
 平成29年（2017年）3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!

３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

＜特別仕様＞

＜特別仕様＞

02227

弊社発送予定 ３月７日
発売日 ３月10日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
ハインケル He111H-6 w/Bv246 ハーゲルコルン

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第100爆撃航空団 第2中隊 所属機「6N+SK」
Heinkel He111H-6

試験のみが行われたBv246（滑空爆弾）搭載機が、もし実戦に投
入されていたら....という想定でキット化します。Bv246は搭載状
態を再現。翼が、たわんだ状態をパーツ化しています。

H-6後期型：第100爆撃航空団 第2中隊 所属機「6N+SK」
H-6後期型：Bv246搭載試験機「DF+OV」
Bv246滑空爆弾部品
ラック・取付支持架部品

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
07448

弊社発送予定 ３月２日
発売日 ３月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
三菱 A6M5c/A6M7 零式艦上戦闘機 52型丙/62型“芙蓉部隊”

1/48  飛行機 シリーズ
1945年3月に静岡県藤枝基地（現航空自衛隊静浜基地）から九州
の鹿屋基地に進出、米軍の侵攻に対し沖縄方面に展開した芙蓉
（ふよう）部隊所属の零戦を再現。62型と52型丙の選択式です。

第131海軍航空隊 戦闘第901飛行隊 所属機
62型：「131-25」（藤枝基地：1945年）
52型丙：「131-88」（藤枝基地：1945年）
62型：「131-30」（藤枝基地：1945年）

デカール
（予定）■ 第131海軍航空隊 戦闘第901飛行隊 所属機「131-25」

A6M7 零式艦上戦闘機 62型

2017年３月発売 新製品 ＜定番＆定番外 新製品＞

プラ部品
レジン部品

4 967834 022270

4 967834 074484

1/700   艦船 シリーズ

新規プラ部品
製品仕様

新金型追加
4 967834 431713

CH121

弊社発送予定 ３月２日
発売日 ３月５日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥6,600

（+消費税）

◆
海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 いずも フルハル スペシャル

2015年3月に就役した、海上自衛隊で最大の護衛艦「いずも」の
フルハルモデルが発売となります。新規プラ部品の船底パーツ
に加え、ディテールアップ用のエッチングや、木製ベースなど
を追加した豪華版！艦載機（MCH-101×2、SH-60K×2、
MV-22×2）と搭載車両が多数付属します。

DDH-183 第1護衛隊群 第1護衛隊 所属 横須賀基地
船底・舵・スクリュー・スタンド支柱部品その他

エッチング部品 手摺など（QG53と同じ。）
アルミ製ネームプレート・展示台用木板

WM01

弊社発送予定 ３月７日
発売日 ３月10日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
日立建機 油圧ショベル ZAXIS135US

1/35  WM シリーズ
新たに「建機シリーズ」がスタートします！第１弾は、日立建機
の油圧ショベル ZAXIS135USを再現します。先端のアタッチメン
トは、バケットと、フォークグラップルの選択式。車体前方に
装着されたドーザーブレードは、上下に可動します。操縦席内
部もドーザーブレード操作レバー部品を追加し、精密に再現。
着座姿勢の男性オペレーター部品（原型製作：辻村 聡志 氏）が
付属。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

バケット・アーム基部・ドーザーブレード・男性オペレーター部品

＜人気再販＞
20290

弊社発送予定 ３月９日
発売日 ３月12日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
スバル レガシイ RS“1992 スウェディッシュラリー”

1/24  カーモデル シリーズ
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３弾は本格的にWRCに参戦し始めた頃のスバルマシン。
ドライバーは、まだ若手だった頃のコリン マクレーです。

1992年 スウェディッシュ ラリー出場車 2位
Car No.7 ドライバー：コリン マクレー

デカール
（予定）

新規プラ部品

新金型追加

4 967834 660014

4 967834 202900

「日立建機株式会社商品化許諾」

■バケット ■ドーザーブレード ■男性オペレーターフィギュア■バケット ■ドーザーブレード ■男性オペレーターフィギュア■ドーザーブレード基部■ドーザーブレード基部

TESTSHOTTESTSHOT

いずもDDH-183

HITACHI EXCAVATOR ZAXIS135US



＜新デカール＞
SP358

弊社発送予定 ３月22日
発売日 ３月25日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥1,500

（+消費税）

◆
F-14A トムキャット“エースコンバット ラーズグリーズ隊”　

 たまごひこーき シリーズ
「エースコンバット 5」より、ブレイズ（主人公）が搭乗する、
ラーズグリーズ隊の黒いF-14が、コロっとかわいい「たまごひ
こーき」になりました♪パーツカラーはブラウンブラックとク
リアー。パッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当します。

ラーズグリーズ戦闘機部隊 所属機「KT016」
おまけデカール（プチ）付き

デカール
（予定）　C     BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

F-14 TOMCAT

＜新デカール＞
SP359

弊社発送予定 ３月22日
発売日 ３月25日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥1,500

（+消費税）

◆
F-14A トムキャット“エースコンバット ウォードッグ隊”　

 たまごひこーき シリーズ
「エースコンバット 5」より、ウォードッグ隊の隊長 ブレイズ
（主人公）の機体が、コロっとかわいい「たまごひこーき」に
なりました♪ パッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当します。

オーシア国防空軍 第108戦術戦闘飛行隊 サンド島分遣隊ウ
ォードッグ隊 隊長機「ブレイズ：NZ016」
おまけデカール（プチ）付き

デカール
（予定）

　C     BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

F-14 TOMCAT

＜新デカール＞
02231

弊社発送予定 ３月16日
発売日 ３月19日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
MV-22B オスプレイ“タンカー”

1/72  飛行機 シリーズ

■ アメリカ海兵隊 第204中型ティルトローター訓練飛行隊 給油テスト機「02：N204TR」
MV-22B OSPREY

ロービジ迷彩にオレンジ＆ブラックの視認性の高い模様を描いた、
空中給油テスト機のマーキングを再現します。2013年にテキサス
州北部で行われたテストでは、F/A-18に向けてドローイングを
伸ばし、給油位置に並んで飛行する写真が公開されています。

アメリカ海兵隊 第204中型ティルトローター訓練飛行隊
給油テスト機「02：N204TR」（2013年）

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02232

弊社発送予定 ３月14日
発売日 ３月17日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥2,600

（+消費税）

◆
AJ-37 ビゲン“ナチュラルメタル2016”

1/72  飛行機 シリーズ

■ スウェーデン空軍ヒストリックフライト所属機「7-52」
AJ-37 VIGGEN

ビゲンはドラケンの後継機として開発された機体で、現在はグ
リペンにその席を譲っています。キットは、歴史的に重要な国
産機を保存するスウェーデンの民間組織「SwAFHF」に所属する
ナチュラルメタルの機体を再現。ビゲンは久々の生産です。

スウェーデン空軍ヒストリックフライト所属機「7-52」（SE-DXN）
F7航空団 所属機を再現したマーキング（2016年）

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
SP357

弊社発送予定 ３月16日
発売日 ３月19日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
三菱 F-2A“3SQ 60周年記念 ディテールアップ バージョン”

1/48  飛行機 シリーズ

■ 航空自衛隊 第3航空団 第3飛行隊 創設60周年記念塗装機
Mitsubishi F-2A

2016年に60周年を迎えた第3飛行隊の特別塗装機は、洋上迷彩
をデジタル化したデザイン。この緻密な模様をデカールで再現
します！ベースとなる基本塗装を行った後にデジタル迷彩のデ
カールを貼り込んでいくイメージです。

航空自衛隊 第3航空団 第3飛行隊
創設60周年記念塗装機（三沢基地：2016年）
シートベルト・ミラー・放電索・脚柱のパイピング・
AAM-3ミサイルのフィン・増槽のフィン部品

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

65836

弊社発送予定 ３月14日
発売日 ３月17日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
VF-19EF/A イサム・スペシャル“マクロスF”

1/72  マクロスF シリーズ

■ S.M.S所属 イサム・ダイソン 搭乗機
VF-19EF/A

劇場版「マクロスF サヨナラノツバサ」のクライマックス、バジュラ本星での戦いに投入された、イサム
スペシャルをキット化します。本機は、S.M.Sに入隊したイサムが、新生インダストリーのヤンの協力に
より手に入れた機体で、主翼にはVF-25のスーパーパーツが転用されています。キットは新金型部品を追
加し、脚部及び肩部のスーパーパックを装備、さらに、VF-25のス
ーパーパーツに新たなアタッチメント部品を組込む事で、主翼への
取り付けを可能としています。パイロットフィギュアはS.M.Sスー
ツを新たにパーツ化。パッケージイラストは天神 英貴 氏が担当し
ます。（品番：12 マクロススタンドには対応していません。）

S.M.S所属 イサム・ダイソン 搭乗機
脚部＆肩部用スーパーパーツ・脚部のポジション変更用部品・
主翼スーパーパーツ用アタッチメント・パイロットフィギュア部品
VF-25用 主翼スーパーパーツ

エッチング部品

プラ部品

新規プラ部品

展示スタンド付

新金型追加
　C     2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会

デカール（予定）

4 967834 022317

4 967834 022324

4 967834 521575

4 967834 658363

4 967834 521582

4 967834 521599

＜人気再販＞
20291

弊社発送予定 ３月９日
発売日 ３月12日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
トヨタ セリカ ターボ 4WD“1992 ツール･ド･コルス”

1/24  カーモデル シリーズ
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４弾は1992年世界ラリー選手権（WRC）のドライバーズ 
チャンピオンを獲得したカルロス サインツのマシンです！

1992年 ツール･ド･コルス出場車 4位
Car No.1 ドライバー：カルロス サインツ

デカール
（予定）

4 967834 202917

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

PHOTO : Ben Montgomery



※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 ■ 2017年３月下旬以降に下記の４アイテムを再販いたします！

20256

弊社発送予定 ３月下旬以降予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/24

ホンダ シビック
フェリオ VTi

＜人気再販＞

36個

21707

弊社発送予定 ３月下旬以降予定
1梱入数
本体価格 ¥4,200（+消費税）

◆1/12 ＜人気再販＞

24個
20256 6 21707 2

 ヤマハ YZR500（0W98）
“チーム ラッキーストライク ロバーツ 1988”

65776

弊社発送予定 ３月下旬以降予定
1梱入数
本体価格 ¥3,200（+消費税）

◆1/72

SV-51γ w/ツインブースター
“マクロスゼロ”

＜人気再販＞

24個

65777

弊社発送予定 ３月下旬以降予定
1梱入数
本体価格 ¥3,600（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

24個
65776 2 65777 9

VF-0A/S w/ゴースト
“マクロスゼロ”

　C     2002 ビックウエスト 　C     2002 ビックウエスト

＜2機セット/新デカール＞

02229

弊社発送予定 ３月24日
発売日 ３月29日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆

  B-239 バッファロー
“フィンランド空軍 エーセス コンボ パート2”

1/72  飛行機 シリーズ
フィンランド空軍より、撃墜
数No1～3を誇るトップエース
の機体を再現します。キット
は、この内の２機を選択して
組み立てられる内容です。

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
02230

弊社発送予定 ３月24日
発売日 ３月29日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
空技廠 P1Y1-S/P1Y2 銀河 11型/16型“夜間戦闘機”

1/72  飛行機 シリーズ
16型（火星エンジンを搭載）と、11型（誉エンジンを搭載）の選
択式。「ヨD-181」は30mm斜め銃1門を現地改修により装備、「
ヨD-161」 は20mm斜め銃2門とH-6レーダーを装備した機体です。

16型：第302海軍航空隊 第2飛行隊 所属機「ヨD-181」（1945年8月）
11型：第302海軍航空隊 所属機「ヨD-161」 （1945年）
11型：第302海軍航空隊 所属機「ヨD-176」（1945年）
30mm機銃部品
レーダー部品

デカール
（予定）

■ 16型：第302海軍航空隊 第2飛行隊 所属機「ヨD-181」
※実際のパッケージイラストとは異なります。

P1Y2 銀河 16型 メタル部品
エッチング部品

4 967834 022294

4 967834 022300

B-239 BUFFALO

■ 第24戦闘機隊 第1中隊 中隊長
　エイノ ルーッカネン少佐 乗機「白7：BW-393」

■ 第24戦闘機隊 第3中隊
　エイノ イルマリ ユーティライネン曹長 乗機「オレンジ4：BW-364」

第24戦闘機隊 第1中隊  中隊長 エイノ ルーッカネン少佐 乗機「白7：BW-393」（最終スコア56：1942年11月）
第24戦闘機隊 第3中隊 エイノ イルマリ ユーティライネン曹長 乗機 「オレンジ4：BW-364」（最終スコア94：1942年3月）
第24戦闘機隊 第1中隊 ハンス ウィンド中尉 乗機 「白7：BW-393」（最終スコア75：1943年1月）


