
新春号

＜新パッケージ＞
20324

弊社発送予定 １月10日
発売日 １月13日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ザクスピード ZK891

1/24  カー  モデル シリーズ
日本人で２人目のF1フルタイムドライバー、鈴木 亜久里が初めて
F1フル参戦を果たしたマシンを再現。ターボ禁止の新レギュレー
ションが導入された1989年 F1世界選手権に参戦しました。

ザクスピード レーシングチーム 
Car No.35 ドライバー：鈴木 亜久里
Car No.34 ドライバー：ベルント シュナイダー

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20325

弊社発送予定 １月10日
発売日 １月13日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
フィニッシュライン マツダ 767B

1/24  カー  モデル シリーズ
ホワイト＆ライトブルーのボディに、「FINISH LINE」のマーク
を纏ったマツダ 767Bを再現。チャージ マツダ 767B（2017年９
月に再生産）と共に1989年 ル・マン24時間レースに参戦し、
GTPクラス１位を獲得しました。

マツダスピード チーム Car No.201
（総合7位。GTPクラス1位。）　 

デカール
（予定）

＜ディテールアップ＞
QG72

弊社発送予定 １月10日
発売日 １月13日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥1,000

（+消費税）

◆
日本海軍 艦艇用 汎用エッチングパーツ A (手摺・梯子)

1/700   艦船 シリーズ
1/700スケール 艦船モデル用のディテールアップエッチングパ
ーツセットが登場。各種艦艇に使用可能！便利な汎用パーツを
集めました。エッチングならではの精密感溢れる仕上がりで、
ディテールアップ工作をサポートします。Aセットは手摺、直立
梯子、傾斜梯子各種、錨見台などの予定です。 

＜ディテールアップ＞
QG73

弊社発送予定 １月10日
発売日 １月13日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥1,000

（+消費税）

◆
日本海軍 艦艇用 汎用エッチングパーツ B (水密扉・昇降口)

1/700   艦船 シリーズ
1/700スケールの各種艦艇に使用可能！便利な汎用パーツを集めま
した。エッチングならではの精密感溢れる仕上がりで、ディテー
ルアップ工作をサポートします。Bセットは水密扉各種、昇降口各
種、舷灯、艦尾信号灯、方向探知機（ループアンテナ）、絡車（
リール）各種、艦首/艦尾旗竿、浮輪、菊花紋章などの予定です。

＜新デカール/日本語版解説図＞
07461

弊社発送予定 １月12日
発売日 １月17日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
ポリカルポフ I-153“フィンランド空軍”

1/48  飛行機 シリーズ
本機はチャイカ（かもめ）の名で呼ばれ、第二次大戦初期まで使用
されていたソ連製の複葉戦闘機です。フィンランド空軍では捕獲
した８機のI-153を使用しており、「IT-16」には撃墜マーク２個と
小艇撃沈マーク４個が記されています。キットはICM社製のパー
ツをセット。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します！

フィンランド空軍 第6飛行隊 第3中隊
中隊長 アホニウス大尉 乗機「IT-16」（1942年7月）
オラヴィ プロ少尉 乗機「IT-18」（1942年10月）

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02265

弊社発送予定 １月12日
発売日 １月17日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
F-15J イーグル“201SQ 千歳基地60周年記念”

1/72  飛行機 シリーズ

F-15J EAGLE

航空自衛隊 千歳基地（北海道）は、2017年に開設60周年を迎えま
した。それを記念したスペシャルマーク機をキット化します！左側
の垂直尾翼に「イーグル」、右側には「ヒグマ」のイラスト、大きく
描かれた赤い日の丸が映える魅力的なデザインとなっています。

航空自衛隊 第2航空団 第201飛行隊
千歳基地開設60周年記念塗装機「860」（千歳基地：2017年7月）

デカール
（予定）

PHOTO：TANAKA Yuji

Polikarpov I-153

MAZDA 767B

2018年1月発売 新製品 ＜定番＆定番外 新製品＞

※実際のパッケージイラストとは異なります。

 平成30年（2018年）1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

■ フィンランド空軍 第6飛行隊 第3中隊 中隊長 アホニウス大尉 乗機「IT-16」

■ 手摺（たわみ有り）

■ 手摺（たわみ無し）

■ 直立梯子

■水密扉（11種）

■昇降口（９種）

■菊花紋章（４種）■浮輪

■ 傾斜梯子（幅/長さが異なる９種） ※こちらの図は製品原寸です。

※こちらの図は製品を1.5倍に拡大しています。

■ 錨見台

■ 航空自衛隊 第2航空団 第201飛行隊 千歳基地開設60周年記念塗装機「860」

4 967834 203242

4 967834 203259

4 967834 721722

4 967834 721739

4 967834 074613

4 967834 022652

■方向探知機（2種）

■舷灯 ■艦尾信号灯

■艦首/艦尾旗竿（4種）

■絡車（４種）



4 967834 521704

＜新デカール/日本語版解説図＞
07462

弊社発送予定 １月18日
発売日 １月21日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥7,400

（+消費税）

◆
ミグ25RBT フォックスバット“ロシア空軍”

1/48  飛行機 シリーズ

■ ロシア空軍 所属機「赤55」 
MIKOYAN-25RBT FOXBAT

機首に「ソ連親衛隊の部隊章」「クトゥーゾフ勲章」「赤旗勲章」、
インテーク付近に「フクロウのマーク」を記した写真偵察機型
を再現。パーツはICM社製をセット。パッケージイラストは加藤 
単駆郎 氏が担当します。ICM版よりお買い得な価格設定です！

ロシア空軍 所属機「赤55」 
他１機分

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02264

弊社発送予定 １月20日
発売日 １月24日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
J -15“中国海軍 2017”

1/72  飛行機 シリーズ

J-15

「フライング シャーク」の愛称で知られる中国海軍所属の艦上
戦闘機 J-15の最新マーキングを再現します。機首、垂直尾翼の
内側、テイルコーンに赤＆黄のストライプが追加され、さらに
機首付近に中国人民解放軍の海軍旗が記されています。
※キットのパーツはSu-33 フランカーDをセットします。

中国人民解放軍海軍 空母 遼寧 搭載機（2017年）
「116」、「105」、「111」、「120」

デカール
（予定）

＜特別仕様＞

SP370

弊社発送予定 １月20日
発売日 １月24日ごろ

1梱入数 20個
本体価格 ¥4,500

（+消費税）

◆

ハッピーたまごガールズ No.01“羽澄れい”
 w/54cm 自走臼砲 カール

1/24（+1/72） シリーズ

HAPPY
EGG GIRLS

ドイツ軍服風のコスプレをした「たまごガールズ 羽澄れい」が、
自走臼砲カールの巨大ミニチュアに跨って、祝砲を放つシーン
を1/24スケールでモデル化。祝砲から発射されるのは、ハッピー
なメッセージフラッグ♪「Congrats !（おめでとう）」のメッセ
ージは、英語、日本語、ドイツ語、中国語、スペイン語を予定。
自走臼砲 カールは、1/72スケールのパーツをセットします。 

羽澄れい（1/24） フィギュア（原型製作：辻村 聡志 氏）、
旗竿先端飾りのMe163コメート
メッセージフラッグと旗用の支柱部品
メッセージフラッグ（複数）、旗
フィギュアの瞳、カールのマーキングなど

＜新パッケージ＞
20326

弊社発送予定 １月23日
発売日 １月26日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,300

（+消費税）

◆
JTCC 綜合警備 BMW 318i

1/24  カー  モデル シリーズ
BMW 318i

ホワイト＆ブラックの堅実なイメージのカラーリングが魅力的！
綜合警備保障カラーのマシンを再現。プライベートチーム・テ
イクワンは、中谷 明彦をドライバーに起用し新レギュレーション
が導入されたJTCC 1994に参戦しました。

1994年全日本ツーリングカー選手権 出場車 
チーム テイクワン Car No.30 

デカール
（予定）

デカール
（予定）

＜新パッケージ/特別仕様＞
20327

弊社発送予定 １月23日
発売日 １月26日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
トヨタ 2000GT“1967 鈴鹿 500km レース 優勝車”

1/24  カー  モデル シリーズ
1967年の鈴鹿500kmレースに出場した2000GTを再現。チームト
ヨタは、市販を間近に控えた2000GTを2台投入し優勝を勝ち取
りました！キットのデカールは、ホワイトボディの「61」とシ
ルバーボディの「60」を選択可能です。

優勝 Car No.61 ドライバー：鮒子田 寛
リタイヤ Car No.60 ドライバー：細谷 四方洋
スピナータイプのセンターロック部品

X72-16
弊社発送予定 １月25日
発売日 １月28日ごろ
1梱入数 100個
本体価格 ¥1,200

（+消費税）

◆
日本海軍 搭乗員セット

1/72  飛行機 シリーズ
二式大型飛行艇に付属する1/72スケール搭乗員フィギュア
を別売します！ポーズは６種、16体入り。原型製作は竹 一郎 
氏が担当。ポージング、装備のディテール、ちょっとした
表情や仕草まで絶妙な仕上がりが魅力です。日本海軍 爆撃
機用となりますが、調整すれば他の機体にも応用可能です！

＜新デカール＞
02263

弊社発送予定 １月25日
発売日 １月28日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
三菱 G4M2A 一式陸上攻撃機 24型“フィリピン航空戦”

1/72  飛行機 シリーズ
フィリピン方面に展開した、機体を再現します。機首にH-６電探
（八木式アンテナ）を装備した「763-12」と、電探装備無しの
「02-13」の選択式。フィギュアを乗せる場合には、同時発売の
「日本海軍 搭乗員 セット（X72-16)」がお勧めです！

第763海軍航空隊 攻撃第702飛行隊 所属機「763-12」（
ルソン島：1944年11月～1945年1月）
第752海軍航空隊 攻撃第702飛行隊 所属機「02-13」
（ルソン島：1944年10月～11月）

デカール
（予定）

■ 第763海軍航空隊 攻撃第702飛行隊 所属機「763-12」

※実際の製品パッケージはイラストになります。

一式陸上攻撃機 24型

■ 中国人民解放軍海軍 空母 遼寧 搭載機「116」

4 967834 074620

4 967834 022645

4 967834 203266

4 967834 203273

4 967834 351165

4 967834 022638

シール
金属線

レジン部品

メタル部品

デカール（予定）

54cm MORSER
KARL 041

■車体のカラーは
　ピンクの予定です。

■パッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当します！

NOW PRINTING



※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。

＜２体セット/新デカール＞
64113

弊社発送予定 １月30日
発売日 ２月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,400

（+消費税）

◆
ファイアボールSG & SGプラウラー

1/35  Ma.K. シリーズ

FIREBALL SG PLOWLER
FIREBALL SG

ルナダイバー（品番：MK03）に付属している、宇宙戦用パワード
スーツ「ファイアボールSG」と「SGプラウラー」を別売りキッ
トとして発売します。本機はスネークアイの設計を一部流用し戦
闘力を強化したタイプで、新型のスネークアイが本格稼働するま
での暫定型として生産された機体です。製品のパーツ構成はファ
イアボールSG、SGプラウラーの選択式キットが２体分入る形と
なります。パッケージイラストは横山 宏 氏が担当。お馴染みの
塗装カードが付属し、デカールは４種を予定しています。

65841

弊社発送予定 １月30日
発売日 ２月２日ごろ
1梱入数 14個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
SDF-1 マクロス艦 強攻型 w/プロメテウス ＆ ダイダロス（仮称）

1/4000  マクロス シリーズ
左腕に空母プロメテウス、右腕に強襲揚陸艦ダイダロスを接続
したSDF-1 強攻型をキット化します。こちらはハセガワオリジナ
ル設定に基づく製品で、劇場版SDF-1のデザインをベース
とし、TV版デザインの主砲、肩部のOT超高速レールキャノン
、肘関節、艦橋（頭部）、胴体の一部パネル、各所の副砲を新
規パーツでセットしたモデルとなっています。主砲は可動式と
なっており、前方に倒して発射体制を取らせることが可能。さ
らに、胸部には、胸を張った姿勢をとらせるためのギミックを
内蔵。このギミックにより、主砲発射体制時に主砲身を「ハ」の
字に開くことが可能です。肘関節は可動するタイプと、90度曲
げた状態で固定したタイプの２種が付属し、完成後に組み替え
ることが可能。さらに、おまけ要素としてダイダロスアタック
時のダイダロス艦首ハッチオープン状態を選択して組み立てる
ことが可能となっています！内部にはトマホーク（前半分のみ
）×5と、モンスター（砲身と胴体の先端のみ）×3による全弾
発射をイメージした、レリーフ状の部品が収まる設計です。同
スケールのデストロイド（トマホーク、ディフェンダー、ファ
ランクス×各20体）もレリーフ状のパーツで付属。パッケージ
イラストは天神 英貴 氏が担当します。

統合軍 SDF-1 マクロス
主砲・肩部のOT超高速レールキャノン・肘関節・艦
橋・胴体の一部パネル・副砲部品

１月発売予定 人気再販 ■ 2018年１月に下記の４アイテムを再販いたします！

20257

弊社発送予定 １月16日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/24

三菱 ランサー GSR
エボリューション IV

＜人気再販＞

36個

64104

弊社発送予定 １月18日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥6,400（+消費税）

◆1/20 ＜人気再販＞

12個

反重力装甲戦闘機
Pkf.85bis グリフォン

（+消費税）

64713

弊社発送予定 １月18日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,600（+消費税）

◆1/72

“ラストエグザイル”
  ヴァンシップ 魚雷装備機

＜人気再販＞

36個
64713 8

CD 6

弊社発送予定 １月16日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/24 ＜人気再販＞

36個
24106 3 20257 3

ホンダ シビック SiRⅡ

　C     2003 GONZO/FlyingDog64104 4　C     Kow Yokoyama 2011

新金型追加

デカール（予定）

新規プラ部品

4 967834 641136

4 967834 658417

　C     1982 ビックウエスト

プロメ
テウス

OT超高速レールキャノン

ダイダロス

主砲

　C     Kow Yokoyama 2018


