
● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

ハセガワ公式WEBサイト

9:00～17:002017 第57回 全日本模型ホビーショー
東京ビッグサイト 東7・8ホール

9月29日 金 9:30～18:009月30日 土 9:30～16:3010月1日 日業者招待日 一般公開日

ハセガワの注文書No.は（    -1・2・3・4・5）です。注文書と併せてご利用ください。　アメリカレベル社・ICM社の製品は注文書9-4にて承ります。9ホビーショースペシャルホビーショースペシャル
10～12

1:24
scale

□模型全長 176mm　□全幅 68mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 200×350×65mm 

1:24スケールHC24
21124 7 1 梱入数36個

本体価格 ¥3,200（＋消費税） 弊社発送予定

11月3日ごろ発売

10月31日

□模型全長 142mm　□全幅 66.5mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 200×350×65mm 

1:24スケール20323
20323 5

スズキ ジムニー （JA71-JCU型） 

1 梱入数36個

本体価格 ¥3,200（＋消費税） 弊社発送予定

12月24日ごろ発売

12月21日JA71-JCU型は、ジムニーの2代目第2期のタイプで、4サイクル550ccターボエンジンが搭載され
ています。キットはフロントグリル・フロントバンパー・リアバンパーを新規に用意。ボディーのパー
ツカラーは白、Jimnyロゴ ・SUZUKIマーク・ミラー鏡面を再現するメタルインレットが付属します。

□模型全長 151.5mm　□全幅 63.5mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 200×350×65mm 

1:24スケールHC25
21125 4

ホンダ シビック RS（SB-1）
3ドア ハッチバック

BMW 2002 ターボ

1 梱入数36個

本体価格 ¥3,200（＋消費税） 弊社発送予定

12月1日ごろ発売

11月28日

1972年、初代シビック SB-1型は画期的なFF2ボックスとしてデビューし、世界的な大ヒットを記録
しました。1974年にはスポーツモデルの「1200RS」が登場。高出力エンジンと5速MTを搭載、タイ
ヤはワイドラジアルタイヤを装備した走行性能を高めたタイプです。キットは初代シビック SB-1型
「1200RS」（ 3ドアタイプ）を、徹底した実車取材により完全新金型で再現。ボディのパーツカラーは
白、バンパー・「RS」ロゴはメッキパーツで再現。タイヤは「RS」用のラジアルタイヤが付属します。

限定生産版 特別仕様

Licensed by SUZUKI

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

プラ部品新規
■フロントグリル
■フロントバンパー
■リアバンパー

実車写真

デカール
■TURBO EPIマーク
　他

プラ部品新規
■フロントスポイラー  ■リアスポイラー
■フロントグリル  ■オーバーフェンダー
■角形テールライト  ■フロントシート
■リアシート  ■ホイール  ■タイヤ 他

BMW 2002 ターボは1973年に登場、量産車としてヨーロッパで初めてターボチャージャーを搭載したセダ
ンです。キットは、マフラー センター出しで、フロントスポイラーにターボチャージャー冷却用インテーク
がある「後期型」を再現します。 角形テールライトのボディを正確に再現。フロントスポイラー、リアスポ
イラー、フロントグリル、オーバーフェンダー、角形テールライト、前後シート、ホイール、タイヤ等が新
規パーツです。ボディを1周するモールやフロントグリル、バンパー、ミラー、ドアノブ、給油口などがメッ
キパーツ。ボディのパーツカラーは白、エンブレムや形式番号などの新規メタルインレットが付属します。

待望のマルニ ターボ「後期型」登場！

世界が認めたシビックＲＳ

1:24
scale

バンパー・「RS」ロゴは、メッキパーツ 「RS」用のラジアルタイヤが付属



● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

□模型全高 76mm　□全幅 62mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 190×290×80mm 

注文書No.9-2

1:35スケール64757
64757 2

メカトロウィーゴ No.08 すぽーつ
“ほわいと＆ぶるー”

1 梱入数36個

本体価格 予¥2,800（＋消費税） 弊社発送予定

12月20日ごろ発売

12月16日

限定生産版

●8色+クリアーパーツ構成 ●ストライプデカール付

接着剤不要
プラモデル

□模型全高 76.5mm　□全幅 68.5mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 190×290×60mm 

注文書No.9-2

1:35スケール64754
64754 1

メカトロウィーゴ No.07
ぱわーあーむ “ぱーぷる＆ぴんく”

1 梱入数36個

本体価格 ¥2,600（＋消費税） 弊社発送予定

10月28日ごろ発売

10月25日

限定生産版

ぱわーあーむに
NEWカラー
登場！

※付属フィギュアの組立てには接着剤が必要です。

接着剤不要
プラモデル

※付属フィギュアの組立てには接着剤が必要です。

※

※

©MODERHYTHM
/Kazushi Kobayashi©MODERHYTHM

/Kazushi Kobayashi

ファン投票第2弾！
「すぽーつ」登場！

もっとつなげ
て
遊
ぼ
う
♪

「エリア88」 F-14A トムキャット “ミッキー・サイモン”
64755 864755

1 梱入数24個
1:72スケール 本体価格 ¥4,000（＋消費税） 弊社発送予定 12月1日ごろ発売11月28日

「エリア88」 J35J ドラケン “風間 真”
64758 964758

1 梱入数36個
1:72スケール 本体価格 ¥2,800（＋消費税） 弊社発送予定 12月24日ごろ発売12月21日

人気再販

品　番 コード スケール　品　　　　　名 本体価格 1梱入数

¥9,800（＋消費税）

¥14,800（＋消費税）

¥2,600（＋消費税）

R.M.S. タイタニック40083 2 61:40040083

ソッピース キャメル F.150031 0 61:16MU01

空技廠 P1Y1 陸上攻撃機 銀河 11型51201 6 361:72CP 1

弊社発送予定／発売予定

10月13日／10月18日

10月13日／10月18日

10月27日／11月1日

10月27日／11月1日

10月30日／11月2日

¥2,900（＋消費税）九六式陸上攻撃機 22/32型 航空魚雷装備51211 5 361:72CP11

¥5,000（＋消費税）三菱 A6M5 零式艦上戦闘機 52型 “撃墜王”08245 8 161:3208245

11月15日／11月18日¥4,200（＋消費税）F-4EJ ファントムII “オールドファッション”07419 4 201:4807419

品　番 コード スケール　品　　　　　名 本体価格 1梱入数

¥2,500（＋消費税）

¥3,000（＋消費税）

¥3,200（＋消費税）

トヨタ セリカ 1600GT “純正ホイール仕様”20265 8 361:2420265

ランチア デルタ HF インテグラーレ16V “1989 サンレモ ラリー”25208 0 361:24CR 8

日産 ブルーバード 1600 SSS “1970 サファリ ラリー 優勝車”21056 1 361:24HR6

弊社発送予定／発売予定

11月22日／11月26日

11月17日／11月22日

12月22日／12月27日

12月22日／12月27日

11月予定

¥3,200（＋消費税）ダットサン フェアレディ240Z “1971 サファリ ラリー ウィナー”21058 5 361:24HR8

¥12,500（＋消費税）ポントスモデル 日本海軍 戦艦 大和用 ディテールアップ パーツ セット68031 8 121:45068031

10月18日／10月21日 ¥4,400（＋消費税）「バリバリ伝説」Honda NSR500 “巨摩郡”52138 4 241:12SP338

12月6日／12月9日 ¥2,800（＋消費税）F-35 ライトニングII “航空自衛隊 初号機”02222 5 241:7202222 10月18日／10月21日 ¥4,400（＋消費税）「バリバリ伝説」ヤマハ YZR500 “ラルフ・アンダーソン”52139 1 241:12SP339

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！第8弾は「ミッキーのF-14」、第9弾は「シンのドラケン」が1/72スケー
ルで登場。1/48の時とは異なるイラストをセレクトしてパッケージにいたします！

限定生産版 新谷かおる 原作イラストパッケージ

注文書No.9-2 注文書No.9-2

注文書No.9-2

限定生産版 新谷かおる

しげの秀一/講談社

原作イラストパッケージ

「エリア88」原作版を1/72スケールでキット化！

デカール

■アスラン王国空軍 外人部隊基地エリア88 所属 ミッキー・サイモン 搭乗機
■垂直尾翼用のミッキーのパーソナルマーク デカール

■アスラン王国空軍 外人部隊基地エリア88 所属 風間 真 搭乗機

4008340083 CP1CP1

MU01

0222208245 CR8

HR8

CP11CP11

07419 20265

HR6HR6

68031

SP338 SP339SP338 SP339



□模型全長 173.5mm　□全高 93mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 200×350×75mm 

1:12スケールBK 5
21505 4 1 梱入数24個

本体価格 ¥3,400（＋消費税） 弊社発送予定

12月22日ごろ発売

12月19日

スズキ GT380は、1972年に発売された傑作中型ロードスポーツです。空冷2ストローク直列
3気筒エンジンを搭載し、精悍なボディに4本のマフラーを備えた重厚なデザインで現在で
も人気のマシンです。キットは、フロントブレーキがドラムブレーキからディスクブレーキに
変更された 「GT380 B」をモデル化。徹底した実車取材により、特徴のあるエンジンや内・外
装部品を精密に再現し、実車を組み立てる感覚で製作できます。パーツの色分けとメッキ
パーツで、塗装しなくても実車に近いイメージを再現できます。　

トヨタ 2000GT w/ガールズフィギュア（仮称）

（仮称）

52166 7SP366
1 梱入数36個

限定生産版

1:24スケール 本体価格 ¥3,800（＋消費税） 弊社発送予定 11月24日ごろ発売11月21日
ランボルギーニ ミウラ P400 SV “シャシーNo.5030 ゴールドレストア”

20319 820319
1 梱入数36個

限定生産版

1:24スケール 本体価格 ¥2,500（＋消費税） 弊社発送予定 12月3日ごろ発売11月30日

ボディパーツゴールド

BMW 318i
20320 420320

1 梱入数36個

限定生産版

1:24スケール 本体価格 ¥3,000（＋消費税） 弊社発送予定 11月10日ごろ発売11月7日

新パッケージ

マツダ コスモ スポーツ L10B
w/ガールズフィギュア

52168 1SP368
1 梱入数36個

限定生産版

1:24スケール 本体価格 ¥3,800（＋消費税） 弊社発送予定 12月28日ごろ発売12月25日

スバル 360 1964
第2回日本GP T-I クラス ウィナー

20322 820322
1 梱入数36個

1:24スケール 本体価格 ¥3,600（＋消費税） 弊社発送予定 12月15日ごろ発売12月12日

スズキ GT380 B

注文書No.9-1

1:12
scale

Licensed by SUZUKI

注文書No.9-1注文書No.9-1

ジャグヮー XJ-S V12
20321 120321

1 梱入数36個
1:24スケール 本体価格 ¥3,200（＋消費税） 弊社発送予定 11月10日ごろ発売11月7日

注文書No.9-1

注文書No.9-1注文書No.9-1

注文書No.9-1

【メッキパーツ】
フロント／リアフェンダー
ホイール・マフラー
サスペンション
エンブレム 他

【パーツカラー】
ブルー ： タンク ・ サイドカバー 他
ブラック ： フレーム ・ シート 他
グレー ： エンジン 他
クリアー ： ヘッドライト 他

【デカール】 SUZUKIロゴ・タンクのライン 他

実車写真

■ボディのパーツカラー
　ゴールド

「SUZUKI」が誇る伝説の名車GT380！
最後のGTシリーズ サンパチ

2017年4月にドイツで開催されたエッ
セン・テクノクラシカで展示されたフルレ

ストア車「シャシー No.5030」を製品化しま

1967年に販売開始し、2017年で50周年を迎えるトヨタ
2000GTを、新規レジン製女性フィギュアを追加して製品化。
同スケールで、発売当時の60年代ファッションの女性をモデル化。

1967年に販売開始し、2017年で50周年を迎えるマツダ コスモ スポー
ツ L10Bを、新規レジン製女性フィギュアを追加して製品化。同スケール
で、発売当時の60年代ファッションの女性をモデル化。

「02シリーズ」が確立した「コンパクト・スポーツサルーン」の流れを汲む
「3シリーズ」より、最初に発表されたBMW 318i を再現! キットのボディ
パーツはメタリックブルーで、ホイールは銀メッキパーツ。フロアーカー
ペットを再現するための素材と、ウインドウ用のマスキングシールが付属

限定生産版 新パッケージ

XJ-Sは、ジャグヮーのレースカーの血統を色濃く残したスポーツクーペで、典型的
なロングノーズ、ショートデッキのレイアウトとなっています。キットのボディーパー
ツはワインレッド、エンジンや内装も再現。 
ホイールは銀メッキパーツです。

新パッケージ

■メタルインレット付属

1964年に鈴鹿で開催された第2回日
本グランプリ自動車レース大会 T-I ク
ラス優勝車を再現します。
レジン製のボンネット・リアエンジン
フード、メタル製エアインテーク・ワ
イパー・バックミラー、シンチュウ挽
き物製燃料キャップが付属します。　

カルトグラフデカール

■1964年 第2回日本グランプリ
　 自動車レース大会 鈴鹿サーキット
　 T-I クラス（400cc以下）優勝
　 Car No.9

 原型製作 : 辻村 聡志 氏

 原型製作 : 辻村 聡志 氏

原  型

原  型新規レジンフィギュア追加

新規レジンフィギュア追加

50
周年

50
周年

特別仕様

特別仕様

限定生産版 特別仕様

● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。



● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

マクロス シリーズ 人気再販

宇宙海賊戦艦 アルカディア 二番艦 （原作コミック版） 64756 564756
1 梱入数16個

1:1500スケール 本体価格 ¥5,000（＋消費税） 弊社発送予定 12月3日ごろ発売11月30日

□模型全長 197mm　□全幅 197mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 190×340×50mm 

注文書No.9-3

1:72スケール65839
65839 4

VF-1J バルキリー “マクロス35周年塗装機”

1 梱入数36個

本体価格 ¥3,000（＋消費税） 弊社発送予定

11月3日ごろ発売

10月31日 デカール

■マクロス35周年塗装機

■パッケージイラストは天神 英貴 氏
　 が担当します。

□模型全長 261.1mm　□全幅 192.8mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 190×340×85mm 

注文書No.9-3

注文書No.9-3

注文書No.9-2

1:72スケール65840
65840 0

VF-31C ジークフリード ミラージュ機
“マクロスΔ”

1 梱入数24個

本体価格 ¥3,800（＋消費税） 弊社発送予定

12月22日ごろ発売

12月19日

Δ小隊の紅一点、エースパイロット マックス＆ミリアの
血を受け継ぐミラージュの搭乗機をキット化します。C型
用頭部はメインセンサーをクリアー部品でセット。頭部周
辺のパネルは、C型用頭部に合わせた形状となります。
パッケージイラストは天神 英貴 氏が担当します。

デカール

■ケイオス ラグナ 第3戦闘航空団 Δ小隊所属 ミラージュ・ファリーナ・ジーナス 搭乗機

1977年より「プレイコミック」で連載されていた原作
コミック「宇宙海賊キャプテンハーロック」に登場す
る、ブルーグリーンのアルカディア号をキット化しま
す。パーツカラーはブルーグリーン、ブラウン、ブラッ
ク、クリアーイエロー、ホワイトの5色の予定。艦首の
ラム部品は選択式。展示用のスタンドと、同スケール
のSW-190  スペースウルフが２機付属します。

2015 ビックウエスト

2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会
1984 ビックウエスト

松本零士・東映アニメーション　企画協力：零 Goods Universe

限定生産版

1982,2017 ビックウエスト

限定生産版

原作イラストパッケージ

VF-31C SIEGFRIED
Delta 4 : Mirage

MACROSS 35th ANNIVERSARY
Since1982

プラ部品新規 ■C型用頭部
■頭部周辺パネル

デザインの全貌は9/17（日）
「超時空管弦楽」会場にて解禁予定！

デザイン：天神 英貴 氏
監　　修：河森 正治 氏

カラーリング プラン決定！！

■艦首ラム ■SW-190■艦首ラム ■SW-190

松本零士先生の原作イラストパッケージ！

品　番 コード スケール　品　　　　　名 本体価格 1梱入数

¥2,400（＋消費税）

¥2,400（＋消費税）

¥4,200（＋消費税）

VT-1 スーパーオストリッチ（複座型トレーナー機）65707 6 241:727

VE-1 エリントシーカー（早期警戒機）65708 3 241:728

VF-19EF/A イサム・スペシャル“マクロスF”65836 3 161:7265836

弊社発送予定／発売予定

10月21日／10月25日

10月21日／10月25日

11月29日／12月2日

限定生産版

7 87 8 65836

Illustrated by Leiji Matsumoto



1:35
scale

□模型全長 92mm　□全幅 40mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 190×290×80mm 

1:35スケールWM02
66002 1 1 梱入数36個

本体価格 ¥2,800（＋消費税） 弊社発送予定

12月15日ごろ発売

12月12日

日立建機
コンバインド振動ローラ ZC50C-5

駆逐艦 夕雲型 リノリウムマスキングシート
72170 8QG70

1 梱入数50個
1:700スケール 本体価格 ¥800（＋消費税） 弊社発送予定 10月26日ごろ発売10月23日

駆逐艦 朝潮型 リノリウムマスキングシート
72171 5QG71

1 梱入数50個
1:700スケール 本体価格 ¥800（＋消費税） 弊社発送予定 10月26日ごろ発売10月23日

マスキングシート

マスキングシート

□模型全長 169mm　□全幅 15mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 110×290×40mm 

□シートサイズ 98×38mm 

□シートサイズ 98×40mm 

1:700スケール464
49464 0

日本駆逐艦 峯雲

1 梱入数60個

本体価格 ¥1,500（＋消費税） 弊社発送予定

12月8日ごろ発売

12月5日

□模型全長 169mm　□全幅 15mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 110×290×40mm 

1:700スケール463
49463 3

日本駆逐艦 朝潮

1 梱入数60個

本体価格 ¥1,500（＋消費税） 弊社発送予定

10月26日ごろ発売

10月23日

仕　様 ■第8駆逐隊 所属 1941年12月 （開戦時）

仕　様 ■第9駆逐隊 所属 1943年2月（第１次対空兵装強化時）

（あさしお）

（みねぐも）

建機シリーズ
第2弾登場！

注文書No.9-1

「日立建機株式会社商品化許諾」

■フィギュア１体付属

車体は中央のヒンジで
左右に可動

ハセガワ建機シリーズ第2弾、舗装工事で活躍する建設機械 ロードローラーの登場です。
日立建機の「ZC50C-5」は5tクラスで、前輪が鉄製ローラー、後輪がタイヤローラーとなって
いるコンバインド式と呼ばれるタイプです。前輪の鉄製ローラーは振動し、後輪のタイヤも重
くローラーの役割を果たします。キットは街で見かける働く車「コンバインド振動ローラ」を完
全新規開発で精密再現。辻村 聡志 氏が原型を担当する女性オペレーター 1体が付属します。

 原型製作 : 辻村 聡志 氏
女性オペレーター（着座姿勢）

1:700
scale

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

「朝潮」「峯雲」　　が
完全新金型で登場！
「朝潮」「峯雲」　　が
完全新金型で登場！

（朝潮型）（朝潮型）

パッケージイラストは「朝潮」「峯雲」ともに加藤 単駆郎 氏が担当

■パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当

朝潮（第8駆逐隊 所属）※イラストは制作途中の状態です。※イラストは制作途中の状態です。

■パーツカラー4色
　オレンジ・ブラックグレー・
　ライトグレー・クリアー

朝潮
（開戦時）

13mm連装機銃×2基

峯雲
（第１次対空兵装強化時）

25mm3連装機銃×2基
機銃台形状変更 25mm連装機銃×1基追加

朝潮型は、特型駆逐艦を発展させた艦隊型駆逐艦で、
ネームシップの朝潮は1937年8月に竣工、第3次ソロ
モン海戦等の各作戦に参加。峯雲は1938年4月に竣工
し、ミッドウェー海戦等の各作戦に参加しました。船体
は開戦後の舷外電路を装備した状態をスライド金型で
一体成形、最新の考証と最新の仕様でキット化します。

ウォーターライン シリーズ

ウォーターライン シリーズ

リノリウム部分をマスキングするシート。塗装がはかどります。
朝潮型用
2隻分をセット。

リノリウム部分をマスキングするシート。塗装がはかどります。
夕雲型用
2隻分をセット。

×2

×2

（2隻分）

（2隻分）

船体は開戦後の舷外電路を取付けた状態を再現

● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

メッサーシュミット Bf109G-6 “フィンランド空軍 エーセス コンボ”
02259 102259

1 梱入数36個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥3,000（＋消費税） 弊社発送予定 11月8日ごろ発売11月2日
注文書No.9-1

2機セット

デカール
■エイノ イルマリ ユーティライネン准尉 乗機「白0：MT-451」 （1944年6月） ※通算94機撃墜
■ヘンモ レイノ上級軍曹 乗機「白3：MT-423」 （1944年6月） ※通算11機撃墜

フィンランド空軍 飛行第34戦隊 第1中隊

エルラハウベ

大型垂直尾翼

奇跡の撃墜王
ユーティライネン 搭乗機

フィンランド空軍 エースの機体を２機セットで再現！



● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

52167 4SP367
1 梱入数20個

1:72スケール 弊社発送予定 12月10日ごろ発売12月7日

F/A-18E/F スーパーホーネット
“USS ニミッツ CVW-11 スペシャルパック Part 1”

52165 0SP365
1 梱入数16個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥6,600（＋消費税）

本体価格 ¥6,200（＋消費税） 本体価格 ¥5,000（＋消費税）

弊社発送予定 11月12日ごろ発売11月9日

F/A-18E スーパーホーネット & F/A-18C ホーネット
“USS ニミッツ CVW-11 スペシャルパック Part 2”

限定生産版

三菱 F-2A “3SQ 60周年記念”
02261 402261

1 梱入数36個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥3,000（＋消費税） 弊社発送予定 11月8日ごろ発売11月2日

新明和 SS-2 “救難飛行艇”
02260 702260

1 梱入数14個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥4,200（＋消費税） 弊社発送予定 11月12日ごろ発売11月9日
新デカール

陸上での運用能力を追加すべく、脚まわりの強化が検討されまし
た。主脚のダブルタイヤ化に伴い、それを収納す
るためにバルジが追加されていま

洋上迷彩をデジタル化したデザインが魅力的。緻密な模様はデカールで再現！ベースと
なる基本色を塗装後に、迷彩デカールを貼り込んでいくイメージです。

VFA-154とVFA-147より、CAG機
の2017年マーキングを再現。
部隊マークのワッペン（2枚）が
付属する豪華な内容です。

2017年マーキングを再現。
部隊マークのワッペン（2枚）が付属
する豪華な内容です。

ドイツ空軍第２位のエース、東部戦線において301機の撃墜スコアを持つ バルクホルン 
の機体を再現します。コクピット付近には妻の名前「Christl」の文字、「<-」のシェ
ブロンの内側には、彼のラッキーナンバー「5」が白文字で小さく記されていま

冬季迷彩技術の習得、練度の維持・向上を目
的に塗装された機体を再現。通常迷彩のオリーブ
ドラブ＆ブラックの部分に白が上塗りされていま

冬季迷彩技術の習得、練度の維持・向上を目
的に塗装された機体を再現。通常迷彩のオリーブ
ドラブ＆ブラックの部分に白が上塗りされていま

NM300は最新の資料に基づく正確な再
現！武装はロケットチューブ部品が付属し

CAG機の2017年マーキングを再現。
部隊マークのワッペンが付属する豪華な内容で

フォッケウルフ Fw190D-9 “バルクホルン” w/フィギュア
08251 908251

1 梱入数24個

限定生産版

1:32スケール 弊社発送予定 12月10日ごろ発売12月7日

OH-6D “ウインター カムフラージュ”
07460 607460

1 梱入数36個

限定生産版

1:48スケール 本体価格 ¥3,200（＋消費税） 弊社発送予定 12月28日ごろ発売12月25日

A-1H スカイレイダー “USS タイコンデロガ”
02262 102262

1 梱入数24個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥4,200（＋消費税） 弊社発送予定 12月17日ごろ発売12月14日

EA-18G グラウラー “USS ニミッツ CVW-11 CAG”
52169 8SP369

1 梱入数24個

限定生産版

1:72スケール 本体価格 ¥3,800（＋消費税） 弊社発送予定 12月17日ごろ発売12月14日

注文書No.9-1

注文書No.9-1

2機セットエンブレムワッペン付

2機セットエンブレムワッペン付

エンブレムワッペン付

デカール
■F/A-18F：第154戦闘攻撃飛行隊 “ブラックナイツ” CAG機「NH100」（2017年）
■F/A-18E：第147戦闘攻撃飛行隊 “アーゴノーツ” CAG機「NH200」（2017年）

■天地約9cmの刺繍タイプ。

デカール
■陸上自衛隊 東部方面航空隊 東部方面ヘリコプター隊 所属機「JG-1286」（立川駐屯地：2017年3月）
■他1機分

デカール
■第6戦闘航空団 司令官 ゲルハルト バルクホルン少佐 乗機「＜5-+-」（ドイツ：1945年2月）
■おまけデカール：胴体国籍マーク白フチ・胴体後部の赤/白/赤の本土防空帯

アメリカ海軍 空母USS ニミッツ搭載

デカール
アメリカ海軍 USS タイコンデロガ搭載
■第52攻撃飛行隊 CAG機「NM300」（1967年）
■第52攻撃飛行隊 所属機「NF388」

デカール
アメリカ海軍 空母USS ニミッツ搭載
■F/A-18E：第146戦闘攻撃飛行隊 “ブルーダイヤモンズ” CAG機「NH300」（2017年） 
■F/A-18C：第323海兵戦闘攻撃飛行隊 “デスラトラーズ” 飛行隊長機「NH401」（2017年）

デカール ■海上自衛隊 所属機（想定マーキング）

デカール ■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「524」 （三沢基地：2016年）

新デカール

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

2機セット

注文書No.9-1

レジン付属

注文書No.9-1

新規レジン追加特別仕様

付属レジン部品

“Kevin Whitehead - Jetwash Images”

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

PHOTO：Yas TSUCHIYA

PHOTO：Ryan Notestine

PHOTO：Yas TSUCHIYA

PHOTO：Ryan Notestine

PHOTO：Yas TSUCHIYAPHOTO：Yas TSUCHIYA

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

US Navy photoUS Navy photo

PHOTO：Neal SchneiderPHOTO：Neal Schneider

■ライト・FLIR・アンテナなど

PHOTO：Hans-Werner Klein

PS-1の救難型として計画されたSS-2をキット化。

デジタル迷彩をデカールで再現！３SQ 60周年記念！

追加された主脚収納庫のバルジ

（写真はイメージです。）

■天地約9cmの刺繍タイプ。
（写真はイメージです。）

■天地約9cmの刺繍タイプ。
（写真はイメージです。）

VFA-154
VFA-147

USS NIMITZ CVW-11

VAQ-142
USS NIMITZ CVW-11

VFA-146
USS NIMITZ CVW-11

VFA-146
USS NIMITZ CVW-11

VMFA-323
USS NIMITZ CVW-11

USS NIMITZ CVW-11

VFA-154
VFA-147

USS NIMITZ CVW-11

USS NIMITZ CVW-11

デカール
第142戦術電子戦飛行隊 “グレイウルブズ” CAG機「NH500」（2017年）

■アメリカ海軍 空母USS ニミッツ搭載

レジン部品新規 ■バルクホルン フィギュア（原型製作：竹 一郎 氏）
　1/32スケール：制帽姿の立ちポーズとなります。

VA-52
USS TICONDEROGA



30046 030046
1 梱入数36個

1:72スケール 本体価格 ¥4,400（＋消費税） 弊社発送予定 11月24日ごろ発売11月21日

2017年3月22日に就役した海上自衛隊で最大の護衛艦（いずも型2番艦）を、船
底・舵・スクリュー・スタンド支柱部品を追加したフルハルバージョンで製品化しま
す。展示台用木板が付属。「かが」用アルミ製ネームプレートが新規に付属します。

イギリス軍に畏敬の念を込めて呼ばれた「砂漠のキツネ」の異名
で知られるエルヴィン ロンメル将軍率いるドイツアフリカ軍団の
車両と火砲のセット。1/32メタル製ロンメルフィギュアが付属しま

30047 730047
1 梱入数20個

1:700スケール 本体価格 ¥4,400（＋消費税） 弊社発送予定 12月8日ごろ発売12月5日
海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 かが フルハル バージョン

限定生産版 フルハル仕様

72169 2QG69
1 梱入数50個

1:700スケール 本体価格 ¥2,400（＋消費税） 好評発売中
護衛艦 かが ディテールアップ エッチングパーツ エッチング

精密感あふれる仕上がり！  別売りディテールアップパーツ

IV号戦車F2型 & 8tハーフトラック
& 88mm対空砲 “ロンメルアフリカ軍団”

限定生産版

□模型全長 438mm　□全幅 89mm　□プラモデル
□パッケージサイズ 245×520×80mm 

1:450スケールZ 04
40154 9 1 梱入数10個

本体価格 ¥4,200（＋消費税） 弊社発送予定

11月17日ごろ発売

11月14日

海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 ひゅうが
「ひゅうが」は2009年3月18日に就役した海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦（ひゅうが型1
番艦）で、第1護衛隊群 第1護衛隊に編入され、横須賀基地に配備されました。2015年3月25
日の編成替え以降、現在は第3護衛隊群 第3護衛隊に所属し、舞鶴基地に配備されています。
キットは最新状態をフルハルモデルとして再現。パーツ数を抑えた初心者にもやさしい本格ス
ケールモデルです。艦載機は、MCH-101、SH-60K、MV-22が各2機付属。艦上作業車両は、
25tクレーン車、救難車、牽引車、リモコン式電動ハンドラーが付属します。

1:450
scale

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

注文書No.9-1

パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当

初心者にもやさしい本格スケールモデル

■艦載機 各2機付属

■艦上作業車両 付属

海上自衛隊 最初の全通甲板型護衛艦海上自衛隊 最初の全通甲板型護衛艦
「ひゅうが」「ひゅうが」

仕　様

■DDH-184 第4護衛隊群 第4護衛隊所属 呉基地 

日本海軍 軽巡洋艦 龍田
フルハル スペシャル

43173 7CH123
1 梱入数48個

限定生産版

1:700スケール 本体価格 ¥4,400（＋消費税） 弊社発送予定 11月19日ごろ発売11月16日

ハイグレード仕様の新規シンチュウ製
ディテールアップ エッチングが付属。
スペシャルバージョンです。

注文書No.9-1

仕　様 ■1941年12月開戦時／
　1942年7月対空兵装増備後

メタルフィギュア

■1/32
　エルヴィン
　ロンメル将軍

■展示台用木板・アルミ製ネームプレート付属

■手すり  ■落下防止網
■艦載機用ローター

シンチュウ製

MCH-101×2

ローター折り畳み状態

ローター折り畳み状態

選択式

選択式

SH-60K×2

MV-22×2

25tクレーン車 ×1 牽引車 ×1 ハンドラー ×2救難車 ×2

仕　様
■DDH-181 第3護衛隊群 第3護衛隊

新規エッチング追加

エッチング新規 シンチュウ製

※実際のパッケージイラストとは異なります。

IV号戦車F2型IV号戦車F2型 8tハーフトラック8tハーフトラック

88mm対空砲88mm対空砲

2両＋1門セット

エッチング

※実際の製品とは一部異なります。

特別仕様

特別仕様 特別仕様

艦載機
■MCH-101×2
■SH-60K×2
■MV-22×2
■F-35
　通常時×2
　VTOL時×2

● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。



17H● 表示の価格は標準小売価格です。● 製品の仕様・価格等は一部変更になる場合があります。

発売予定 11月

ドイツ Sd.Kfz.261
無線装甲車

フランス パナール AMD-35（178）
装甲車 w/装甲車兵

40457 5 1:48スケール48194

1 梱入数20個
本体価格 ¥3,200（＋消費税）

ドイツ Sd.Kfz.251/1
Ausf.A, 装甲兵員輸送車

ICM 新製品 ウクライナの模型メーカーです。

発売予定 11月

キングタイガー 後期型
w/フルインテリア

40456 8 1:35スケール35364

1 梱入数20個
本体価格 ¥8,500（＋消費税）

発売予定 11月
40458 2 1:35スケール35381

1 梱入数20個
本体価格 ¥5,600（＋消費税）

発売予定 11月

アメリカ S.W.A.T. 隊員

40476 6 1:24スケール24101

1 梱入数20個
本体価格 ¥2,500（＋消費税）

発売予定 12月

ケンウォース K-100
エアロダイン

02514 3 1:25スケール2514

1 梱入数3個
本体価格 ¥9,000（＋消費税）

発売予定 12月

70 ダッジ チャージャー R/T

04381 9 1:25スケール4381

1 梱入数12個
本体価格 ¥5,000（＋消費税）

発売予定 12月
04412 0 1:25スケール4412

1 梱入数12個
本体価格 ¥4,500（＋消費税）

発売予定 12月
40459 9 1:35スケール35101

1 梱入数20個
本体価格 ¥5,800（＋消費税）

発売予定 12月

ソビエト ZiL-131
MTO-AT

40460 5 1:35スケール35520

1 梱入数20個
本体価格 ¥6,200（＋消費税）

発売予定 12月

WWI ロシア
マキシム機関銃チーム

40477 3 1:35スケール35698

1 梱入数20個

1梱入数20個

本体価格 ¥1,900（＋消費税）

発売予定 12月
40478 0 1:35スケール35700

本体価格 ¥1,900（＋消費税）

※商品コードはPOS-JANコードと異なります。

¥3,800（＋消費税）コルベット C7.R04304 8 121:254304

¥4,500（＋消費税）59 キャデラック エルドラード ハードトップ04361 1 121:254361

¥4,600（＋消費税）2013 カマロ ZL -104370 3 121:254370

¥3,800（＋消費税）80 ダッジ ラムチャージャー04372 7 121:244372

¥4,600（＋消費税）2014 マスタング GT04379 6 121:254379

10～12月

¥3,200（＋消費税）シェルビー コブラ 427 S / C04011 5 121:244011 10～12月

10～12月

10～12月

10～12月

10～12月

10～12月

10～12月

¥4,200（＋消費税）カスタム キャデラック ローライダー04438 0 121:254438

¥14,500（＋消費税）B-29 スーパーフォートレス05718 2 31:485718

品　番 コード スケール　品　　　　　名 本体価格 1梱入数発売月

アメリカレベル新製品
※商品コードはPOS-JANコードと異なります。

※注文書より商品名を訂正させていただきます。

注文書No.9-4

フィギュア付

トルコ歩兵 （1915-1918）

注文書No.9-4

新パッケージ

新パッケージ

76 フォード グラントリノ

新パッケージ
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「液体硬化式マスキング剤」の新定番！  ～ 5つのポイント ～
1.筆付きキャップなのですぐ塗れる。2.凹線が見やすい水色。3.程
よい流動性と透明性。4.シャープな切り口。5.気持ちよい剥がれ易
さ。
航空機のキャノピーや、カーモデルのウインドウなど、マスキン
グがより確実＆綺麗に仕上がります。伸びが良いので施工面にま

限定生産版

人気再販

マスキングリキッドNEXT
71541 7TT41

TT113

1 梱入数48個

【塗装用マスキング液】
本体価格 ¥900（＋消費税） 弊社発送予定 10月28日ごろ発売10月25日

11月19日ごろ発売11月16日
鏡面用フィニッシュ

71927 9TF927 1 梱入数10個

【平面用金属光沢シート】
本体価格 ¥600（＋消費税） 弊社発送予定

11月19日ごろ発売11月16日
クリアーライトブルーフィニッシュ

71928 6TF928 1 梱入数10個

【曲面追従透明シート】
本体価格 ¥1,000（＋消費税） 弊社発送予定

1 梱入数10個本体価格¥1,000（＋消費税）

橙黄色フィニッシュ（半ツヤ仕上げ）71813 5TF13

11月再生産

1 梱入数10個本体価格¥4,500（＋消費税）

フレキシブルカッター【先端軸回転式自由曲線カッター】71606 3TT106

12月再生産

播州の刃物シリーズ 半丸刃（∅10mm)
71613 1 1 梱入数10個

【安来鋼 ヤスキハガネ 黄紙】
本体価格 ¥4,400（＋消費税） 弊社発送予定 12月20日ごろ発売12月16日

注文書No.9-2

注文書No.9-2

限定生産版

注文書No.9-2

注文書No.9-2

ミラー表現を変える、新たな粘着シートが登場！貼り込む
だけで、ゆがみの少ない、「鏡」の様な表現が可能です。
スケール感を損なわないギリギリの厚みとコシのあるフィ
ルムに金属を蒸着することで、施工面の凸凹に影響され
にくく平滑に貼り込むことが可能なシートに仕上がりまし

クリアー系透明シートの新色が登場！航空機のキャノピー
や、自動車、鉄道、客船、建築物などの「窓」に見られる
ガラス色の色彩を手軽に表現することが可能です。「シ
ビックRS」の主要装備、ブルーガラス（熱吸収ガラス）の
表現にも最適！貼り込むだけで、より実車に近い表現が可

播州の刃物シリーズより、半丸刃
の直径（∅10mm）が登場！航空
機の増槽タンクやミサイルなど、
径が小さいパーツのパーティング
処理などに重宝します♪押しても
引いてもO.K.「左利き」にも対応。※別売りのTL106 刃物研ぎ用 砥石（丸棒）が使用可能です。

※カッター部分のアップです。

限定生産版TT106


