＜2機セット/新デカール＞
02197

弊社発送予定 ４月７日
発売日 ４月10日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
He51B-1 & Bf109E-3“コンドル軍団”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第1中隊 ジーベルト リーンツ大尉 乗機「6・119」（1939年春）
Bf109E-3

■ ハンネス トラウトロフト中尉 乗機「2・4」（1936年8月）
He51B-1

スペイン戦争でファシスト政権を支援するために派遣された、ド
イツ空軍の義勇軍「コンドル軍団」所属機を再現。キットは、
戦争初期から使用されていたHe51B-1と、後期になってから投
入されたBf109E-3の２機セットとなります。

ドイツ空軍 コンドル軍団 第88戦闘飛行隊 所属機
＜He51B-1＞ 
ハンネス トラウトロフト中尉 乗機「2・4」（1936年8月）
「・5」（1936年8月）
＜Bf109E-3＞
第1中隊 ジーベルト リーンツ大尉 乗機「6・119」（1939年春）
第2中隊 ヴェルナー ウルシヌス少尉 乗機「6・111」（1939年春）

デカール
（予定）

＜旧CC1 人気再販＞
20272

弊社発送予定 ４月12日
発売日 ４月15日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ジャグヮー XJR-8 LM（ル・マン タイプ）

1/24  カーモデル シリーズ

■ 1987年ル・マン24時間レース出場車 CAR No.4
JAGUAR XJR-8 LM

グループCカテゴリーのマシン、いわゆる「Cカー」のシリーズ
を久々に再生産いたします。第１弾はル・マン24時間耐久レー
スに参戦したジャグヮーXJR-8（1987年モデル）です。

1987年ル・マン24時間レース出場車
CAR No.4、CAR No.5、CAR No.6 

デカール
（予定）

＜旧CC15 人気再販＞
20273

弊社発送予定 ４月12日
発売日 ４月15日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ザウバー・メルセデス C9 1988

1/24  カーモデル シリーズ

■ 1988年世界スポーツプロトタイプカー選手権 出場車 CAR No.62
SAUBER MERCEDES C9 1988

Cカー シリーズを久々に再生産！第２弾は1988年のWSPCに参戦
したAEG（ドイツの電機メーカー）カラーのザウバー・メルセ
デス C9です。ダークブルーのボディー全体に描かれた、基板の
配線をモチーフとするマーキングデザインが魅力的です。

1988年世界スポーツプロトタイプカー選手権 出場車
CAR No.62、CAR No.61 

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02196

弊社発送予定 ４月14日
発売日 ４月17日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
F-15J イーグル“304SQ 築城 2015”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 航空自衛隊 第8航空団 第304飛行隊 基地移動記念マーキング機「811」（築城基地：2015年10月）
F-15J EAGLE

昨年10月の築城基地航空祭でお披露目された特別マーキング機を
再現。第304飛行隊は、築城基地では今回が最後ということもあり、
垂直尾翼にはスペイン語で「Hasta la vista Monte HIKO」（さよなら
英彦山。またいつか）を記したマークが描かれています。増槽タ
ンクに描かれた天狗の目には涙が....。同飛行隊は2016年1月31日付
けで、那覇基地で新編される第9航空団へ移動となりました。

航空自衛隊 第8航空団 第304飛行隊
基地移動記念マーキング機「811」（築城基地：2015年10月）

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

＜特別仕様＞
02193

弊社発送予定 ４月19日
発売日 ４月22日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,800

（+消費税）

◆
Ta154A-1 & Fw190A-8 “ミステル”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第2実験戦闘航空団 第13中隊 所属機
Ta154A-1&Fw190A-8 MISTEL

ドイツが研究開発を進め、大戦末期に一部が実戦に投入された
ミステル（親子機）の計画より、親機をFw190A-8、子機を
Ta154A-1とする「プルクツエルシュテラー（編隊バスター）」
を再現します。本機は子機を米重爆撃機編隊の中に誘導して爆
破、半径180mを破壊することが可能だと言われています。

第2実験戦闘航空団 第13中隊 所属機（想定塗装＆マーキング） 
Ta154A-1：「KU+SR : 320005」
Fw190A-8：「+」/他１機分
機体結合用支柱・ジャッキステー・
Fw190A用尾輪（収納状態）部品
架台・ハシゴ部品

デカール
（予定）

＜新デカール＞
07430

弊社発送予定 ４月19日
発売日 ４月22日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
中島 A6M2-N 二式水上戦闘機“第452航空隊”

1/48  飛行機 シリーズ

■ 第452海軍航空隊 所属機「V2 111」

中島 A6M2-N 二式水上戦闘機

千島列島の北東端に位置する占守島、その西岸の川をせき止めて
作った別飛沼基地に展開した第452航空隊所属機を再現します。

第452海軍航空隊 所属機「V2 111」（占守島：1943年）
第452海軍航空隊 所属機「M1-112」
（アリューシャン列島 キスカ島：1943年初）

デカール
（予定）

メタル部品

エッチング部品

4 967834 021938

4 967834 021969

4 967834 021976

4 967834 074309

4 967834 202726

4 967834 202733



※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。

３月発売予定 人気再販 ■ 2016年３月に下記の3アイテムを再販いたします！

＜特別仕様＞
08242

弊社発送予定 ４月21日
発売日 ４月24日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥5,600

（+消費税）

◆
メッサーシュミット Bf109G-6“ユーティライネン”w/フィギュア

1/32  飛行機 シリーズ

■ 飛行第34戦隊 第1中隊 エイノ イルマリ ユーティライネン准尉 乗機「白0：MT-451」
Messerschmitt Bf109G-6

94機撃墜のスコアを持つ、フィンランド空軍のトップエース、
ユーティライネンの搭乗機を1/32スケールで再現。略帽を被り、
腕まくりをした軽装な雰囲気のレジン製パイロット（立ちポー
ズ）をセットします。フィギュアの原型は辻村 聡志 氏が担当。
Bf109G-6の風防は通常タイプ/エルラハウベの選択式、垂直尾翼
も通常タイプ/木製大型垂直尾翼の選択式となります。 

飛行第34戦隊 第1中隊
エイノ イルマリ ユーティライネン准尉 乗機「白0：MT-451」（1944年6月）
ヘンモ レイノ上級軍曹 乗機「白3：MT-423」（1944年6月）
ユーティライネン フィギュア

デカール
（予定）

＜２機セット/新デカール＞
60512

弊社発送予定 ４月21日
発売日 ４月24日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,600

（+消費税）

◆
F-4 & F-15“飛行開発実験団 60周年記念”

NON  たまごひこーき シリーズ

■ 航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念塗装機「336」＆「801」
F-4 & F-15

航空機またはミサイル等の航空装備に関するテスト
等を実施している飛行開発実験団（ADTW）の部隊
創設60周年記念マーキング機が、コロッとかわい
い「たまごひこーき」になりました！キットはブラ
ックファントムとF-15の２機セット。藤沢 孝 氏に
よるキャラパッケージ仕様となります♪

航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念塗装機
F-4：「336」（岐阜基地：2015年10月）
F-15：「801」（岐阜基地；2015年12月）

デカール
（予定）

キャラパッケージ

レジン製フィギュア追加

レジン部品

4 967834 082427

4 967834 605121

CR31

弊社発送予定 3月予定
1梱入数
本体価格 ¥3,000（+消費税）

◆1/24

 ランチア 037 ラリー
“1983 モンテカルロラリー ウィナー”

 ランチア 037 ラリー用 エッチングパーツ

＜人気再販＞

QG 2 ◆1/24 ＜人気再販＞コード 72102 9 1梱入数 48枚入　３月発売予定　1,200円（+消費税）

36個

20218

弊社発送予定 3月予定
1梱入数
本体価格 ¥2,600（+消費税）

◆1/24

 ランチア ストラトス HF
“1978 サンレモラリー ウィナー”

＜人気再販＞

36個

25231 8 20218 4


