
＜新パッケージ＞

20311

弊社発送予定 10月３日
発売日 10月６日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆

スバル レガシィ RS“1993 ニュージーランド ラリー 優勝車
/ツール・ド・コルス ラリー”

1/24  カー モデル シリーズ
WRブルーにイエローのマーキングがよく似合う！スバルワール
ドラリーチームのワークスマシンを再現。コリン マクレーとスバ
ルにとって、WRC初優勝を獲得した記念すべきマシンです。キッ
トにはバックル、キャッチピンなどのエッチングが付属します。

1993年 ニュージーランド ラリー優勝車 Car No.7 ドライバー：コリン マクレー
1993年 ツール・ド・コルス ラリー出場車 5位 Car No.8 ドライバー：コリン マクレー

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20317

弊社発送予定 10月３日
発売日 10月６日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
ポルシェ 968 CS

1/24  カー モデル シリーズ
ポルシェ 968のスポーツモデル（1993年）を再現。前席にはバ
ケットシートをセット。後席を取り外してラゲッジスペースと
することにより軽量化が図られたタイプです。キットはボンネ
ットを別パーツ化、内部のエンジンまで再現。フロアカーペッ
ト用の黒いフェルトシールと、ラゲッジスペースのネット再現
用メッシュが付属します。ボディの成形色はイエローです。

02257

弊社発送予定 10月５日
発売日 10月８日ごろ
1梱入数 12個
本体価格 ¥8,800

（+消費税）

◆
川西 H8K1 二式大型飛行艇 11型“第802航空隊”

1/72  飛行機 シリーズ
新規プラ部品を追加し、11型（量産機）を再現し
ます。機首の武装は九二式7.7mm旋回機銃を搭載
、明かり取り窓の形状や配置も12型とは異なります
。「N1-13」は水上機母艦 秋津洲のデリックで吊りあ
げられている写真が残されている機体です。「W-47
」の第14海軍航空隊は、1942年11月に第802海軍航
空隊に改称されました。キットには多数の搭乗員フ
ィギュア、窓マスキング用シールが付属。パッケー
ジイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

■ 第802海軍航空隊 所属機「N1-13」

川西 H8K1 二式大型飛行艇 11型

＜特別仕様＞

＜特別仕様＞

02256

弊社発送予定 10月５日
発売日 10月８日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
F-117A ナイトホーク“デザート ストーム”

1/72  飛行機 シリーズ

F-117A NIGHTHAWK

湾岸戦争に参加した37TFW所属のF-117Aを再現します。キット
は、爆弾庫扉を開いて誘導爆弾×2を搭載した状態と、爆弾庫扉
を閉じた状態を選択可能なパーツ構成。「TR813」はコクピッ
ト付近に多数のミッションスコアを記した機体です。

アメリカ空軍 第37戦術戦闘航空団
司令官機「37TFW TR830」（1991年） 
司令官アルトン ホイットレー大佐機「37TFW TR813」
爆弾倉・誘導爆弾（GBU-27）部品 

デカール
（予定）

PHOTO：George Trussell

＜新パッケージ＞
20316

弊社発送予定 10月11日
発売日 10月14日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,900

（+消費税）

◆
ジャグヮー XJR-9 IMSA

1/24  カー モデル シリーズ
1988年のIMSA・キャメルGTシリーズで優勝した、カストロールカ
ラーのXJR-9を再現します。IMSA（国際モータースポーツ協会）は
1969年に設立されたアメリカの自動車レース統括団体です。

IMSA-GTPクラス 1988年デイトナ・サンバンク 24時間レース出場車 
CAR No.60（優勝）/ CAR No.61 / CAR No.66（3位） 

デカール
（予定）

2017年10月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞

10
 平成29年（2017年）10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!

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37戦術戦闘航空団 司令官機「37TFW TR830」 専用プラ部品

第802海軍航空隊 所属機「N1-13」（1943年）
第14海軍航空隊 所属機「W-47」（ラバウル：1942年）
11型用の機首・7.7mm機銃・銃座用風防部品

デカール
（予定）

新規プラ部品

4 967834 203112

4 967834 203174

4 967834 022577

4 967834 022560

4 967834 203167

GBU-27



※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。

＜新デカール＞
20318

弊社発送予定 10月11日
発売日 10月14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“1991 ル・マン”

1/24  カー モデル シリーズ

PORSCHE 962C

DDG174

懐かしのCカーシリーズにNEWキットが登場！1991年のル・マン
24時間レースでゴールまであと残り約50分、その瞬間まで全開で
アタックした、パステルグリーンのマシンをキット化します！

1991年 ル・マン24時間レース出場車
トラスト・レーシングチーム Car No.49

デカール
（予定）

30045

弊社発送予定 10月17日
発売日 10月20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 きりしま“ハイパーディテール” ＜特別仕様＞◆1/700   艦船 シリーズ

ご好評をいただきました「こんごう」に続いて、「きりしま」
がハイパーディテール化！スーパーディテールよりさらに、
1ランク上の精密感をお楽しみいただけます。

ミサイル護衛艦 きりしま「174」（2016年）

＜新デカール＞
02258

弊社発送予定 10月17日
発売日 10月20日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
SP-2H ネプチューン“ニュー パトロール スキーム”

1/72  飛行機 シリーズ

■ アメリカ海軍 第30哨戒飛行隊 所属機「LL43」
SP-2H NEPTUNE

当初グロッシーシーブルーやシープレーングレーで全身を塗装
されていた本機は、太陽光の吸収を抑えるために、機体上面を
「白」く塗装する「ソーラー・リフレクティング塗装」へとシ
フト、さらに1964年にはベース色をライトガルグレーとする最
後期の「パトロールスキーム」へと変化していきました。

アメリカ海軍 第30哨戒飛行隊 所属機「LL43」
アメリカ海軍 第69哨戒飛行隊 所属機「PJ5」

デカール
（予定）

PHOTO： “Clay Jansson photo via Navarchives Collection”. 

＜新デカール＞
02255

弊社発送予定 10月19日
発売日 10月22日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,400

（+消費税）

◆
川西 E7K1 九四式一号水上偵察機“神威搭載機”w/カタパルト

1/72  飛行機 シリーズ
水上機母艦 神威（かもい）に搭載されていた九四水偵を再現します。
垂直尾翼には神威搭載機を表す黄文字の「5」、その下に白文字で機
番が記されています。太平洋戦争前、中国大陸方面に展開していた
機体です。キットには呉式二号射出機五型が付属します。

水上機母艦 神威搭載機「5 11」（中国：1938年）
他１機分

デカール
（予定）

■ 水上機母艦 神威搭載機「5 11」

川西 E7K1 九四式一号水上偵察機

＜新デカール＞
07459

弊社発送予定 10月19日
発売日 10月22日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
TF-104G スターファイター“デモンストレイター”

1/48  飛行機 シリーズ

TF-104G STARFIGHTER

ロッキード社がセールス用に使用した、デモカラーの機体を再
現します。ナチュラルメタルの機体にブルーのマーキング、機
首には「FREE WORLD DEFENDER」のマークを記し、各国の空
軍関係者にアピールしました。

ロッキード社所有デモンストレイター
「N104L」/「N90500」

デカール
（予定）

　C     トラスト

製品仕様
メインマスト・フェイズドアレイレーダー・手
摺・外壁のルーバー類・水密扉部品など

エッチング

■ ロッキード社所有デモンストレイター「N104L」

4 967834 203181

4 967834 300453

4 967834 022584

4 967834 022553

4 967834 074590

カタパルト付！


