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新製品 ＆特別商品 情報

ハセガワ ウェブサイト
平成29年（2017年）
1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。

ハセガワ 新製品情報 随時公開!

■ カラー版ニュースレーダーがダウンロードできます！

＜発売時期変更のご案内＞

■ E45 1/72「川西 H8K2 ニ式大型飛行艇 12型」
■ QG67 1/72「ニ式大型飛行艇 ディテールアップ エッチングパーツ」
諸般の事情により発売時期を変更させて頂きます。
「2016年 12月下旬発送/12月下旬発売予定」→「2017年2月発売予定」
出荷日につきましては、後日アナウンスさせていただきます。

2 017年1月 発 売 キ ャ ラ ク タ ー 新 製 品 ＜定番外 新製品＞
64746「紫電改のマキ」川崎 キ61 三式戦闘機 飛燕 I 型“飛燕のお蛍”

◆1/32 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）より、「飛燕のお蛍」こと、古嵐蛍が
搭乗する飛燕 I型を1/32スケールで再現します。キットには同スケー
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「古嵐蛍
」を辻村 聡志 氏が“かわいく”作り込みます♪
石神女子高校 古嵐蛍 乗機
デカール 古嵐蛍のキャラクターデカール
（予定）
フィギュア用デカール（瞳 、セーラー服のラインと袖章）
（着座姿勢＆立ちポーズ）
レジン部品 古嵐蛍のフィギュア２体
※パッケージイラストとは異なります。

C 野上武志（チャンピオンRED）2014

1/32 レジン製 フィギュア付
原型：辻村 聡志 氏

4 967834 647466

弊社発送予定 １月24日
発売日

1梱入数

１月27日ごろ

24個

¥5,400

本体価格

（+消費税）

SP353 F-15C イーグル“エースコンバット ガルム1”

F-15C GALM 1

◆ たまごひこーき シリーズ

C BANDAI

NAMCO Entertainment Inc.

＜新デカール＞

「エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー」より
ガルム隊１番機がコロっとかわいい「たまごひこーき」
になりました！ガルム１は主人公サイファーが搭乗す
る機体です。パッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当。
おまけデカール（プチ）も付属。
ウスティオ空軍 第6航空師団 第66飛行隊
デカール
（予定）
サイファー搭乗機「ガルム1：032」

4 967834 521537

弊社発送予定 １月31日
発売日

1梱入数

２月３日ごろ

60個

¥1,500

本体価格

（+消費税）

SP354 F-15C イーグル“エースコンバット ガルム2”

F-15C GALM 2

◆ たまごひこーき シリーズ

C BANDAI

NAMCO Entertainment Inc.

＜新デカール＞

「エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー」より
ガルム隊２番機がコロっとかわいい「たまごひこーき」
になりました！ガルム２は、サイファーの相棒、ピク
シーが搭乗する機体です。パッケージイラストは藤沢
孝 氏が担当。おまけデカール（プチ）も付属。
ウスティオ空軍 第6航空師団 第66飛行隊
デカール
（予定）
ピクシー搭乗機「ガルム2：011」

4 967834 521544

弊社発送予定 １月31日
発売日

1梱入数
本体価格

２月３日ごろ

60個

¥1,500

（+消費税）

2 017年1月 発 売 新 製 品 ＜定番外 新製品＞
20286 出光 モーション 無限 シビック EG6

◆1/24 カー モデル シリーズ

ホンダ シビック EG6のレーシングバージョンを再生産！第３弾は
1992年のJTCに参戦した、出光シビックです。キットには、再現
度をさらに高めるべく「ローダウン用パーツ」をセット。車高を
落とし込み、より実車に近い状態で組み上げることが可能です。
1992年全日本ツーリングカー選手権出場車
チーム 出光 レーシング with 無限 CAR No.100
デカール
（予定）
第8戦国際ツーリングカー耐久レースインターTEC
第４戦鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース
専用プラ部品 ローダウン用パーツ

20287 ケンウッド クレマー ポルシェ 962C

◆1/24 カー モデル シリーズ

Cカー シリーズを久々に再生産！第５弾は1989年のWSPCに参戦
したクレマー ポルシェです。ブラック＆レッドのカラーリングが
印象的なマシンです。
1989年世界スポーツプロトタイプカー選手権 出場車
デカール
（予定）
クレマー・レーシング チーム CAR No.10

ローダウン用パーツ付

4 967834 202863

弊社発送予定 １月11日
発売日

1梱入数
本体価格

１月14日ごろ

36個

¥3,000

（+消費税）

4 967834 202870

弊社発送予定 １月11日
発売日

1梱入数
本体価格

１月14日ごろ

36個

¥2,800

（+消費税）

02219 愛知 E13A1 零式水上偵察機 11型“鹿島航空隊”w/カタパルト

零式水上偵察機 11型

◆1/72 飛行機 シリーズ

■ 鹿島海軍航空隊 所属機「カシ-98」
PHOTO：HAJIME ISHIHARA

鹿島航空隊は水上機搭乗員の訓練を行った部隊で、茨城県に位
置する鹿島水上機基地に配備されていました。霞ヶ浦に面する
基地の桟橋付近には、カタパルトが設置されていました。
鹿島海軍航空隊 所属機
デカール
（予定）
「カシ-98」、「カシ-95」（霞ヶ浦 鹿島水上機基地）

10820 AIR DO ボーイング 767-300“ベア・ドゥ北海道JET”

◆1/200 旅客機 シリーズ

B767-300

■ エア・ドゥ特別塗装機「JA602A」
PHOTO：Brandon Thetford

■ 航空自衛隊向け初号機「AX-1：701」

＜新デカール＞

「北海道の翼」エア・ドゥの設立から20年！“北海道の四季”を
コンセプトとする特別塗装機が2016年7月29日より就航してい
ます。春・夏、秋・冬の北海道各地の風景、垂直尾翼には人気
のベア・ドゥが描かれた賑やかなデザインが魅力です。
デカール（予定） エア・ドゥ特別塗装機「JA602A」

4 967834 022195

弊社発送予定 １月13日
発売日

1梱入数
本体価格

48個

¥2,600

（+消費税）

4 967834 108202

発売日

1梱入数
本体価格

＜新デカール＞

航空自衛隊への配備に向けて、ロッキード・マーチンのフォー
トワース工場で生産が進む４機のF-35A。2016年8月の初号機公
開から、飛行試験、2016年内の引き渡しに向けて、着々と準備
が進められています。キットは駐機/飛行状態の選択式で、展示
用スタンドが付属。テスト機用のリフレクターもパーツ化して
あります。ロービジカラーの日の丸が新鮮な印象です。
（2016年8月）
デカール（予定） 航空自衛隊向け初号機「AX-1：701」

１月18日ごろ

弊社発送予定 １月13日

02222 F-35A ライトニングII“航空自衛隊 初号機”

◆1/72 飛行機 シリーズ

F-35A LIGHTNING II

＜新デカール＞

１月18日ごろ

36個

¥2,400

（+消費税）

展示スタンド付
4 967834 022225

弊社発送予定 １月17日
発売日

1梱入数
本体価格

１月20日ごろ

24個

¥2,800

（+消費税）

02224 川崎 T-4“芦屋スペシャル 2016”

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

◆1/72 飛行機 シリーズ

KAWASAKI T-4

■ 第13飛行教育団 芦屋基地航空祭記念塗装機「634」T-4基本操縦前期課程修了1000人達成記念

＜２機セット/新デカール＞

2016年10月の芦屋基地航空際で PHOTO：HAJIME ISHIHARA
お披露目された特別塗装機を再
現。T-4基本操縦前期課程修了
1000人を記念した「634」と、
制空迷彩が施された「807」の２機が公開されました。キットは
２機セットでパーツカラーはホワイトとライトグレーです。
第13飛行教育団 芦屋基地航空祭記念塗装機「634」
デカール T-4基本操縦前期課程修了1000人達成記念（2016年10月）
（予定）
第13飛行教育団 芦屋基地航空祭記念塗装機「807」（2016年10月）

4 967834 022249

弊社発送予定 １月17日
発売日

1梱入数
本体価格

１月20日ごろ

24個

¥3,700

（+消費税）

08246 F4B-4“トップハッターズ”

◆1/32 飛行機 シリーズ

F4B-4

■ 第1戦闘飛行隊 所属機「1-F-5」

＜新デカール＞

F4B-4を久々に生産！主翼上面をオレンジイエロー、垂直尾翼を
レッドで塗装し、胴体側面にシルクハットのマークを記した
VF-1所属機を再現します。VF-1はアメリカ海軍初の艦上機部隊
で、後のVF-14“トップハッターズ”のルーツにあたります。
アメリカ海軍 空母USS サラトガ搭載
第1戦闘飛行隊 所属機「1-F-5」（1933〜34年）
デカール
（予定）
アメリカ海軍 空母USS レキシントン搭載
第5爆撃飛行隊 所属機「5-B-7」（1935年）

4 967834 082465

弊社発送予定 １月19日
発売日

1梱入数
本体価格

１月22日ごろ

24個

¥3,800

（+消費税）

02223 F/A-18F アドバンスド スーパー ホーネット

◆1/72 飛行機 シリーズ

PHOTO：Mark Nankivil Photo

F/A-18F ADVANCED SUPER HORNET
■ デモンストレーター

2013年8月にボーイングが発表した、スーパーホーネットの進化系
テスト機をキット化！胴体上面にCFT（コンフォーマルタンク）、
機体下面にEWP（エンクローズドウェポンポッド）を装着した姿
をレジン部品追加で再現します。CFTは航続距離と速度性能、EWP
は内装式兵装ポッドで、ステルス性能の向上が期待されます。
デカール（予定） デモンストレーター（2013年）
レジン部品 コンフォーマルタンク・エンクローズドウェポンポッド部品

CH43

F-15J EAGLE

デカール
（予定）

航空自衛隊 第9航空団 第204飛行隊 所属機
第9航空団新編記念塗装機「955」
（那覇基地：2016年1月）

4 967834 022232

弊社発送予定 １月19日
発売日

1梱入数
本体価格

１月22日ごろ

36個

¥4,000

（+消費税）

F-15J イーグル“204SQ スーパーディテール”

◆1/48 飛行機 シリーズ

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

＜特別仕様＞

＜特別仕様＞

2015年12月の那覇基地エアーフェスタ2015でお披露目された、
第９航空団新編記念特別塗装機を再現します。第９航空団は、
築城基地からの304SQ移動を機に、2016年1月に新編されました
。キットはメタル部品、エッチング部品などのディテールアップ
パーツを追加した豪華な内容。さらに、204SQのエンブレムワッ
ペン（布製の刺繍タイプ：サイズは天地9cm）が付属します！
メタル部品 主脚柱・前脚柱・主車輪・前輪部品
エッチング部品 ノズルアクチュエーター・ヘッドアップディスプレイ・バックミラー部品など
アイリスカバー無しノズル用部品
プラ部品
照準器用サイトグラス部品
塩ビ部品

エンブレムワッペン付

4 967834 510432

弊社発送予定 １月26日
発売日

1梱入数
本体価格

１月29日ごろ

20個

¥7,400

（+消費税）

30041 60cm/54cm 自走臼砲 カール
“1号車 アダム /バルドル”w/ IV号特殊弾薬運搬車

◆1/72 AFV シリーズ

MORSER KARL
デカール
（予定）

■ ドイツ陸軍 040機材（60cm 臼砲）カール1号車「アダム」

ドイツ陸軍 040機材（60cm 臼砲）カール1号車「アダム」
（1941年 ）
ドイツ陸軍 041機材（54cm 臼砲）カール1号車「バルドル」
ドイツ陸軍 040機材（60cm 臼砲）カール1号車「バルドル」
おまけ：ドイツ陸軍 040機材（60cm 臼砲）カール2号車「エーファ」

１月発売予 定 人 気 再 販

＜新デカール＞

カール 1号車（試作型）の固有名称「ア
ダム」は、後に「バルドル」に改名さ
れ、塗装も全面ジャーマングレーから
全面３色迷彩に変化しています。キッ
トは臼砲装備の口径を60cm/54cmの2
種から選択可能。足回りも走行時と、
車高を落とした射撃姿勢をサスペンシ
ョン部品の選択で再現可能。IV号特殊弾
薬運搬車が付属します。

◆1/24

21056 1

本体価格

20個

¥3,800

本体価格

（+消費税）

ダットサン フェアレディ240Z
“1971 サファリラリー ウィナー”

＜人気再販＞

HR 8

弊社発送予定 １月下旬以降予定

1梱入数

１月29日ごろ

発売日

1梱入数

■ 2017年１月下旬以降に下記の２アイテムを再販いたします！

日産 ブルーバード 1600 SSS
“1970 サファリラリー優勝車”
HR 6

4 967834 300415

弊社発送予定 １月26日

36個

¥3,200（+消費税）

◆1/24

＜人気再販＞

弊社発送予定 １月下旬以降予定

1梱入数
21058 5

本体価格

36個

¥3,200（+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。

