
＜新デカール＞
07450

弊社発送予定 ４月４日
発売日 ４月７日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥6,000

（+消費税）

◆
F/A-18F スーパー ホーネット“VX-23 ソルティドッグズ”

1/48  飛行機 シリーズ

■ アメリカ海軍 第23航空試験評価飛行隊 隊長機「SD223」
F/A-18F SUPER HORNET

VX-23は、アメリカ海軍及び海兵隊で運用する航空機の試験を行
う部隊です。「SD223」はスコードロンカラーの「青」を基調と
する派手目のデザインが魅力の機体。垂直尾翼には黄色＆黒のチ
ェッカーや、ブルドックのイラストなどが描かれています。

アメリカ海軍 第23航空試験評価飛行隊 隊長機「SD223」
（パタクセントリバー海軍航空基地：2016年）
ブロックII 用アップデートパーツ

デカール
（予定）

PHOTO：Gerrit Kromhout

＜特別仕様＞
02235

弊社発送予定 ４月６日
発売日 ４月９日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥6,000

（+消費税）

◆
UP-3C オライオン“第51航空隊 2016”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 海上自衛隊 第51航空隊 AIRBOSS試験母機「9151」
UP-3C ORION

AIRBOSS（空中赤外線弾道ミサイル観測センサーシステム）試験
母機「9151」の進化型を再現。胴体下面に新たなフェアリング
を追加した最新の姿をキット化します。

海上自衛隊 第51航空隊 AIRBOSS試験母機「9151」
（厚木基地：2016年）
胴体下面のフェアリング・AIRBOSS部品
標準ピトー管部品

デカール
（予定）

PHOTO：AKIRA FUKUSHIMA

＜人気再販＞
20294

弊社発送予定 ４月６日
発売日 ４月９日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
フロム・エー ポルシェ 962C

1/24  カー モデル シリーズ
懐かしのCカー シリーズを久々に再生産！第６弾は1989年のJSPC
に参戦し、開幕戦を優勝で飾った フロム・エー ポルシェです。
ドライバーはハラルド・グロースと中谷明彦。鮮やかなイエロ
ーカラーに「FROM A」のロゴが印象的なマシンです。

1989年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権 出場車 
フロム・エー レーシングチーム CAR No.27 

20295

弊社発送予定 ４月６日
発売日 ４月９日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,000

（+消費税）

◆
レーシング フィギュア セット（10体セット）

1/24  カー モデル シリーズ

Racing Figure Set

好調なCカーシリーズ再燃に合わせて、フィギュ
アセットも再販決定！セット内容はドライバー２
体（立ちポーズ/着座ポーズ）と、タイヤ交換や
給油などを行うメカニック８体。緊張感のあるレ
ーシングシーンの一コマを演出できます。他のレ
ーシングカーへの応用など、色々広がります♪

＜人気再販＞
20292

弊社発送予定 ４月11日
発売日 ４月14日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
三菱 ギャラン VR-4

1/24  カー モデル シリーズ
2月のWRC仕様に続いて、市販車バージョンも再生産が決定しま
した！三菱ギャランシリーズの最高グレードとして登場した
VR-4はアクティブ4（4輪駆動・4輪操舵・4輪独立懸架・4輪アン
チブロックブレーキ）を標準搭載し、発表された年には「’87-’88
日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しています。

＜人気再販＞
20293

弊社発送予定 ４月11日
発売日 ４月14日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
三菱 ランサー エボリューション V“1998 WRC チャンピオン”

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５弾は、1998年WRCのドライバーズ チャンピオンを獲得
し、三菱初のマニュファクチャラーズタイトル獲得をもたらした
トミ マキネンのマシンです。デカールはカルトグラフ製です。

1998年 ラリー オブ グレートブリテン 出場車
Car No.1 ドライバー：トミ マキネン
Car No.2 ドライバー：リチャード バーンズ

デカール
（予定）

2017年４月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞

メタル部品

プラ部品

レジン部品

4 967834 074507

4 967834 022355

4 967834 202948

4 967834 202955

4 967834 202924

4 967834 202931

 平成29年（2017年）４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!

4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

デカール
（予定）



＜２機セット/新デカール＞
02234

弊社発送予定 ４月13日
発売日 ４月16日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
三菱 J2M3 局地戦闘機 雷電 21型“第302航空隊 コンボ パート2”

1/72  飛行機 シリーズ
太平洋戦争終盤の防空戦闘に投入された302空所属の雷電を、通
常機と夜間戦闘機の２機セットで製品化します。「ヨD-155」
は、垂直尾翼にB-29撃墜×2、撃破×1を示すスコアマークが描
かれた機体。「ヨD-1180」は、胴体側面に斜め銃を搭載した機
体で、「銃口注意」の注意書きもデカールにセットします。

第302海軍航空隊 所属機「ヨD-155」 
第302海軍航空隊 所属機「ヨD-1180」
他１機分
斜め銃部品 

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
08247

弊社発送予定 ４月13日
発売日 ４月16日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
スピットファイア Mk.IIa“ダグラス バーダー”w/フィギュア

1/32  飛行機 シリーズ

SPITFIRE  Mk.IIa

両脚義足のエースとして有名なダグラス バーダー中佐が、最初に
搭乗したスピットファイアを再現します。彼は大戦初期のイギリス
空軍エースで、1941年3月にタングメア航空団の指揮を任され戦
果を挙げますが、同年8月にBf109に撃墜され捕虜となり、そのま
ま終戦を迎えました。キットは制服姿のダグラス バーダー中佐の
レジン製フィギュアが付属。原型は辻村 聡志 氏が担当します。

イギリス空軍 タングメア 戦闘航空団
司令官 ダグラス バーダー中佐乗機「D◎B」（1941年3月）
他１機分
ダグラス バーダー中佐の立ちポーズフィギュア

デカール
（予定）

＜２機セット/新デカール＞
02239

弊社発送予定 ４月18日
発売日 ４月21日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
ベル AH -1S コブラ チョッパー & ベル UH -1H イロコイ“ウィンター カムフラージュ”

1/72  飛行機 シリーズ

UH-1H IROQUOIS

AH-1S COBRA CHOPPER

陸上自衛隊 北部方面航空隊所属機なら
ではの、冬季迷彩の機体を再現します。
AH-1SとUH-1Hの２機セットです。

AH-1S：陸上自衛隊 
UH-1H：陸上自衛隊 

デカール
（予定）

PHOTO：Atsushi TSUBOTA

＜特別仕様＞
07449

弊社発送予定 ４月20日
発売日 ４月23日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
川西 N1K1-Jb 局地戦闘機 紫電 11型 乙“ロールアウト”

1/48  飛行機 シリーズ
川西航空機姫路製作所で生産され、工場出荷時に記されていたマーキ
ングを再現します。姫路製作所製の紫電は垂直尾翼に7のダミー数字を
付けた製造番号（7250は250号機）と白い下線を記入していました。キ
ットの水平尾翼は通常型と角型の選択式です。

川西航空機姫路製作所製 生産機
「7255」、「7250」、「7257」
翼内機銃を２門×2搭載した乙型用主翼上面部品

デカール
（予定）

■ 川西航空機姫路製作所製 生産機「7255」
川西 N1K1-Jb 局地戦闘機 紫電 11型 乙

＜２機セット/新デカール＞
02240

弊社発送予定 ４月20日
発売日 ４月23日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
F4F-4 ワイルドキャット“トーチ作戦”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 空母 USS レンジャー搭載 第9戦闘飛行隊 所属機「9F9」

■ 護衛空母 USS サンティー搭載 第29護衛空母戦闘飛行隊 所属機「29-GF-10」

F4F-4 WILDCAT

「トーチ（たいまつ）作戦」は、1942年11月に連合国軍が、北
アフリカのモロッコ、アルジェリアに対して行った上陸作戦で
す。キットは、モロッコへの上陸作戦を上空から支援したF4F-4
を再現。トーチ作戦参加機は、味方識別のため国籍マークに黄
色の縁を付けていたのが特徴です。

空母 USS レンジャー搭載 第9戦闘飛行隊 所属機「9F9」
護衛空母 USS サンティー搭載 第29護衛空母戦闘飛行隊 所属機「29-GF-10」
空母 USS レンジャー搭載 第41戦闘飛行隊 所属機「25」

デカール
（予定）

＜新デカール＞
64111

弊社発送予定 ４月25日
発売日 ４月28日ごろ
1梱入数 14個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
P.K.H.103 ナッツロッカー“カンプグルッペ バルク”

1/35  Ma.K. シリーズ

■ カンプグルッペ バルク 第503重戦車大隊 威力偵察中隊所属機

P.K.H.103
NUTCRACKER シュトラール国防軍 無人ホバー戦車「ナッツロッカー」を単品販売！

お求め易くなりました。ナッツロッカーは特殊耐熱セラミック装甲
を持ち、砲塔には2門の6cmレーザーカノンを搭載した強靭な移動
砲台です。オプションのスモークディスチャージャーと、A5サイズ
の塗装カードが付属。パッケージイラストは横山 宏 氏が担当します。

カンプグルッペ バルク 第503重戦車大隊 威力偵察中隊所属機
カンプグルッペ バルク 第503重戦車大隊 第2中隊所属機
他２機分

デカール
（予定）

■ イギリス空軍 タングメア 戦闘航空団 司令官 ダグラス バーダー中佐乗機「D◎B」

　C     Kow Yokoyama 2017

プラ部品

レジン部品

シンチュウ挽き物

4 967834 022348

4 967834 082472

4 967834 022393

4 967834 074491

4 967834 022409

4 967834 641112

「紫電 写真集 水上機王国 川西航空機の挑戦 （解説：吉野泰貴 氏）」大日本絵画より、全国の書店にて発売中！関連書籍情報

■ 第302海軍航空隊 所属機「ヨD-155」 

■ 第302海軍航空隊 所属機「ヨD-1180」 

三菱 J2M3 局地戦闘機 雷電 21型

UH-1H IROQUOIS

AH-1S COBRA CHOPPER

レジン追加



※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 ■ 2017年４月に下記の３アイテムを再販いたします！

DDG KONGO

＜新デカール＞
64749

弊社発送予定 ４月27日
発売日 ４月30日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
「紫電改のマキ」三菱 F1M2 零式水上観測機 11型“神月の瑠亜”

1/48  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、石神女子高校の卒業
生で、ヒコーキの大先輩「瑠亜（るあ）」が搭乗
する零観をキット化します。かつて地図に無い島
と呼ばれ、秘密の航空隊がいた小島「緑ケ島」を
訪れたマキ達は、民宿「神月（かみづき）」を営む
「瑠亜」と出会い、稽古をつけてもらうことに....。

小笠原諸島緑ケ島 民宿「神月」の美人女将 瑠亜 搭乗機
おまけ：瑠亜のキャラクターデカール 

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
30042

弊社発送予定 ４月27日
発売日 ４月30日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
海上自衛隊 護衛艦 こんごう“ハイパーディテール”

1/700 　艦船 シリーズ
海上自衛隊 護衛艦 こんごうの最新状態を再現。完全新規のエッ
チングパーツをセットしたディテールアップキットです。メイ
ンマストの他、外壁のルーバー類、水密扉などをエッチングで
パーツ化！スーパーディテールのクォリティーをしのぐ、1ラン
ク上の細部表現をお楽しみいただけます。

ミサイル護衛艦 こんごう「173」（2016年）
手摺・メインマスト・フェイズドアレイレーダーなど多数

09428

弊社発送予定 ４月４日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/48

三菱 A6M5b 零式艦上戦闘機 52型乙
“戦闘第166飛行隊”

＜人気再販＞

36個

40061

弊社発送予定 ４月18日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥6,800（+消費税）

◆1/350 ＜人気再販＞

12個
09428 4 40061 0

日本海軍 戦艦 三笠
“黄海海戦”

64732

弊社発送予定 ４月25日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

36個
64732 9

“ラストエグザイル -銀翼のファム- Over The Wishes”
  タチアナのヴァンシップ & ファムのヴェスパ

　C     2016 GONZO/ファムパートナーズ

※パッケージイラストとは異なります。※パッケージイラストとは異なります。

シンチュウ製

※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。
　C     野上武志（チャンピオンRED）2014

エッチング部品
製品仕様

4 967834 647497

4 967834 300422

1/35 レジン製
フィギュア付

■ファム ■ジゼル

エッチング追加


