
 平成28年（2016年）５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!

５

＜発売時期変更のご案内＞
■ ST34　1/32スケール　三菱 A6M5c 零式艦上戦闘機 52型丙 ＜完全新金型＞　5,000円（+消費税）の発売時期が、
　「3月発売予定」から「4月発売予定」に変更となりました。
　発送日が決まり次第、ハセガワウェブサイトなどでアナウンスさせていただきます。

＜新パッケージ＞
64734

弊社発送予定 ５月30日
発売日 ６月２日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
「大艇再び還らず」川西 H8K2 二式大型飛行艇 12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10弾は「大艇再び還らず」より、近藤隊長と11名の隊員が乗
り込む二式大型飛行艇をキット化。彼らは、本機を「家」に例
え「近藤家」と命名、隊員を家族とし、一心同体で作戦に臨み
ました。死者に捧げる花輪にカムフラージュした潜水艦探知器
を海面に放ち、敵潜水艦狩りを行う彼らは、ある時、B-17に遭
遇し激しい撃ち合いとなります。この戦闘の後、近藤隊長は....。

日本海軍航空隊 所属機「近藤家」 

07431

弊社発送予定 ５月30日
発売日 ６月２日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
中島 E8N2 九五式二号水上偵察機“長門搭載機”

1/48  飛行機 シリーズ
長門型戦艦に搭載されていた、九五式二号水上偵察機を再現し
ます。一号との外観上の違いである、上下主翼エルロン連動ロ
ッド（取付け位置を前方に移動）と、機首下面に追加された潤
滑油冷却器を新規プラ部品でセットします。「AI-2」「AII-2」ど
ちらも、胴体後方に第1戦隊を示す黄色斜め帯が描かれた機体で
す。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

戦艦 長門搭載機「AI-2：報國-352」（1941年）
戦艦 陸奥搭載機「AII-2」（1941年）
上下主翼エルロン連動ロッド・潤滑油冷却器 部品 

「QG55：九五式水上偵察機 ディテールアップ エッチングパーツ 
　2,800円（+消費税）」は二号にも対応！組み込み可能です。

デカール
（予定）

■ 戦艦 長門搭載機「AI-2：報國-352」

九五式二号水上偵察機
＜特別仕様＞

02201

弊社発送予定 ５月７日
発売日 ５月10日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
P-3C オライオン“ドイツ海軍航空100周年”

1/72  飛行機 シリーズ

■ ドイツ海軍 第3海軍航空団“グラーフ ツェッペリン”
ドイツ海軍航空100周年記念塗装機「60+01」

P-3C ORION

新規レジン部品を追加して、最新のアップデートが施されたド
イツ海軍のP-3Cを再現します。デカールはスペシャルマーク２種
の選択式！どちらもシックな雰囲気の格好良いデザインです。

ドイツ海軍 第3海軍航空団“グラーフ ツェッペリン”
ドイツ海軍航空100周年記念塗装機「60+01」（2013年）
部隊創設50周年記念塗装機「60+05」（2014年）
胴体下面レドーム・アンテナ・チャフ/フレアディスペンサー部品等

デカール
（予定）

PHOTO：Rainer Bexten

＜新デカール＞
08243

弊社発送予定 ５月７日
発売日 ５月10日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
F-5E タイガー II“台湾空軍”

1/32  飛行機 シリーズ

■ 台湾空軍
　 第737戦術戦闘機連隊/第7大隊 所属機「5281」F-5E TIGER II

現役で使用されている台湾空軍所属のF-5E（シャークノーズ）
を再現します。グレー系ロービジ迷彩が施された実戦部隊の機
体と、ベトナム迷彩が施されたアグレッサー機の選択式です。

台湾空軍 第737戦術戦闘機連隊/第７大隊 所属機
「5281」/「5261」

デカール
（予定）

PHOTO：S. H. Yang

＜新デカール/２機セット＞
02202

弊社発送予定 ５月10日
発売日 ５月13日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
F/A-18A+ ホーネット“VFC-12 アドバーサリー”

1/72  飛行機 シリーズ

■ アメリカ海軍 第12混成戦闘飛行隊 所属機「06」
F/A-18A+ HORNET

アメリカ海軍 第12混成戦闘飛行隊で仮想敵機として使用されて
いる、アップデートされたA型を再現。「06」はグレー系のス
プリッター迷彩、「05」はグレ
ー系ロービジ迷彩が施された機
体で、両機共に赤い「☆」のマ
ークが記されています。

アメリカ海軍 第12混成戦闘飛行隊 所属機「06」
アメリカ海軍 第12混成戦闘飛行隊 所属機「05」

デカール
（予定）

PHOTO：BillShullPhotography

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 静岡ホビーショー特別号第55回 静岡ホビーショー特別号第55回 静岡ホビーショー特別号

第55回 静岡ホビーショー 会場受注 ハセガワ 新製品 ご注文は注文書1-1、1-2にて承ります。

2016年５月発売 新製品 ハセガワ オリジナル商品 ＜定番外 新製品 ＞

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

新金型追加

＜特別仕様＞ 新規レジン追加

デカール（予定）

新規レジン部品

新規プラ部品

4 967834 022010

4 967834 022027

4 967834 074316

4 967834 082434

4 967834 647343



4 967834 074354

＜新デカール＞
07435

弊社発送予定 ５月10日
発売日 ５月13日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
三菱 F-2B“飛行開発実験団 60周年記念”

1/48  飛行機 シリーズ

Mitsubishi F-2B

航空機または、ミサイル等の航空機装備に関するテスト等を実
施する航空自衛隊 飛行開発実験団（ADTW）は、昨年12月に部隊
創設60周年を迎えました。これを記念したスペシャルマーク機を
1/48スケールで再現します。本機は試作3号機の垂直尾翼の左面
を赤、右面は白に塗リ分けており、ADTW所属機達のシルエッ
トが上昇していくイメージのマークが大きく描かれています。

航空自衛隊 飛行開発実験団
60周年記念マーキング機「101」（岐阜基地：2015年）

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

＜新デカール/２機セット＞
02200

弊社発送予定 ５月17日
発売日 ５月20日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
F-100D スーパーセイバー コンボ

1/72  飛行機 シリーズ

■ アメリカ空軍 第493戦術戦闘飛行隊 所属機「FW-288」

■ フランス空軍 第11戦闘航空団 第2飛行隊所属機「11-ML」 

F-100D SUPER SABRE

超音速戦闘爆撃機 F-100Dを久々に生産します！デカールはアメ
リカ空軍/フランス空軍所属機よりセレクト。2機セットです。

アメリカ空軍 第493戦術戦闘飛行隊 所属機「FW-288」（1959年）
フランス空軍 第11戦闘航空団 第2飛行隊所属機「11-ML」 
他１機分

デカール
（予定）

＜人気再販＞
20274

弊社発送予定 ５月17日
発売日 ５月20日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
マツダ コスモ スポーツ (1968) マラソン・デ・ラ・ルート

1/24  カー モデル シリーズ

MAZDA COSMO SUPORT

マラソン・デ・ラ・ルート参戦カラーのコスモスポーツを再生
産します。マツダは1968年8月、ロータリーエンジンの耐久性
と信頼性を実証するために、84時間にもわたる過酷な耐久レー
スに参戦し、その高性能をアピールしました。キットは最新の
考証により、Car No.18用のデカールを一部追加しています。

1968年 マラソン・デ・ラ・ルート出場車（西ドイツ）
４位入賞 Car No.19 
リタイヤ Car No.18

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
02198

弊社発送予定 ５月19日
発売日 ５月22日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
モスキート NF Mk.XIII“夜間戦闘機”

1/72  飛行機 シリーズ

■ イギリス空軍 第29飛行隊 所属機「RO◎T」
MOSQUITO NF Mk.XIII

NF Mk.XIIIは、FB Mk.VI（戦闘爆撃機型）をベースとし、機首に強力
なA.I. Mk.VIII センチメートル波レーダーを搭載した夜間戦闘機型で
す。機首レドーム部品は初期生産型のシンブルノーズ（指抜きの形
状）を再現。「RO◎T」は上面ミディアムシーグレーにダークグリ
ーンの雲型迷彩、下面はツヤ消し黒。「RA◎N」は、全面ミディア
ムシーグレーに上面ダークグリーンの雲型迷彩の機体です。

イギリス空軍 第29飛行隊 所属機「RO◎T」（1945年1月）
カナダ空軍 第410飛行隊 所属機「RA◎N」（1944年2月）
機首レドーム・ガンカメラ・増槽 部品

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02199

弊社発送予定 ５月19日
発売日 ５月22日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
A-1H/J スカイレイダー“ベトナム ウォー”

1/72  飛行機 シリーズA-1J SKYRAIDER
ベトナム戦争に介入したアメリカ空軍のスカイレイダーより、胴体
の国籍マークを記さず、ベトナム迷彩が施された「TT029」を再現。
デカールはアメリカ空軍から供与され、黄色赤縁付きの国籍マーク
を記した南ベトナム空軍所属機「KM：37609」との選択式です。

A-1J：アメリカ空軍 第56特殊戦航空団
第602特殊戦飛行隊 所属機「TT029： SOCK IT TO‘EM」（1969年）
A-1H：南ベトナム空軍 第23戦術航空団
第518戦闘飛行隊 所属機「KM：37609」（1966年）

デカール
（予定）

＜日本語解説図＆パッケージ＞

07433

弊社発送予定 ５月24日
発売日 ５月27日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
ドルニエ Do215B-5“第2夜間戦闘航空団”

1/48  飛行機 シリーズ

■ 第2夜間戦闘航空団
　 第5中隊 所属機「R4+SN」

Do215B-5

Do215は、Do17Zをベースにエン
ジンを液冷のDB601Aに換装した
タイプです。もともとは輸出仕様

として計画されていたのですが、第2次世界大戦開戦前に輸出禁
止令が執行されたため、ドイツ空軍で運用されることとなり、各
タイプ合わせて100機弱が製造されました。キットは夜間戦闘機
型であるB-5を再現します。デカールは全面黒塗装が施された初
期夜間迷彩の「R4+SN」と、グレー系斑迷彩が施された後期夜間
迷彩の「R4+DC」の選択式。パーツはICM社製をセットします。

第2夜間戦闘航空団 第5中隊 所属機「R4+SN」
第2夜間戦闘航空団 第II飛行隊司令部 所属機
「R4+DC」（1942年春）

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「101」

新規レジン部品

■ アメリカ空軍 第56特殊戦航空団 第602特殊戦飛行隊 所属機「TT029： SOCK IT TO‘EM」

■ 1968年 マラソン・デ・ラ・ルート出場車 4位入賞 Car No.19

4 967834 021983

4 967834 021990

4 967834 022003

4 967834 074330

4 967834 202740



※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。

４月発売予定 人気再販 ■ 2016年４月に下記の２アイテムを再販いたします！

＜特別仕様＞
07434

弊社発送予定 ５月24日
発売日 ５月27日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
J35D ドラケン“ナチュラルメタル”

1/48  飛行機 シリーズ

■ スウェーデン空軍 F13航空団 所属機「13-10」
J35D DRAKEN

ドラケン第1世代最後の迎撃機タイプであるD型（David）を再現し
ます。RM6Cエンジンを搭載し、最大速度マッハ2.0以上を実現した
タイプです。風防は後部に窓がある旧型風防が装着されています。

スウェーデン空軍 F13航空団 所属機「13-10」 
スウェーデン空軍 F10航空団 所属機「10-24」
旧型風防 部品

デカール
（予定）

CD10

弊社発送予定 ４月予定
1梱入数

本体価格 ¥2,400
（+消費税）

◆1/24
ホンダ シビック VTi/ETi

＜人気再販＞

36個

24110 7

CD 6

弊社発送予定 ４月予定
1梱入数

本体価格 ¥2,400
（+消費税）

◆1/24
ホンダ シビック SiR II

＜人気再販＞

36個

24106 0

従来プラ部品

4 967834 074347


