
＜特別仕様/２機セット/新デカール＞
02236

弊社発送予定 ５月６日
発売日 ５月10日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
メッサーシュミット Me262V056 & Me262B-1a/U1“夜間戦闘機”

1/72  飛行機 シリーズ
夜間戦闘機型を単座型/複座型の2機セットで発売。単座型の「V056」は機首にFuG218、左主翼上面に
敵味方識別装置FuG226を装備したテスト機です。1945年1月の時点では、FuG226は未装着で、尾部を
黒く塗装し気流観測用の糸を多数付けた姿も確認されており、モスキート夜戦の邀撃にあたったエー
ス、クルト ヴェルター少尉が実験出撃を行っています。コマンド ヴェルターが10./NJG11に部隊改編さ
れてからは、量産型である複座型「赤10」に搭乗しました。

＜Me262（単座型）＞
夜間戦闘用テスト機「V056」（1945年2月）
コマンド ヴェルター 隊長 クルト ヴェルター少尉 乗機「V056」（1945年1月）
＜Me262B-1a/U1（複座型）＞
第11夜間戦闘航空団 第10中隊 クルト ヴェルター中尉 乗機「赤10」（1945年5月）
第11夜間戦闘航空団 第10中隊 所属機「赤8」（1945年5月）
夜間戦闘機用レーダーFuG218・敵味方識別装置FuG226部品
レーダーのダイポール部品

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02238

弊社発送予定 ５月６日
発売日 ５月10日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
QF-4E ファントムII“U.S.A.F. フェアウェル”

1/72  飛行機 シリーズ

QF-4E PHANOM II

アメリカ空軍で無人標的機として運用されてきたQF-4が2016年12
月に運用終了を迎え、アメリカ空軍のファントムIIは完全に退役と
なりました。水平尾翼をディグロウオレンジで塗装し、機首にシ
ャークティースを描いたQF-4Eの、退役時の姿を再現します。

アメリカ空軍 第53兵器評価群
第82空中標的飛行隊 所属機「TD82ATRS」（2016年）

デカール
（予定）

PHOTO：KOUJI NAKANO

＜特別仕様/新デカール＞
08248

弊社発送予定 ５月９日
発売日 ５月12日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
メッサーシュミット Me163B コメート“第2予備戦闘航空団”

1/32  飛行機 シリーズ

■ 第2予備戦闘航空団 第14中隊 所属機「白54」

Me163B

初期生産ロットに見られた胴体後部エアアウトレットの涙滴形カバ
ーをレジン部品で追加し、訓練部隊である14./EJG2所属機を再現。
機首には、上昇するコメートのエンブレムが描かれています。

第2予備戦闘航空団 第14中隊 所属機「白54」（ドイツ：1945年）
第2予備戦闘航空団 第14中隊 所属機「白42」（ドイツ：1945年）
胴体尾部の左右に設置された 涙滴形カバー部品

デカール
（予定）

＜特別仕様/新デカール＞
02241

弊社発送予定 ５月９日
発売日 ５月12日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥5,600

（+消費税）

◆
リベレーター Mk.III/V“コースタル コマンド”

1/72  飛行機 シリーズ

■ イギリス空軍 コースタルコマンド 第86飛行隊 所属機「2◎Q」
LIBERATOR Mk.V

本機はレンドリースによってイギリス空軍に渡った、D型ベースの
機体です。機体下面には引き込み式の対潜水艦用レーダーを搭載
し、北大西洋で潜水艦狩りを行いました。キットは新規プラ部
品の追加により、イギリス空軍独自の装備である、尾部ターレ
ットのボールトンポール7.7mm四連装銃座を再現しています。

Mk.V：コースタルコマンド 第86飛行隊 所属機「2◎Q」（1943年）
他１機分（Mk.III）
ボールトンポール7.7mm 四連装銃座部品

デカール
（予定）

デカール
（予定）

＜人気再販＞
20296

弊社発送予定 ５月16日
発売日 ５月19日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
JTCC ジャックス シビック

1/24  カー モデル シリーズ
シビックのレースバージョンを再生産！第４弾は、1994年シー
ズンからのレギュレーション変更により投入されたジャックス
カラーのシビックフェリオです。本キットの足回りは、従来パ
ーツによりローダウン＆ネガティブキャンバーがしっかり再現
されています。ウインドウ塗り分け用のマスキングシール付。

1994年全日本ツーリングカー選手権 出場車
チーム ムーンクラフト CAR No.14 

2017年５月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成29年（2017年）５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!

5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

新金型追加

■ アメリカ空軍 第53兵器評価群 第82空中標的飛行隊 所属機「TD82ATRS」

メタル部品

レジン部品

新規プラ部品

ステンレス棒

4 967834 022362

4 967834 022386

4 967834 082489

4 967834 022416

4 967834 202962

■ 第11夜間戦闘航空団 第10中隊 クルト ヴェルター中尉 乗機「赤10」
Me262B-1a/U1

■ 夜間戦闘用テスト機「V056」
Me262V056



＜人気再販＞
20297

弊社発送予定 ５月16日
発売日 ５月19日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
スバル インプレッサ WRX“1993年 RAC 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６弾は、1993年WRC第９戦で衝撃的なデビューを果たした初代
インプレッサより、第13戦 RACラリーに参戦したコリン マクレーのマ
シンです！ウインドウ塗り分け用のマスキングシールが付属します。

Car No.2 ドライバー：コリン マクレー
Car No.5 ドライバー：アリ バタネン

デカール
（予定）

＜新デカール＞
20298

弊社発送予定 ５月16日
発売日 ５月19日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
日石トラスト ポルシェ 962C

1/24  カー モデル シリーズ

TRUST PORSCHE 962C

Cカー シリーズ再燃！1987年の全日本スポーツプロトタイプカー
耐久選手権に参戦した、国内プライベーター「トラスト・レーシ
ングチーム」のポルシェ962Cを新規デカールでキット化します。 

1987年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権出場車
トラスト・レーシングチーム CAR No.100 

デカール
（予定）

＜２機セット/新デカール＞
02237

弊社発送予定 ５月18日
発売日 ５月21日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
三菱 F-2A/B“築城スペシャル2016”

1/72  飛行機 シリーズ
2016年11月の築城基地航空際でお披露目された、スペシャルマ
ーク機をキット化します。第８航空団は、昨年の部隊改編によ
り第8飛行隊が三沢基地から移動となり、古参の第６飛行隊とと
もにF-2航空団として生まれ変わ
りました。キットは第６飛行隊所
属の「129」（複座型）と、第8
飛行隊所属の「521」（単座型）
を2機セットで再現します。

F-2B：6SQ「129」
F-2A：8SQ「521」

デカール
（予定）

＜新デカール＞

07452

弊社発送予定 ５月18日
発売日 ５月21日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆

F-16C（ブロック52 アドバンスド）ファイティング ファルコン
“タイガー デモ チーム”

1/48  飛行機 シリーズ
コンフォーマルタンクを装備した状態でアクロバット飛行を行う
ポーランド空軍所属のチームです。機体全体をグレー２色（濃/
淡）の塗り分けによる虎柄、垂直尾翼には牙を剥き出しにした
迫力のある虎のイラストが描かれています。

ポーランド空軍 アクロバットチーム
“タイガー デモ チーム”所属機「4052」、「4056」 

デカール
（予定）

＜特別仕様/２両セット/新デカール＞
30043

弊社発送予定 ５月23日
発売日 ５月26日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
チャーチル Mk.I/II & ダイムラー Mk.II“ディエップ 上陸作戦”

1/72  AFV シリーズ

■ カナダ陸軍 第14王立戦車連隊 C中隊 中隊長グレン少佐搭乗車「CHIEF」
CHURCHILL Mk.I

■ カナダ陸軍 第14王立戦車連隊 所属車「◆9」

DAIMLER
Mk.II

連合軍によって1942年8月に遂行されたディエップ（北フランス）への上陸作戦は、チャーチル歩兵
戦車にとって初陣となる戦いでした。戦車揚陸艇を使用して海岸から侵攻するため、排気管やエア
インテーク周りには渡渉用の装備が施されており、キットはこれをメタルとエッチング部品を追加
して再現します。各車のエアインテーク側面に記されたニックネームは、「CHIEF」と「RINGER」の
2種のデカールをセットします。ダイムラーMk.IIは同部隊の想定
マーキングとなります。

＜チャーチル＞ カナダ陸軍 第14王立戦車連隊
Mk.I：C中隊 中隊長グレン少佐搭乗車「CHIEF」
Mk.II：本部 所属車「RINGER」
＜ダイムラー Mk.II＞
カナダ陸軍 第14王立戦車連隊 所属車
「◇9」、「◇2」（想定マーキング）
渡渉用特殊排気管・エアインテーク部品
リアフェンダー部品

デカール
（予定）

＜新デカール＞
07451

弊社発送予定 ５月23日
発売日 ５月26日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
中島 キ27 九七式戦闘機“飛行第4戦隊”

1/48  飛行機 シリーズ
飛行第４戦隊所属機より、戦隊本部を表す「青い戦隊マーク」を
記した機体を再現します。戦隊マークは部隊発足の地である北九
州の大刀洗にちなんで、「刀の鍔」と「川の流れ」を模したデザ
インとなっており、胴体の３本帯は戦隊長機を示しています。

乙型：飛行第4戦隊 戦隊長機
他１機分

デカール
（予定）

■ 飛行第4戦隊 戦隊長機
中島 キ27 九七式戦闘機

　C     トラスト

メタル部品
エッチング部品

4 967834 202979

4 967834 202986

4 967834 022379

4 967834 074521

4 967834 074514

4 967834 300439

■ 第8飛行隊「521」
Mitsubishi F-2A

■ 第6飛行隊「129」

■ 6SQ「129」

Mitsubishi F-2B
■ 8SQ「521」

F-16C BLOCK52 ADVANCED F.F.
■ ポーランド空軍 アクロバットチーム“タイガー デモ チーム”所属機「4052」

PHOTO：Walter Van Bel

F-16C BLOCK52 ADVANCED F.F.
■ ポーランド空軍 アクロバットチーム“タイガー デモ チーム”所属機「4052」

PHOTO：Walter Van Bel



※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。

５月発売予定 人気再販 ■ 2017年５月に下記の２アイテムを再販いたします！

＜新デカール＞
64750

弊社発送予定 ５月25日
発売日 ５月28日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥2,400

（+消費税）

◆
「エリア88」F-20 タイガーシャーク“風間 真”

1/72  クリエイターワークス シリーズ

F-20 TIGERSHARKF-20 TIGERSHARK

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５弾はストーリー
後半、新エリア88基地への移転の時期に、空軍大尉に任命された
シンが手に入れた最新鋭機、タイガーシャークを1/72スケールで
製品化。垂直尾翼のラインは２タイプから選択可能となります。

アスラン王国 空軍
外人部隊基地エリア88所属 風間 真 乗機

デカール
（予定）

＜レジン追加+新デカール＞

SP360

弊社発送予定 ５月25日
発売日 ５月28日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆

ワイルドたまごガールズ No.02 Pkw.K1 キューベルワーゲン 82型
“クレア フロスト” w/フィギュア

1/24  カー モデル シリーズ

Claire Frost

ワイルドたまごガールズの第２弾！水着+ホットパンツ姿で車両
を整備するクレア フロストのレジン製フィギュア（1/24）を追
加した特製キットです。キューベルワーゲンは、クレアのオリ
ジナルマーキングと、ドイツ軍仕様の選択式。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。

クレア オリジナルカラーリング＆マーキング ２種
ドイツ軍仕様 
フィギュア用の瞳デカールなど
クレア フロストのフィギュア（原型製作：辻村 聡志 氏）

デカール
（予定）

CP12

弊社発送予定 ５月９日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,900（+消費税）

◆1/72

中島 百式重爆撃機
呑龍 II型 甲

＜人気再販＞

36個

BP 2

弊社発送予定 ５月23日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥1,600（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

48個
51212 2 51402 7

J-35O ドラケン
“オーストリア空軍”

　C     新谷かおる　C     新谷かおる

レジン部品レジン製フィギュア付

4 967834 647503

4 967834 521605

KUBELWAGEN


