
第55回 静岡ホビーショー 会場受注 スケール新製品 ご注文は注文書1-1にて承ります。

新金型追加

07432

弊社発送予定 ６月17日
発売日 ６月20日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥4,600

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
AH-64E アパッチ ガーディアン“台湾陸軍”

AH-64E APACH ■ 台湾陸軍 所属機「812」

アメリカに続いて逸早くAH-64Eを導入した、台湾の機体を再現します
。最新型の装備である、先端が尖ったローターや、各部のアンテナ・セ
ンサーなど、E型専用部品をセットします。

台湾陸軍 所属機「812」（機番は複数セットします。）
配線・ルーバー部品
E型用部品

PHOTO：S.H.Yang

新規エッチング

02204

弊社発送予定 ６月２日
発売日 ６月５日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,400

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
ミラージュ F.1C“スペイン空軍”

＜２機セット/新デカール＞
MIRAGE F.1C

NATO加盟国のタイガースコードロンが集う「タイガーミート2012」
に参加したスペイン空軍所属機「14-37」を再現。複雑なグレーのタ
イガー模様はデカールをセットします。キットは２機セットで、ノー
マルなロービジ塗装機のデカールも入ります。

スペイン空軍 第14航空団所属機
「14-37」、「14-39」、「14-44」（３機共に2012年）

デカール
（予定）

新規
プラ部品

PHOTO：Chris Lofting

02205

弊社発送予定 ６月17日
発売日 ６月20日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥3,800

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍“飛行第14戦隊”

三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍
■ 飛行第14戦隊 第1中隊 所属機「069」

本土からサイパン島への長距離攻撃に備えて航続力を強化した、飛
行第14戦隊所属機を再現します。背部銃座を塞いで燃料タンクを搭
載、左右の主翼下面に増槽タンクを追加した機体です。

第1中隊 所属機「069」（埼玉県入間川飛行場：1945年8月）
第2中隊 所属機「062」（埼玉県入間川飛行場：1945年8月） 
第1中隊 所属機「486」（群馬県新田飛行場：1945年8月）
振れ止め付き落下増槽・背部銃座塞ぎカバー部品

デカール
（予定）

レジン追加

02206
弊社発送予定 ６月24日
発売日 ６月27日ごろ
1梱入数 60個
小売価格 ¥2,600

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
X-29“NASA”

＜新デカール＞

X-29
■ アメリカ航空宇宙局 所属機 

X-29はNASA (アメリカ航空宇宙局）とDARPA（国防高等研究計画局）
が共同で研究開発を行った試験機です。グラマン社によって2機のみ
が生産され、前進翼戦闘機の実用性をテストしました。垂直尾翼に「
NASA」のロゴを記したマーキングを再現します。

アメリカ航空宇宙局 所属機 「049」、「003」

PHOTO：Miguel Snoep

F-15J EAGLE
■ 第9航空団 第304飛行隊 基地移動記念マーキング機「822」

02207

弊社発送予定 ６月２日
発売日 ６月５日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
F-15J イーグル“304SQ 那覇 2016”

＜新デカール＞
那覇基地に移動となって間もない、304SQ所属機の最新マーキング
を再現します。南西地域の防空体制を強化すべく新編された第９航
空団で、204SQと共に防衛の任務にあたります。

航空自衛隊 第9航空団 第304飛行隊
基地移動記念マーキング機「822」（那覇基地：2016年1月）
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「822」（築城基地：2015年12月）

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARAPHOTO：HAJIME ISHIHARA

No.1

■ 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!

 平成28年（2016年）６～７月の新製品、特別商品のお知らせです。なお、表示の価格は本体価格です。

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
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

日産自動車の超ロングセラーモデル「サニートラック」より、昭和63
年の排出ガス規制に対応して、1989年11月にマイナーチェンジされ
た後期型（R-GB122）、通称“角目”を再現します。ボディーのパーツ
カラーはホワイトになりますので、お好みのカラーで仕上げてくだ
さい！

フロントグリル・フロントディスクブレーキ・
マフラー・ヘッドライト鏡面・ヘッドライトレンズ部品

デカール（予定）
エッチング

レジン部品

専用プラ部品

■ スペイン空軍「14-37」

デカール（予定）

4 967834 022041

20275

弊社発送予定 ６月21日
発売日 ６月24日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/24   カー モデル シリーズ

ニッサン サニートラック（GB122）
ロングボデーデラックス“後期型”

NISSAN SUNNY TRUCK

4 967834 022072

4 967834 022058

4 967834 022065

4 967834 074323

日産自動車株式会社商品化許諾申請中

■ スペイン空軍「14-39」

4 967834 202757



10817

弊社発送予定 ６月29日
発売日 ７月２日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,800

（+消費税）

◆1/200    飛行機 シリーズ
KC-46A ペガサス

KC-46A
■ アメリカ空軍 所属機「N462KC」 

次期空中給油・輸送機としてアメリカ空軍での配備が進められる
KC-46Aをキット化します。本機はB767-200をベースに開発されて
いる機体で、米空軍機のフライングブーム方式、米海軍/海兵隊機の
プローブアンドドローグ方式の両方に対応することが可能です。
航空自衛隊への今後の導入も発表されています。

アメリカ空軍 所属機「N462KC」 
フライングブーム式給油装置・給油ポッド部品など

PHOTO：Josh KaiserPHOTO：Josh Kaiser

新金型追加

新金型追加

07436
弊社発送予定 ６月29日
発売日 ７月２日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,800

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
三菱 A6M2b 零式艦上戦闘機 21型“第341航空隊”

＜新デカール＞

三菱 A6M2b 零式艦上戦闘機 21型
■ 第341海軍航空隊 所属機「獅126」

獅部隊と呼ばれる341空は、第61航空戦隊司令部所属の紫電部隊とし
て開隊されました。零戦21型は生産が遅延する紫電の代わりに配備さ
れた機体で、垂直尾翼には「獅」の文字が記されています。

第341海軍航空隊 所属機「獅126」（館山基地：1944年2月）
他１機分

デカール
（予定）

＜２機セット＞
10818

弊社発送予定 ７月５日
発売日 7月８日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/200    飛行機 シリーズ
KC-130H ハーキュリーズ “航空自衛隊”

＜2機セット/新デカール＞

KC-130H HERCULES
■ 航空自衛隊 所属機「080」

新規プラ部品を追加して、C-130Hの給油機型であるKC-130Hを再
現します。キットは ライトブルー系のロービジ迷彩が施された「080」
と、ヨーロピアン1迷彩の「083」の２機セットです。

航空自衛隊 所属機「080」
航空自衛隊 所属機「083」
給油ポッド・レドーム部品

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

SP341

弊社発送予定 ７月７日
発売日 ７月10日ごろ
1梱入数 16個
小売価格 ¥6,600

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ

 F/A-18E/F スーパーホーネット
“USS ロナルド レーガン CVW-5 CAG スペシャルパック Part 1”

F/A-18E SUPER HORNET

昨年より、アメリカ海軍厚木航空基地所属 CVW-5の搭載航空母艦と
して新たにロナルド レーガンが配備されました。これを記念したスペ
シャルキットが登場！キット内容はVFA-102とVFA-27のCAG機より、
現行のマーキングを再現した２機セット。さらに、特典として
VFA-102とVFA-27のエンブレムワッペン（布製の刺繍タイプ：サイ
ズは約10cm）が付属します！！

アメリカ海軍 空母USS ロナルド レーガン 搭載
F/A-18F：第102戦闘攻撃飛行隊“ダイヤモンドバックス”
CVW-5 CAG機「NF100」（厚木基地）
F/A-18E：第27戦闘攻撃飛行隊“ロイヤル メイセス” 
CVW-5 CAG機「NF200」（厚木基地）
ブロックII用アップデート部品

デカール
（予定）

PHOTO：AKIRA FUKUSHIMA

特典ワッペン付

特典ワッペン付
SP342

弊社発送予定 ７月１日
発売日 ７月４日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥4,400

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
E-2C ホークアイ 2000“USS ロナルド レーガン CVW-5 CAG”

＜新デカール＞

E-2C HAWKEYE

昨年より、CVW-5の搭載航空母艦として新たにロナルド レーガンが配
備されました。これを記念したスペシャルキットが登場！キット内容
はVAW-115のCAG機より、現行のマーキングを再現。さらに、特典と
してVAW-115のエンブレムワッペン（布製の刺繍タイプ：サイズは
約10cm）が付属します！！

 アメリカ海軍 空母USS ロナルド レーガン 搭載
第115早期警戒飛行隊“リバティ ベルズ”
CVW-5 CAG機「NF600」（厚木基地）

デカール
（予定）

PHOTO：AKIRA FUKUSHIMA

デカール（予定）
新規プラ部品

新規プラ部品

専用プラ部品■ 第27戦闘攻撃飛行隊“ロイヤル メイセス”CVW-5 CAG機「NF200」

F/A-18F SUPER HORNET
■ 第102戦闘攻撃飛行隊“ダイヤモンドバックス”CVW-5 CAG機「NF100」

■ 第115早期警戒飛行隊“リバティ ベルズ”CVW-5 CAG機「NF600」

4 967834 074361

4 967834 108172

4 967834 521414

4 967834 108189

4 967834 521421

07437

弊社発送予定 ７月１日
発売日 ７月４日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥4,200

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
F-4EJ ファントム II “飛行開発実験団 60周年記念”

＜新デカール＞

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

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1/48スケールでキット化します。全身ブラックにゴールドの衝撃
波模様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周年記念マークが記されています。パーツカラーはブラッ
ク。増槽タンクのマーキングも再現します。

飛行開発実験団 60周年記念塗装機「336」（岐阜基地：2015年10月）
オマケ：ADTW 60周年記念マーキング機「301」

デカール
（予定）

PHOTO：KIYOTAKA SAKAI

4 967834 074378

PHOTO：KIYOTAKA SAKAI



砥石入リ

油紙

ビニールカバー

パーカー処理により
錆びを防止 柄に紫檀（シタン）を使用

手に馴染みます。

TL 15
弊社発送予定 ６月17日
発売日 ６月20日ごろ
1梱入数 100個
小売価格 ¥500

（+消費税）

◆スグレモノ工具 シリーズ

トライツール シリーズ

瞬間接着剤用 極細ノズル（10本入）

瞬間接着剤の出る量を必要最小限に抑える、極細ノズルのセットです。
1本、1本、ハンドメイドで丁寧に生産しています。先端の仕上げは模型
用に特化した「極細」なので、エッチングパーツの接着などに最適！接
着面の隙間に「毛細管現象」で入り込ませる様にご使用いただけます。
一度使うと手放せなくなるアイテムです！

TT109
弊社発送予定 ７月15日
発売日 ７月18日ごろ
1梱入数 ６個
小売価格 ¥2,000

（+消費税）

◆
模型用 メッキはがし剤（パーツ洗浄・塗装はがし）

メッキを剥がしたい時は、この商品！メッキ剥がし剤にパーツを浸け
ておくだけで、メッキを浮かせて剥がすことが可能です。表面のクリ
アー塗料とプライマー（下地剤）も同時に剥がし、一回の行程で剥離
作業を完了することができます。剥がれ落ちたメッキを取り除いて
いただければ、繰り返し使用可能です。

151

弊社発送予定 ７月12日
発売日 ７月15日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,600

（+消費税）

◆1/700    ウォーターライン シリーズ
日本海軍 戦艦 三笠

戦艦 三笠
■ 日本海軍 連合艦隊旗艦

歴史に名を残す戦艦「三笠」をウォーターラインでキット化します！
明治35年（1902年）3月に竣工、翌年12月に連合艦隊旗艦となり東
郷平八郎司令長官のもと、日露戦争を戦いました。日本海海戦では、
T字戦法と東郷ターンで日本を勝利に導きました。キットは1/350開発
時の資料を基に、その後明らかとなった最新考証を盛り込んだ設計
となっています。船体の組み立ては桁を挟み込む構造。甲板、フライ
ングデッキは水はけを良くするためのキャンバーを再現しています
。武装や、通風筒、ファイティングトップなどの装備は、日本海海戦時
と黄海海戦時の選択式。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担
当しています。

日本海軍 連合艦隊旗艦 日本海海戦（1905年5月27～28日）
日本海軍 連合艦隊旗艦 黄海海戦（1904年8月10日）製品仕様

完全新金型

QG59

弊社発送予定 ７月12日
発売日 ７月15日ごろ
1梱入数 50個
小売価格 ¥2,000

（+消費税）

◆1/700    艦船 シリーズ

戦艦 三笠 ディテールアップ
エッチングパーツ

＜ディテールアップ＞
戦艦 三笠用のディテールアップパーツが同時発売！エッチングは真鍮製で、サイズは201x37mm。手摺り・グレーチング・扉・キャッ
トウォーク・スターンウォーク・副砲扉・ラッタルなどの部品を、エッチングならではの繊細な表現でディテールアップすることが可能
です。日本海海戦時と黄海海戦時の両方に対応可能なパーツ構成となっています。

第55回 静岡ホビーショー 会場受注 ツール新製品 ご注文は注文書1-1にて承ります。

トライツール シリーズ
TT110

弊社発送予定 ７月15日
発売日 ７月18日ごろ
1梱入数 10個
小売価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
播州の刃物シリーズ 平ノミ（2mm)【安来鋼 ヤスキハガネ 黄紙 】

兵庫県南西部に位置する「播州」で職人が生産する刃物です。「播州
の刃物」は、刀の鍛造にはじまり約250年の歴史をもつ金物産業で
す。刃物鋼は高品質な和鋼で知られる安来鋼を使用。刃物職人により
一点一点丁寧に手作業で作られる製品になります。切れ味は抜群！凸
線の削り、凹面内部の溝を整えるのに最適です！

＜限定生産版＞

＜限定生産版＞

4 967834 710450

4 967834 716094

4 967834 716100

4 967834 491519

4 967834 721593

3DCAD

砥石入リ

油紙

ビニールカバー

パーカー処理により
錆びを防止 柄に紫檀（シタン）を使用

手に馴染みます。

液剤に浸けておくだけ！
浮かせて落とす剥離剤。
液剤に浸けておくだけ！
浮かせて落とす剥離剤。
※6月から7月中旬に発売時期が変更となりました。

※ハンドメイドなので仕上がりに誤差がありますが、いずれも極細です！

【低粘度接着剤用ノズル 】

【中性剥離剤】

500ml



第55回 静岡ホビーショー 会場受注 キャラクター新製品 ご注文は注文書1-２、1-３にて承ります。

MC 06

弊社発送予定 ６月８日
発売日 ６月11日ごろ
1梱入数 14個
小売価格 ¥6,200

（+消費税）

◆1/4000      マクロス シリーズ
SDF-1 マクロス艦 強攻型“劇場版”

SDF-1 MACROSS
■ 統合宇宙軍所属

要塞艦に続いて、待望の強攻型をキット化します！左右の腕部に、ア
ームド１＆２を接続した劇場版を立体化。1/4000スケールならで
はの精密なディテール表現が満載です。主砲は可動式で前方への
発射体制をとらせることが可能。肩部＆上腕、肘（2重関節）、胸部、股
関節、足首はポリパーツを使用した可動式。胸部は僅かに左右に開
く方向に可動軸を設定することで、胸を張った姿勢をとらせることが
可能。主砲ユニットは胸部に接続されていますので、主砲発射体制
時に胸部を可動させることで、主砲先端を「ハの字」に少し開いた状
態にすることが出来、パースを効かせた様な迫力のあるポージング
が可能です！肩部のOT超高速電磁レールキャノン×4も可動式。お
まけパーツとして同スケールのデストロイド（トマホーク、ディフェン
ダー、ファランクス×各20体）がレリーフ状のパーツで付属。パッケ
ージイラストは天神 英貴 氏が担当します。

CW 12
◆1/20   クリエイターワークス シリーズ

20 メカトロウィーゴ No.01“うすみどり”
完全新金型

新金型

CW 13

弊社発送予定 ６月15日
発売日 ６月18日ごろ
1梱入数 36個各

各小売価格 ¥2,600
（+消費税）

◆1/20   クリエイターワークス シリーズ
20 メカトロウィーゴ No.02“おれんじ”

メカトロウィーゴが大きくなります！模型全高約13cm、1/20スケー
ルで新たにキット化。サイズが大きくなった分、ディテール＆ギミッ
クを詰め込んだ設計となっています。お腹のハッチオープンから搭
乗ユニットの昇降まで差替え無しの可動ギミックで完全再現。頭頂
部ハッチも可動式。新設定の手首が伸び～るギミックを実装。ひざ
や足首の関節には、可動時に干渉する部分が自然に逃げることで
可動範囲を少し広げる工夫をしています。腹部や背部の一部パネル
は取り外すことが出来、内部のメカや構造を確認することが可能。
搭乗姿勢の男の子フィギュアが付属します。パッケージイラストは 
あらゐけいいち 先生の描き起こし。今回も あらゐワールド全開でお
届けします！

完全新金型

原作イラストパッケージ

No.2

　C     1984 ビックウエスト

　C     MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

SP338

弊社発送予定 ５月31日
発売日 ６月３日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
「バリバリ伝説」Honda NSR500“巨摩郡”

1/12  バイク シリーズ
　C      しげの秀一/講談社　C      しげの秀一/講談社

高校生ライダーがレースの世界に入り、ロ－ドレース世界選手
権に挑戦するまでを描いた、しげの秀一先生の青春バイク漫画
「バリバリ伝説」より、主人公 「グン」こと巨摩 郡（こま ぐん）
のNSR500（89年型）をキット化！世界に挑戦す
るグン（海外ではGUN・BOY）が、WGP 第７戦 イ
ギリスGPから乗るニューマシンで、ラルフの
YZR500と激しいバトルを繰り広げ、最終戦日
本GPで運命のファイナルラップを迎えました。キ
ットは、しげの秀一先生によるカラーイラストを
使用したパッケージとなります！

ロードレース世界選手権（WGP）500ccクラス「56」ライダー：巨摩 郡デカール（予定）

4 967834 521384

＜カルトグラフデカール＞

2カラー同時発売！2カラー同時発売！

・パーツカラーは
　５色+クリアー
・接着剤不要！

Honda NSR500
TESTSHOTTESTSHOT

※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。

※男の子フィギュアの組み立ては接着剤が必要です。

　C     MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

4 967834 645127

4 967834 645134

4 967834 656567

3DCAD

■ 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!

 平成28年（2016年）６～７月の新製品、特別商品のお知らせです。なお、表示の価格は本体価格です。

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
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

＜ハセガワ75周年特別企画 スタート！＞
75周年記念キットを対象に、キットの魅力をPR
していただける作品写真を大募集！1年間を通し
てご参加いただけるハセガワウェブサイト上のイ
ベントです。詳しくは、こちらをご覧ください。



64735

弊社発送予定 ６月24日
発売日 ６月27日ごろ
1梱入数 16個
小売価格 ¥5,800

（+消費税）

◆1/32   クリエイターワークス シリーズ
「紫電改のマキ」川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改“紫電改のマキ”

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）より、主人公「羽衣マキ」が搭乗する紫
電改（前期型）を1/32スケールで再現します。今回は同スケールのレ
ジン製フィギュアが２体付属！着座姿勢と立ちポーズの「羽衣マキ」
を辻村 聡志 氏が“かわいく”作り込みました♪それぞれ肩と頭に「かぼ
す」が“ちょこん”と乗っています。

石神女子高校 羽衣マキ 乗機（垂直尾翼にウサギのエンブレム）
羽衣マキのキャラクターデカール 
垂直尾翼に電光マーク（石神新選組）のエンブレム 
イカロス飛行学校のウサギマーク
羽衣マキのフィギュア２体（着座姿勢＆立ちポーズ/かぼす付）

デカール
（予定）

1/32レジン製
フィギュア付
原型：辻村 聡志 氏

60513

弊社発送予定 ６月21日
発売日 ６月24日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,600

（+消費税）

◆  たまごひこーき シリーズ
F-2 & T-4 “飛行開発実験団 60周年記念”

F-2 & T-4
■ 航空自衛隊 飛行開発実験団 60周年記念マーキング機

4月下旬発売の F-4 & F-15 に続きまして、飛行開発実験団 60周年記
念マーキングの第2弾、F-2 & T-4 もコロッとかわいい「たまごひこー
き」になりました！パッケージは藤沢 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周年記念マーキング機
F-2B 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） 

デカール
（予定）

キャラパッケージ

SP340

弊社発送予定 ７月５日
発売日 ７月８日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥2,800

（+消費税）

◆1/72   エースコンバット シリーズ
J35J ドラケン“エースコンバット エスパーダ隊”

PS2用ゲームソフト「エースコンバット・ゼロ・ザ・ベルカン・ウォー」に登
場する、サピン空軍 エスパーダ隊 1番機、「灼熱の荒牛」の異名を持つ隊
長機を再現。エスパーダはスペイン語で「剣」を意味し、部隊章には剣
を突き刺された赤い牛が描かれています。

第9航空陸戦旅団 第11戦闘飛行隊 エスパーダ アルベルト・ロペズ大尉搭乗機
複数のベルカ空軍エース機を再現できるマーキング数種

デカール
（予定）

展示スタンド付

原作イラストパッケージ
SP339

弊社発送予定 ７月14日
発売日 ７月17日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥4,400

（+消費税）

◆1/12   バイク シリーズ
「バリバリ伝説」ヤマハ YZR500“ラルフ・アンダーソン”

YAMAHA YZR500
高校生ライダーがレースの世界に入り、ロ－ドレース世界選手
権に挑戦するまでを描いた、しげの秀一先生の青春バイク漫画
「バリバリ伝説」より、WGP500ccクラスでグン
と激しいバトルを繰り広げた最強のライバル、
天才ライダー ラルフ・アンダーソンのYZR500
をキット化！パッケージは、コミックの１カット
を使用したデザインとなります。

ロードレース世界選手権（WGP）500ccクラス
「44」ライダー：ラルフ・アンダーソン 

64736

弊社発送予定 ７月７日
発売日 ７月10日ごろ
1梱入数 16個
小売価格 ¥5,000

（+消費税）

◆1/1500      クリエイターワークス シリーズ

「キャプテンハーロック 次元航海」
 宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型

秋田書店発行の月刊「チャンピオンRED」にて連載中の「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、三番
艦 [改]強攻型をキット化します。本艦は、三連装主砲塔を１基増設
し、コーンタイプの大型エンジンノズルを搭載したガンメタルカラ
ーの強化型です。ドクロパーツは松本零士先生による最新デザイン
版をセットします。

65575

弊社発送予定 ７月14日
発売日 ７月17日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥4,200

（+消費税）

◆1/100    バーチャロン シリーズ
TG-11-M“ガラヤカ [ちょーげんき♪すぺしゃる]”

バーチャロン20周年記念キット第2弾！ガラヤカの全バリエパーツ（
ふつぅ～、ふわぁ～ん、ないしょ・で・こっそり、きゅぃ～ん、はんまぁ）
をセットした特製キットが登場。さ・ら・に、オールカラー８ページの
幻獣ＣＧ集が付属します！パーツカラーは3Pカラーをイメージした
、ピンク、ホワイト、ブルーグレー、クリアー
ピンクの４色に加え、クリアー（無色）成形
のクリアー部品が付属します。
3P（プレイヤー）カラー

砂の勲（いさおし）カラー
ガラヤカのカラバリ ＆ 幻獣戦機
ヤガランデを掲載

デカール
（予定）

CG集付

　C     野上武志（チャンピオンRED）2014　C     野上武志（チャンピオンRED）2014 レジン部品

J35J DRAKEN

　C      しげの秀一/講談社　C      しげの秀一/講談社

　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

特典CG集

＜カルトグラフデカール＞

超幻機

J35J DRAKEN

　C  　C      SEGA, 2001　CHARACTERS  　AUTOMUSS　CHARACTER DESIGN：KATOKI HAJIME   

　C      BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※1体分のパーツをセットします。

※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。

デカール
（予定）

舞台公演情報 「キャプテンハーロック～次元航海～」６月に舞台公演決定！詳しくはこちら（http://www.bfp54.com/harlock2016.html）をご覧ください。

シルエット30販売情報 第55回静岡ホビーショー 一般公開日（5月14日/15日）ハセガワ物販コーナーにて「電脳戦機バーチャロン シルエット30（会場販売価格5,000円）」を販売いたします！！

4 967834 647350

4 967834 605138

4 967834 655751

4 967834 647367

4 967834 521391

4 967834 521407



発　　送品　　名KIT No. コード 小売価格1梱入数

第55回 静岡ホビーショー 会場受注 人気再販 ご注文は注文書1-1にて承ります。

40083 2 6～7月生産40083 R.M.S. タイタニック ６個1/400 ¥9,800（+消費税）

50031 0 6～7月生産MU01 ソッピース キャメル F.1
（NEW ミュージアムモデル）

６個1/16 ¥14,800（+消費税）

43167 6 6～7月生産CH117 日本海軍 航空母艦 赤城 フルハル バージョン 20個1/700 ¥3,800（+消費税）

71601 8 6～7月生産TT101 フィニッシュ ピンセット 10個 ¥2,800（+消費税）

71901 9 6～7月生産TF901 偏光フィニッシュ コバルトブルー～イエロー 10個 ¥1,200（+消費税）

71902 6 6～7月生産TF902 偏光フィニッシュ コバルトグリーン～マゼンタ 10個 ¥1,200（+消費税）

スケール

40083

CH117

MU01

20276

弊社発送予定 ７月20日
発売日 ７月23日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,000

（+消費税）

◆1/24   カー モデル シリーズ
ジャックス シビック

シビックのグループA仕様を再販します！第１弾
は1992年全日本ツーリングカー選手権に参戦
したジャックスシビック。今回のキットでは再現
度をより高めるべく、新規プラ部品をちょっとだ
け追加しています。この部品により、車高をさら
に落とし込み実車に近い状態で組み上げること
が可能になります！

チーム ムーンクラフト CAR No.14
ローダウン用パーツ

新金型追加

07438

弊社発送予定 ７月20日
発売日 ７月23日ごろ
1梱入数 24個
小売価格 ¥3,200

（+消費税）

◆1/48   飛行機 シリーズ
川崎 T-4“11th SQ ブルーインパルス創隊20周年記念”

＜新デカール＞

Kawasaki T-4

今年の2月、第11飛行隊創隊20周年記念式典で公開された特別塗
装機を再現します。ブルーインパルス飛行隊として1995年12月に松
島基地に新編された第11飛行隊は、翌年1996年4月よりT-4による
展示飛行を開始しました。

航空自衛隊 第4航空団 第11飛行隊“ブルーインパルス”
創隊20周年記念塗装機「621」（松島基地：2016年2月）
オマケ：創隊20周年記念碑マーク

デカール
（予定）

PHOTO：AKIRA FUKUSHIMA

02208
弊社発送予定 ７月26日
発売日 ７月29日ごろ
1梱入数 20個
小売価格 ¥3,600

（+消費税）

◆1/72   飛行機 シリーズ
川西 H6K5 九七式大型飛行艇 23型 電探装備機“対潜哨戒”

＜新デカール＞

川西 H6K5 九七式大型飛行艇 23型
■ 第901海軍航空隊 所属機「KEA71」

機首に電波探信儀を搭載した「KEA71」を再現します。本機は、航続距
離の長さを活かして哨戒任務を行い、艦船を護衛しました。

第901海軍航空隊 所属機「KEA71」（サイパン：1944年1～2月）
他１機分
H-6レーダー部品

デカール
（予定）

7月下旬発売 追加新製品 こちらの商品はホビーショー会場では受注いたしません。後日改めてご案内いたします。

4 967834 022089

4 967834 074385

4 967834 202764

■ 第4航空団 第11飛行隊 “ブルーインパルス”創隊20周年記念塗装機「621」

新規プラ部品

エッチング

デカール（予定）

TT101TF902TF901

■ローダウン

■従来


