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新製品 ＆特別商品 情報

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29年（2017年）2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 7 年 ２ 月 発 売 新 製 品 ＜定番＆定番外 新製品＞

20288 三菱 ギャラン VR-4“1991 モンテカルロ/スウェディッシュ ラリー”

◆1/24 カー モデル シリーズ

＜人気再販＞

永らく生産休止となっておりました、ラリーカーを再生産しま
す。第１弾は1991年のWRCに参戦した、赤、銀、緑、青のラリ
ーアートカラーを纏った三菱 ギャラン VR-4です！
1991年 スウェディッシュ ラリー優勝車 Car No.4 ドライバー：ケネス エリクソン
デカール
（予定）
1991年 モンテカルロ ラリー出場車 8位 Car No.4 ドライバー：ティモ サロネン

20289 ランチア デルタ HF インテグラーレ 16v“1991 1000湖 ラリー”

◆1/24 カー モデル シリーズ

＜人気再販＞

永らく生産休止となっておりました、ラリーカーを再生産しま
す。第２弾も同じく1991年のWRCに参戦したマシン。マルティ
二カラーがよく似合う、ランチア デルタです！
1991年 1000湖ラリー優勝車
デカール
（予定）
Car No.2 ドライバー：ユハ カンクネン

4 967834 202887

弊社発送予定 ２月２日
発売日

1梱入数

＜ディテールアップ＞

補助フロートを支える張り線・機首に装備された電波探信儀ア
ンテナ・搭乗用の梯子などを精密に再現することが可能です。
エッチングの材質はステンレスで、サイズは145x57mm（厚さ
0.15mm）。二式大型飛行艇のキットに組み込む事で、エッチン
グならではの繊細で精密感あふれる仕上がりを実現可能です。

■91式魚雷×2（框板×3種）、250kg爆弾×8、60kg爆弾×8、500kg爆弾×1に対応しています。

＜ディテールアップ＞

日本海軍の魚雷、爆弾部品用エッチングパーツです。爆弾は風車
とフィン、魚雷はスクリューとフィンのパーツをセット。エッチ
ングの材質は真鍮で、サイズは145×57mm（厚さ0.1mm）。二式
大型飛行艇 12型の武装（250kg爆弾・魚雷）や、九六陸攻・一式
陸攻・銀河などの武装（60kg爆弾・500kg爆弾）に使用可能です！

4 967834 202894

発売日

1梱入数

◆1/72 飛行機 シリーズ

事

■機首

¥3,800

（+消費税）

4 967834 721678

弊社発送予定 ２月６日
発売日

1梱入数

２月９日ごろ

50個

¥2,000

本体価格

（+消費税）

4 967834 721685

弊社発送予定 ２月６日
発売日

1梱入数

２月９日ごろ

50個

¥2,000

本体価格

（+消費税）

完全新金型
同様

製品化

4 967834 015753

。
用意

、艇体 隔壁
、組 立 易

強

実現。
尾部銃座 内部構造 、完成後 外
見
部分 中心 精密 再現。搭乗員
（原型製作：竹 一郎 氏 / 機長・副操縦士・無線士・機関士・前部銃手・上部銃手・尾部銃手
） 多数付

属。側方機銃 展開
化 、正確 形状

■ 詫間海軍航空隊 所属機「T-31」（第426号機）

36個

本体価格

完全新金型/初回特典ポスター付

傑作大型飛行艇「二式大艇」 、最新 考証
、主翼 1/32飛行機

川西 H8K2 二式大型飛行艇 12型

２月５日ごろ

川西 H8K2 二式大型飛行艇 12型

E 45

度

（+消費税）

弊社発送予定 ２月２日

QG68 日本海軍機 装備品ディテールアップ エッチング パーツ A

◆1/72 飛行機 シリーズ

36個

¥3,600

本体価格

二式大型飛行艇 ディテールアップ エッチング パーツ

QG67

◆1/72 飛行機 シリーズ

２月５日ごろ

別売

。

状態 収納
状態 選択式。艇体底部 波
再現。武装 250kg 爆弾 ×8、91 式魚雷 ×2
用

加藤 単駆郎 氏 担当。同時発売
（QG67、QG68） 組込

、
精密感 高
！
詫間海軍航空隊 所属機「T-31」
（第426 号機）

デカール
（予定）

初回特典

他１機分

内部精密解剖図 B3

） 別

弊社発送予定 ２月７日
発売日

1梱入数

（所蔵：船 科学館/画：谷井 健三 氏）

■コックピット

装置（通称

２月10日ごろ

本体価格

12個

¥8,800

（+消費税）

■機首

■主翼接続用のサポートパーツ
■エンジンまわり

カツオブシは別パーツ化
■魚雷

■主翼の羽布張表現

■補助フロート

■胴体銃手

■尾部銃手

02221 ミグ25PD フォックスバット“ワールド フォックスバット”

◆1/72 飛行機 シリーズ

＜新デカール＞

猛禽類のエンブレムを描いた「FU-75」、VLKSM60周年記念マーキング
を記した「青56」、1976年9月6日に北海道の函館空港に強行着陸したベ

MIKOYAN-25PD

■ アルジェリア空軍 所属機「FU-75」

レンコ中尉の「赤31」の選択式。パーツはICM社製をセットします。
デカール
（予定）

ミグ25PD アルジェリア空軍 所属機「FU-75」
ミグ25PD ウクライナ空軍 所属機「青56」
ミグ25P ソ連空軍 ベレンコ中尉乗機「赤31」

4 967834 022218

弊社発送予定 ２月９日
発売日

1梱入数

２月12日ごろ

24個

¥3,600

本体価格

（+消費税）

02226 F-15J イーグル“306SQ 35周年記念 スペシャルペイント”

◆1/72 飛行機 シリーズ

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

F-15J EAGLE

■ 航空自衛隊 第6航空団 第306飛行隊 部隊創設35周年記念塗装機「866」

F-4J PHANTOMII

PHOTO：

デカール
（予定）

アメリカ海軍 空母USSルーズベルト搭載
第84戦闘飛行隊“ジョリーロジャース”CAG機「AE200」（1972年）

＜新デカール＞

2016年9月開催の小松基地航空際でお披露目された、303SQと
306SQの特別塗装機を選択キットで再現します！
航空自衛隊 第6航空団 第306飛行隊
部隊創設35周年記念塗装機「866」（小松基地：2016年9月）
デカール
（予定）
航空自衛隊 第6航空団 第303飛行隊
小松基地航空祭特別塗装機「859」
（2016年9月）

CH44

4 967834 022263

弊社発送予定 ２月９日
発売日

1梱入数

２月12日ごろ

36個

¥3,200

本体価格

（+消費税）

F-4J ファントムII“VF-84 ジョリー ロジャース スーパーディテール”

◆1/48 飛行機 シリーズ ＜特別仕様＞

エンブレムワッペン付

ドクロの部隊エンブレムで有名なVF-84のファントムIIを再現し
ます。コックピットと脚まわりを中心に、ディテールアップパ
ーツを追加して精密感がアップ！さらに、VF-84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 脚柱・ホイール・コックピットの内壁・
計器盤裏面・キャノピーフレーム部品
エッチング部品 計器盤・キャノピーフレーム部品など
計器盤裏面コード類
軟質樹脂部品 タイヤ部品
塩ビ部品

4 967834 510449

弊社発送予定 ２月10日
発売日

1梱入数

２月15日ごろ

20個

¥7,800

本体価格

（+消費税）

40094 日本海軍 甲型駆逐艦 野分“スーパーディテール”

◆1/350 艦船 シリーズ

日本海軍 甲型駆逐艦 野分
■ マリアナ沖海戦時

製品仕様

野分：マリアナ沖海戦時（1944年6月）
浜風：マリアナ沖海戦時（1944年6月）
谷風：丁一号輸送部隊（1943年9月）

＜特別仕様＞

甲型駆逐艦 雪風の同型艦 野分（のわき）を再現します。
本艦は、隼鷹と共にマリアナ沖海戦に参戦しており、撃
墜されてしまった隼鷹航空隊のパイロット達を救出した
事でも知られています。キットは、精密感溢れるエッチ
ング、メタル、真鍮挽き物を追加した豪華な内容。同型艦
の浜風、谷風も選択可能な内容です。
メタル部品 爆雷部品
真鍮挽き物 爆雷・主砲身部品
エッチング部品 手摺など

4 967834 400948

弊社発送予定 ２月14日
発売日

1梱入数

２月17日ごろ

12個

¥8,400

本体価格

（+消費税）

64747 「エリア88」A-4M スカイホーク“グレッグ・ゲイツ”

◆1/48 クリエイターワークス シリーズ

NOW PRINTING

C 新谷かおる

A-4M SKYHAWK

4 967834 647473

弊社発送予定 ２月14日
発売日

1梱入数
本体価格

２月17日ごろ

24個

¥3,600

（+消費税）

SP355 ユーロファイター タイフーン 単座型“エースコンバット ユーピオ”

TYPHOON

C BANDAI

＜新デカール＞

新谷 かおる 先生の漫画「エリア88」に登場する傭兵達の機体を
原作イラストパッケージでキット化します！第４弾は砂漠に潜
む地上空母への攻撃に出撃した、グレッグのA-4Mを1/48スケー
ルでキット化します。おまけデカールとして、A-10に描かれて
いたドクロのパーソナルマークもセットします。
アスラン王国 空軍 外人部隊基地エリア88所属 グレッグ・ゲイツ 乗機
デカール
（予定）
アスラン王国 空軍 外人部隊基地エリア88所属 キャンベル 乗機

◆1/72 エースコンバット シリーズ

NAMCO Entertainment Inc.

展示スタンド付

「エースコンバット 6」にダウンロードコンテンツとして登場し
たユーピオ カラーのタイフーンをキット化します。「EC 071」
は新国際連合共同体直属治安維持対策機構 ユーピオ 特別航空部隊
サーフ 所属機で、キットはライトグレーの機体
と、ブルーグレーの機体の選択式となります。
ユーピオ所属機「EC 071」
デカール
（予定）
UPEO EMBLEM「EC 071」

4 967834 521551

弊社発送予定 ２月21日
発売日

1梱入数
本体価格

２月24日ごろ

24個

¥3,800

（+消費税）

02225 P-38H/J ライトニング“ヨーロッパ戦線”

◆1/72 飛行機 シリーズ

P-38H LIGHTNING

■ 第55戦闘航空群 第38戦闘飛行隊 ジャック ジェンキンス中佐 乗機「CG-J」

P-38J LIGHTNING

■ 第20戦闘航空群 第55戦闘飛行隊 ロイ スクラッチフィールド大尉 乗機「KI - N：JEANNE」

＜２機セット＞

4 967834 022256

ヨーロッパ戦線でドイツ本土爆撃を行ったアメリカ陸軍 第8空軍より、護衛戦闘機の任にあたったP-38を
キット化します。キットはエンジンカウル下方の「アゴ」がすっきりしているH型と、ラジエーターの
搭載によりアゴが大型化したJ型、1機ずつが製作できる２機セット。「CG-J」は後に55FGの司令官とな
るジャック ジェンキンス中佐の搭乗機。「KI-N : JEANNE」は、爆
撃機の目となるドループ・スヌートを守る機体で、機首部分にド
弊社発送予定 ２月21日
ループ・スヌートを模した欺瞞マーキングが施されています。
発 売 日 ２月24日ごろ
P-38H：第55戦闘航空群 第38戦闘飛行隊
ジャック ジェンキンス中佐 乗機「CG-J」（1943年10月）
1梱入数
24個
デカール
（予定）
P-38J：第20戦闘航空群 第55戦闘飛行隊
ロイ スクラッチフィールド大尉 乗機「KI-N：JEANNE」
本体価格
（+消費税）

¥3,200

65835 Sv-262Ba ドラケンIII ボーグ機/ヘルマン機“マクロスΔ”

◆1/72 マクロスΔ シリーズ

Sv-262Ba DRAKENIII

✓

■ ウィンダミア空中騎士団所属
ボーグ・コンファールト搭乗機
C 2015

新金型追加

TVアニメ「マクロスΔ」より、ウィンダミア 空中騎士団所属の
ドラケンIII 一般機を再現。本機の特徴であるショートノーズと
シンプルなストレートラインの主翼外翼部を新規プラ部品追加
で再現します。デカールはボーグ機/ヘルマン機の選択式。キャ
ノピープロテクター及び機体左側面には各々の家紋が記されて
います。着座姿勢のパイロットフィギュアと、プロテクターを
排除したキャノピー部品（クリアー成形）が付属。
パッケージイラストは天神 英貴 氏が担当します。
ウィンダミア空中騎士団所属 ボーグ・コンファールト搭乗機
デカール
（予定）
ウィンダミア空中騎士団所属 ヘルマン・クロース搭乗機
ショートノーズ・主翼の外翼部品
プラ部品

ビックウエスト

ボーグ

ヘルマン

4 967834 658356

弊社発送予定 ２月23日

２月26日ごろ

発売日

24個

1梱入数

¥3,600

本体価格

（+消費税）

SP356 ワイルドたまごガールズ No.01 1/4トン 4×4 トラック
“エイミー マクドネル”w/フィギュア

NOW PRINTING

◆1/24 カー モデル シリーズ

日本の季節は冬ですが、ここはオーストラリアの広大な大地！
真夏の荒野をお気に入りの車で駆ける、水着+ホットパンツ姿の
エイミー マクドネルをキット化します♪ボンネットに腰掛ける
レジン製フィギュア（1/24）を追加した特製キットです。車体
はオフロードレースをイメージしたオリジナルカラー。マーキ
ングデザインとパッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当します。
エイミー マクドネルの所有車
デカール
（予定）
フィギュア用の瞳デカールなど
レジン部品 エイミー マクドネル フィギュア（原型製作：辻村 聡志 氏）

Amy McDonnell
レジン製フィギュア付

4 967834 521568

弊社発送予定 ２月23日

２月26日ごろ

発売日

36個

1梱入数

¥4,200

本体価格

（+消費税）

02220 中島 A6M2-N 二式水上戦闘機“第802航空隊”

◆1/72 飛行機 シリーズ

■ 第802海軍航空隊 所属機「N1-119」

中島 A6M2-N

二式水上戦闘機

■ 第802海軍航空隊 所属機「Y4-122」

＜２機セット＞

マーシャル諸島に配備された802空水戦隊所属の二
式水戦をキット化します。時期によって異なる、垂
直尾翼の部隊符号の表記の違いをデカールで再現。
２機セットなので、「N1-119」「Y4-122」を作り比べる
ことが可能です。
第802海軍航空隊 所属機「N1-119」（1943年）
デカール 第802海軍航空隊 所属機「Y4-122」（1943年10月）
（予定）
第802海軍航空隊 所属機「N1-112」

4 967834 022201

弊社発送予定 ２月28日

３月３日ごろ

発売日

36個

1梱入数

¥3,000

本体価格

（+消費税）

07447 メッサーシュミット Bf109G-6/14“ハルトマン”w/フィギュア

◆1/48 飛行機 シリーズ

Messerschmitt Bf109G-6

■ 第52戦闘航空団 第9中隊 中隊長 エーリッヒ ハルトマン中尉 乗機「黄1」

デカール
（予定）

G-14型：第52戦闘航空団 第4中隊 中隊長
エーリッヒ ハルトマン中尉 乗機「白1」（1944年11月）
G-6型：第52戦闘航空団 第9中隊 中隊長
エーリッヒ ハルトマン中尉 乗機「黄1」（1943年10月）

２月発売予定 人気再販

4 967834 074477

弊社発送予定 ２月28日

３月３日ごろ

発売日

36個

1梱入数

¥3,400

本体価格

（+消費税）

■ 2017年２月下旬以降に下記の２アイテムを再販いたします！
ジェットビートル
w/特殊潜航艇 S号

弊社発送予定 ２月下旬以降予定

弊社発送予定 ２月下旬以降予定

1梱入数
65812 7

レジン製フィギュア付

ジェットビートル
w/ハイドロ ジェネード サブロケット
65812 ◆1/72

C 円谷プロ

＜特別仕様＞

ユーザーの皆様からのリクエストにお
応えして、「撃墜王 -蒼空の7人-」よ
り、352機撃墜のスコアを持つ、ドイ
ツ空軍のトップエース「エーリッヒ
ハルトマン」のBf109を単品販売いた
します。レジン製の超絶ディテールフ
ィギュア（1/48）が1体付属します。
レジン部品 ハルトマン フィギュア
（原型製作：竹 一郎 氏）

本体価格

65813 ◆1/72

＜人気再販＞

24個

¥3,400（+消費税）

1梱入数
C 円谷プロ

65813 4

本体価格

＜人気再販＞

24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。

