
＜新パッケージ＞
20305

弊社発送予定 ８月１日
発売日 ８月４日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
ジャグヮー XJ-S H.E. TWR

1/24  カーモデル シリーズ
1984年のヨーロッパツーリングカー選手権（ETC：European 
Touring Car Championship）で総合優勝を果たしたトム・ウォ
ーキンショー・レーシング（TWR）のマシンを久々に再生産い
たします。キットはボンネットが取り外し可能で、H.E.エンジン
も精密に再現。キャッチピン、フロントまわりのメッシュ、シ
ートベルトのバックルなどのエッチングパーツが付属します。

TWRチーム CAR No.1 ドライバー トム・ウォーキンショー

＜特別仕様＞
07457

弊社発送予定 ８月３日
発売日 ８月６日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
三菱 F-2B“21SQ 40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4航空団 第21飛行隊 創隊40周年記念塗装機「118」
Mitsubishi F-2B

昨年10月に創隊40周年を迎えた第21飛行隊のスペシャルマーク機
を再現。垂直尾翼には東日本大震災からの復興を象徴するフェ
ニックスと、東松島市の花である「桜」、作物が再び成長する
イメージの「稲穂」をデザイン。逆光の中に浮き出る様な神秘的
な表現が魅力的！精密感を高めるエッチングパーツが付属します。

航空自衛隊 第4航空団 第21飛行隊 創隊40周年記念塗装機「118」（
松島基地：2017年3月25日記念式典）
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・増槽のフィン部品等

デカール
（予定）

PHOTO：MASAFUMI SHUMOTO

＜新デカール＞
02250

弊社発送予定 ８月５日
発売日 ８月９日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
EA-18G グラウラー“VAQ-141 シャドウホークス 2017”

1/72  飛行機 シリーズ

■ アメリカ海軍 空母USS ロナルド レーガン 搭載 第141戦術電子戦飛行隊“シャドウホークス”CVW-5 CAG機「NF500」
EA-18G GROWLER

2017年4月にお披露目されたVAQ-141 CAG機のスペシャルマー
キングを再現。垂直尾翼に旭日旗と「鷹」の部隊マークを大き
く描いた派手なデザイン！赤いシャドウ付きの部隊名とモデッ
クス、胴体側面には赤い4本のストライプが記されています。

アメリカ海軍 空母USS ロナルド レーガン 搭載 第141戦術電子戦飛行隊
“シャドウホークス”CVW-5 CAG機「NF500」（厚木基地：2017年4月）

デカール
（予定）

デカール
（予定）

PHOTO：ISAMI AKIYAMA

＜特別仕様＞
02251

弊社発送予定 ８月５日
発売日 ８月９日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
F-15 ACTIVE/IFCS 

1/72  飛行機 シリーズ

■ F-15 IFCS アメリカ航空宇宙局 所属機 「837」 
F-15 IFCS

インテーク付近にカナード翼を装着した、試験機タイプをキッ
ト化します。本機はもともとアメリカ空軍が短距離離着陸能力
試験機として開発した機体で、1993年にNASAに移管されてから
、先進制御技術統合試験機（ACTIVE）、知能型飛行制御装置研
究機（IFCS）に転用されました。

F-15 IFCS アメリカ航空宇宙局 所属機 「837」
F-15 ACTIVE アメリカ航空宇宙局 所属機 「837」
カナード・胴体上面のバルジ 部品
大型ピトー管部品

PHOTO：”Kevin Whitehead - Jetwash Images”

＜2機セット/新デカール＞
02249

弊社発送予定 ８月８日
発売日 ８月11日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
川崎 T-4“ブルーインパルス 2017”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 航空自衛隊 第4航空団 第11飛行隊“ブルーインパルス”所属機 
T-4 BLUE IMPULSE

日本の空を鮮やかに彩る、航空自衛隊所属のアクロバットチーム
「ブルーインパルス」の最新マーキングをキット化。デカールは、
機番や細部のマーキングなど、2017年の状態を再現いたします。

航空自衛隊 第4航空団 第11飛行隊
“ブルーインパルス”所属機 （松島基地：2017年）

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

2017年８月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成29年（2017年）８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!

８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

レジン部品

デカール（予定）

エッチング部品

メタル部品

4 967834 022508

4 967834 022515

4 967834 022492

4 967834 074576

4 967834 203051



＜新パッケージ＞
20308

弊社発送予定 ８月８日
発売日 ８月11日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

JTCC カストロール 無限 シビック

＜特別仕様＞
07456

弊社発送予定 ８月17日
発売日 ８月20日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥6,000

（+消費税）

◆
シーキング HAR. Mk.3“フォークランド”

1/48  飛行機 シリーズ

■ イギリス空軍 第78飛行隊 所属機「XZ597」
SEAKING HAR. Mk.3

1982年のフォークランド紛争を契機にフォークランド諸島に配備さ
れたイギリス空軍のシーキング捜索救難機タイプを再現します。本
機は全面ダークシーグレーの機体で、「XZ597」はトラの部隊エン
ブレム、「XZ591」はカモの部隊エンブレムが描かれています。

第78飛行隊 所属機「XZ597」（マウント プレザント基地：1990年）
第1564フライト 所属機「XZ591」（ネイビー ポイント基地：1983年）
RWRレーダーアンテナ・アンテナバルジ部品など
ブレードアンテナ部品など

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20304

弊社発送予定 ８月22日
発売日 ８月25日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
スバル レガシィ GT ツーリングワゴン

1/24  カーモデル シリーズ
レジャーに活躍！ワゴン車ブームの火付け役となった、スバル 
レガシィ GT ツーリングワゴンを再生産します。キットはル－フ
レールに固定するタイプのスキーキャリア部品が付属。ダッシュ
ボードのパーツは２種類用意しており、右ハンドル/左ハンドル
を選択可能。これに伴い、ワイパーの向きも選択可能です。

＜2機+1台セット/新デカール＞
02248

弊社発送予定 ８月24日
発売日 ８月27日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
中島 隼 II型 & 鍾馗 II型“明野飛行学校”w/TX40型 給油車

1/72  飛行機 シリーズ
日本陸軍パイロットの訓練を行った、明野陸軍飛行学校所属機を再現します。キットは隼 II型、鍾馗 II型（
パイロット付）、給油車（ドライバー付）、整備員×2、ドラム缶×5、ドラム缶用台車のセットとなります。

＜隼 II型＞ 
隼 II型後期後型：明野陸軍飛行学校 所属機（1943年12月）
全面無塗装銀に上面緑の斑迷彩/全面無塗装銀
＜鍾馗 II型＞ 
鍾馗 II型甲：明野陸軍飛行学校 所属機「84」、「45」
どちらも全面無塗装銀に上面緑の斑迷彩（1943年12月）
＜TX40型 給油車＞
明野陸軍飛行学校 所属車「明飛83」（1943年12月）
明野陸軍飛行学校 所属車「明飛87」 

デカール
（予定）

＜新デカール＞
07455

弊社発送予定 ８月24日
発売日 ８月27日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改“戦闘第301飛行隊 笠井上飛曹機”

1/48  飛行機 シリーズ
元343空の笠井 智一 氏の協力により、本人が搭乗した機体を再
現します。笠井上飛曹は共同撃墜数10機のスコアを持つエース
で、戦闘第301飛行隊の撃墜王、菅野大尉や杉田上飛曹の列機を
務めました。キットのパッケージは笠井 氏 直筆による空戦必勝
語録「ニッコリ笑えば必ず墜す」をデザインに取り入れた特別
版となります。さらに、高木 晃治 氏による書き下ろしの実機解
説書が付属します。この製品でしか読めない資料です！

第343海軍航空隊 戦闘第301飛行隊
笠井 智一 上飛曹 乗機「343A-23」（鹿屋基地：1945年4月） 
他１機分
「源田の剣」の著者、高木 晃治 氏による実機解説書が付属。

デカール
（予定）

実機解説書

レジン部品
エッチング部品

◆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５弾は、新レギュレ
ーションの1994年全日本ツーリングカー選手権（JTCC：Japan 
Touring Car Championship）より投入されたカストロールカラ
ーのシビックフェリオです。キットはローダウン＆ネガティブ
キャンバーを再現。ウインドウ塗り分け用シールが付属します。

チーム カストロール 無限 ホンダ CAR No.16デカール（予定）

4 967834 022485

4 967834 074552

4 967834 203082

4 967834 074569

4 967834 203044

＜新パッケージ＞
20307

弊社発送予定 ８月22日
発売日 ８月25日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
三菱 ギャラン VR-4“1992 サファリラリー”

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８弾は、チーム三菱石油ラリーアートのギャランVR4！1991年に日
本人初のWRC優勝を果たしたライトニング ケンジロウのマシンです。

1992年 世界ラリー選手権
サファリ ラリー出場車 10位 Car No.7

デカール
（予定）

4 967834 203075

川西 N1K2-J 局地戦闘機
紫電改

■ 第343海軍航空隊 戦闘第301飛行隊 笠井 智一 上飛曹 乗機「343A-23」

■ 明野陸軍飛行学校 所属機

■ 明野陸軍飛行学校 所属機「84」

隼 II型

鍾馗 II型

TX-40

【発売延期のお知らせ】上記商品を「8月下旬以降弊社出荷予定」に変更させていただきます。正式な発売日につきましては、改めてご案内させていただきます。



※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。

８月発売予定 人気再販 ■ 2017年８月に下記の４アイテムを再販いたします！

65838

弊社発送予定 ８月29日
発売日 ９月１日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
VF-31A カイロス“マクロスΔ”

1/72  マクロスΔ シリーズ
VF-31の一般機であるA型をキット化します。主翼はデルタ翼形状
が採用され、それに伴い大型化されたカナードとA型用頭部、独
自の機首センサーを装備。さらに、胴体上面中央にはフォールド
クォーツの代わりにフォールドカーボンが装着されています。A
型はケイオス α小隊、β小隊、γ小隊に配備され、マクロス・エ
リシオンの右腕に接続されている空母「ヘーメラー」に搭載されて
います。キットのパッケージイラストは天神 英貴 氏が担当します。

ケイオス α小隊 所属機（β小隊、γ小隊） 
おまけ：アラド機のパーソナルマーク（21話に登場）
外翼部・カナード・機首センサー・頭部・頭部周囲パネル部品

＜特別仕様＞
08250

弊社発送予定 ８月31日
発売日 ９月３日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
フィーゼラー Fi156C シュトルヒ“第1地上攻撃航空団”

1/32  飛行機 シリーズ

■ ドイツ空軍 第1地上攻撃航空団 第II飛行隊本部 所属機「▲＋Z」
Fieseler Fi156C STORCH

シュトルヒ（Storch）はドイツ語でコウノトリの意味。本機は主
に偵察/連絡機として使用された機体です。キットは主脚ホイー
ルの再現性を高めるためのハブ部品と、C-2型用の無線通信用ア
ンテナ支柱をメタル部品でセット。「▲＋Z」の機体には、部隊
エンブレムと歩兵突撃徽章マークが記されています。

C-3：ドイツ空軍 第1地上攻撃航空団 第II飛行隊本部 所属機「▲＋Z」（ロシア）
C-3：ドイツ空軍 所属部隊不詳「2E＋RA」（ロシア）
C-2：ドイツ空軍 所属部隊不詳「NM＋ZD」（北アフリカ）
ホイールハブ・アンテナ支柱（C-2型用）部品
ドイツ機研究家の国江 隆夫 氏による実機解説書が付属。

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20306

弊社発送予定 ８月31日
発売日 ９月３日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ザウバー・メルセデス C9

1/24  カーモデル シリーズ
懐かしのCカーシリーズを再生産！第7弾は、1989年世界スポー
ツプロトタイプカー選手権（WSPC：World Sport Prototype Car 
Championship）で、チーム総合優勝とドライバー総合優勝のダ
ブルタイトルを獲得した、ザウバーのシルバーアローです。

ザウバー・メルセデス チーム CAR No.61 
ザウバー・メルセデス チーム CAR No.62

デカール
（予定）

JT62

弊社発送予定 ８月３日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,600（+消費税）

◆1/48

中島 B6N2 艦上攻撃機
天山 12型 250kg爆弾搭載機

＜人気再販＞

36個
09062 0

07437

弊社発送予定 ８月17日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥4,200（+消費税）

◆1/48 ＜人気再販＞

20個

F-4EJ ファントムII
“飛行開発実験団 60周年記念”

（+消費税）

09846

弊社発送予定 8月29日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/48

九州 J7W2 局地戦闘機 震電改
“ジェットバージョン”

＜人気再販＞

36個
09846 6

HR7

弊社発送予定 ８月１日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,200（+消費税）

◆1/24 ＜人気再販＞

36個
21057 8

トヨタ セリカ 1600GT
“1972年 日本グランプリ”

新金型追加

　C     2015 ビックウエスト

新規プラ部品

実機解説書
メタル部品

4 967834 082502

4 967834 203068

4 967834 658387

07437 8

デカール
（予定）

■ ケイオス α小隊 所属機
VF-31A KAIROS


