
２

＜新デカール＞
02266

弊社発送予定 ２月１日
発売日 ２月４日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
S2F-1（S-2A）トラッカー“海上自衛隊 第51航空隊”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 海上自衛隊 第51航空隊 所属機「4159」

海上自衛隊は1957年からトラッカーを配備、「おおたか」と命名
し陸上基地用の対潜哨戒機として運用しました。キットは久々の
生産！胴体下面のレドームは可動式で、収納/展開状態を楽しめる
パーツ構成。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

S2F-1：海上自衛隊 第51航空隊 所属機「4159」（下総基地）
S-2A：アメリカ海軍 所属機 

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02268

弊社発送予定 ２月１日
発売日 ２月４日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
F-15C イーグル“オレゴン ANG 75周年スペシャル”

1/72  飛行機 シリーズ

F-15C EAGLE

1941年に創設され2016年に75周年を迎えた、オレゴン州空軍の
特別塗装機を再現します。機首には迫力のある白頭鷲の頭部、
主翼＆水平尾翼の上下面にグレー系のグラデーションで重ねられた
翼の模様、垂直尾翼にはオレゴン州空軍と、75周年のマークが大き
く描かれています。キットは大判のデカールをセットします！

オレゴン州空軍 第143戦闘航空団 第114戦闘飛行隊
州空軍創設75周年記念塗装機「041」（2016年）

デカール
（予定）

PHOTO：TOSHIHIRO FUJISAWA

＜新パッケージ＞
20328

弊社発送予定 ２月６日
発売日 ２月９日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
スバル レガシィ RS

1/24  カー モデル シリーズ
RSはモータースポーツ用ベース車として開発されたタイプで、強力
な水平対向エンジンと、確実に路面をとらえるフルタイム4WDを搭
載した高性能セダンです。キットのパーツカラーは、ボディ：ホワ
イト、内装や足周り：グレー、ウィンドウ・ライトなど：クリアー
、ホイール・ミラー鏡面など：銀メッキパーツとなっています。

＜新パッケージ＞
20331

弊社発送予定 ２月６日
発売日 ２月９日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
ランチア デルタ HF インテグラーレ 16v

1/24  カー モデル シリーズ
モータースポーツ用ベース車両としても活躍した、1989年のモ
デルを再現。左右に張り出したブリスターフェンダーと16バルブ
４気筒DOHCインタークーラーターボエンジンを収めるために
突き出たエンジンフードのバルジが特徴です！キットのパーツ
カラーは、ボディ：レッド、内装：ホワイト、足周り：グレー、
ホイール：銀メッキパーツとなっています。

2018年２月発売 新製品 ＜完全新金型 新製品＞

2018年２月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞

 平成30年（2018年）２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

HC26

弊社発送予定 ２月20日
発売日 ２月23日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
いすゞ ジェミニ（JT190） イルムシャー 

1/24  HC シリーズ
街並をアクロバティックに走るカースタントを使ったテレビCMが話題となった「街の
遊撃手！2代目ジェミニ」を完全新金型でキット化します。キットの仕様は、1988年に
発売された高い走行性能を有するヨーロピアン・スポーツモデルを選択。コンパクト
でスポーティーなスタイル、欧州メーカーのシート＆ステアリングを使用した内装、特
徴的なホイールキャップなど、徹底した実車取材をもとに再現します。ボディのパー
ツカラーは白、ヘッド/テールライトの内部は銀メッキパーツ、ボディサイドのモール
は別パーツとなります。サイドウインカーの位
置やテールライトの形状の違いなど、パーツの
選択により前期型と後期型を組み分けることが
可能。フロントガラスの窓枠塗装用に、塗り分
けシールが付属します。 

■前期型 サイドウインカー ■後期型 サイドウインカー ■前期型 テールライト/リアスポイラー ■後期型 テールライト/リアスポイラー■前期型 サイドウインカー ■後期型 サイドウインカー ■前期型 テールライト/リアスポイラー ■後期型 テールライト/リアスポイラー

街の遊撃手。 完全新金型

4 967834 022669

4 967834 022683

4 967834 203280

4 967834 203310

4 967834 211261



＜新パッケージ＞
20329

弊社発送予定 ２月14日
発売日 ２月17日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
アドバン ポルシェ 962C 

1/24  カー モデル シリーズ

※製品のパッケージイラストはカラーになります。

ブラック＆レッドのカラーリングが魅力的♪1989年のJSPCに参戦
したアドバンカラーのポルシェ962Cを再現します。第４戦のイン
ターナショナル鈴鹿1000kmでは優勝を獲得しました！

1989年 全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権出場車
アドバン アルファ ノバチーム CAR No.25

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20330

弊社発送予定 ２月14日
発売日 ２月17日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
エスポ ラルース LC90 

1/24  カー モデル シリーズ
ラルースが1990年第３戦から投入したLC90を再現。日本人で２
人目のF1フルタイムドライバー、鈴木 亜久里が鈴鹿で初の表彰
台！ウィリアムズを抑えて第３位を獲得したマシンです。

第15戦 日本グランプリ出場車 3位
　　　　Car No.30 ドライバー：鈴木 亜久里
第4戦 モナコグランプリ出場車 6位
　　　　Car No.29 ドライバー：エリック ベルナール

デカール
（予定）

＜原作イラストパッケージ/新デカール＞
64759

弊社発送予定 ２月16日
発売日 ２月21日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
「ラインの虎」 キングタイガー（ヘンシェル砲塔）

1/35  戦場まんが シリーズ
ドイツの国境を流れるライン川の西岸でアメリカ軍のM4 シャー
マンと戦うドイツ戦車隊。M4に対し、圧倒的な強さを誇るキン
グタイガーではあったが、15キロ西に迫る連合軍本隊を前に、
レマーゲン鉄橋を渡って撤退。その際、軍司令部の命令でハイ
ムマンのキングタイガー1両のみが、その場に残り連合軍の監視
を行うことに....。キットのパッケージは原作イラストに着彩し
たカラー版となります。パーツはICM社製をセットします。

ドイツ陸軍 ホルスト・ハイムマン搭乗車（1945年）

＜特別仕様＞
08252

弊社発送予定 ２月16日
発売日 ２月21日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥5,200

（+消費税）

◆
三菱 A6M5 零式艦上戦闘機 52型“夜間戦闘機”

1/32  飛行機 シリーズ
操縦席後方に20mm斜め銃を搭載した、夜間戦闘機型を再現し
ます。332空所属の夜間戦闘機は、垂直尾翼の機番の上に満月を
意味する「黄色い丸」が記されていました。キットのパッケー
ジイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

第332海軍航空隊 所属機「32-89」（岩国基地：1944年）
おまけ：第332海軍航空隊 所属機「32-82」、「32-85」
第302海軍航空隊 第1飛行隊 所属機「ヨD-129」（厚木基地：1945年1月）

デカール
（予定）

■ 第332海軍航空隊 所属機「32-89」
A6M5 零式艦上戦闘機 52型

＜新デカール/展示用スタンド付＞
02267

弊社発送予定 ２月23日
発売日 ２月28日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
F-35 ライトニングII（A型）“イスラエル空軍”

1/72  飛行機 シリーズ

■ イスラエル空軍向け初号機「901」
F-35 LIGHTNING II

2016年末にイスラエル空軍に引き渡された１機目の機体、初号
機をキット化します。イスラエルの国籍マーク「六芒星」が記
された機体です。キットは飛行/駐機状態を選択可能です。

イスラエル空軍向け初号機「901」 
他１機分

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02269

弊社発送予定 ２月23日
発売日 ２月28日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
F-14A トムキャット“VF-84 ジョリー ロジャース”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第84戦闘飛行隊“ジョリー ロジャース”CAG機「AJ200」
F-14A TOMCAT

ハイビジからロービジへと移行する1981～82年頃の、機体色は
全面ガルグレーに、コーションマークはフルカラーのまま、と
いう過渡期の機体をキット化します。パッケージイラストはマ
クロスシリーズでお馴染みの天神 英貴 氏が担当します！！

アメリカ海軍 空母USS ニミッツ 搭載 第84戦闘飛行隊
“ジョリー ロジャース”CAG機「AJ200」（1981～82年）
他１機分

ダンケルクはフランスの最北端、ベルギーとの国境付近に位置する都市で、1940年５～６月にかけ
て連合軍の大規模撤退作戦が遂行されたことで知られています。ドイツ軍の侵攻により、ダンケル
クに取り残されたイギリス軍とフランス軍の兵士約40万人を艦艇でイギリスに脱出させる作戦でし
た。連合軍側は、脱出する兵士達の輸送を担う艦艇の護衛としてイギリス空軍のスピットファイア
Mk.I、これに対し艦艇の脱出を阻止すべく爆撃を仕掛けるドイツ側のHe111P/Hとその護衛のBf109E
という、ダンケルク航空戦の図式を模型で確認出来るセットとなっています！

デカール
（予定）

＜３機セット/新デカール＞
02270
◆

スピットファイア Mk.I & Bf109E & He111P/H“ダンケルク航空戦”
1/72  飛行機 シリーズ

SPITFIRE Mk.I

後部風防・斜め銃・照準器部品新規プラ部品

新金型追加

デカール（予定）
　C     Leiji Matsumoto 2017　商品化企画協力：ZERO Goods universe 2017

4 967834 203297

4 967834 203303

4 967834 647596

4 967834 082526

4 967834 022676

4 967834 022690

PHOTO：Brandon Thetford
■ イスラエル空軍向け初号機「901」
F-35 LIGHTNING II

イギリス空軍 第54飛行隊
コリン F. グレイ少尉乗機「KL◎N」（1940年5月）
他１機分

デカール
（予定）



弊社発送予定 ２月23日
発売日 ２月28日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥5,800

（+消費税）

Messershmitt Bf109E

Heinkel He111H

＜特別仕様＞
30048

弊社発送予定 ２月27日
発売日 ３月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
アメリカ海軍 戦艦 サウスダコタ“スーパー ディテール”

1/700 　艦船 シリーズ
サウスダコタは設計当初から16インチ（406mm）砲を搭載する
戦艦として計画され、対16インチ砲弾の防御計画を初めて備え
たアメリカ海軍の戦艦です。キットは精密感溢れるエッチング
パーツを追加！手摺、レーダー、クレーンなどを予定。エッチ

ングならではの繊細な表現をお楽しみ頂け
る内容となります。パッケージイラストは
加藤 単駆郎 氏が担当します。

手摺、レーダー、クレーン部品など
※左の図は開発中の画像です。

＜特別仕様＞

＜人気再販＞

07463

弊社発送予定 ２月27日
発売日 ３月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 乙 40mm砲装備機“飛行第47戦隊”

1/48  飛行機 シリーズ
主翼に２門の40mmロケット砲 ホ301を搭載した飛行第47戦隊所
属機を再現します。先端カバーが外された状態の40mm砲を再
現するため、真鍮挽きものによる砲身部品をセットします。パ
ッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。

飛行第47戦隊 所属機「赤71」
飛行第47戦隊 所属機「赤65」

デカール
（予定）

■ 飛行第47戦隊 所属機「赤71」

＜原作イラストパッケージ/新デカール＞
64760

弊社発送予定 ２月27日
発売日 ３月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
「エリア88」A-10 サンダーボルト II“グレッグ・ゲイツ”

1/72  クリエイターワークス シリーズ
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10弾は、ヒゲダルマこ
とグレッグの搭乗機、垂直尾翼にドクロのパーソナルマークを記
したA-10です。※キットのパーツはA-10Cになります。

アスラン王国空軍 外人部隊基地エリア88所属
グレッグ・ゲイツ 搭乗機

デカール
（予定）

２月発売予定 人気再販 ■ 2018年２月に下記の５アイテムを再販いたします！

JT 69

弊社発送予定 ２月14日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/48

中島 A6M2-N
二式水上戦闘機

＜人気再販＞

24個

20256

弊社発送予定 ２月６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
20256 6 09069 9

ホンダ シビック フェリオ VTi

65832

弊社発送予定 ２月８日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

24個

  VF-1D ガウォーク バルキリー
（レジン製フィギュア付）

（+消費税）65832 5　C     1982 ビックウエスト

64739

弊社発送予定 ２月８日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/48

「エリア88」 
  F-8E クルーセイダー “風間 真”

＜人気再販＞

24個
64739 8 　C     新谷かおる

※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。

40mm砲　　　　　　　　  40mm砲の砲身プラ部品 真鍮挽きもの

エッチング部品

　C     新谷かおる

65838

弊社発送予定 ２月８日
発売日 ２月11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。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 氏が担当しています。

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

　C     2015 ビックウエスト 専用プラ部品

4 967834 658387

デカール
（予定）■ ケイオス α小隊 所属機

VF-31A KAIROS
■ ケイオス α小隊 所属機

VF-31A KAIROS

4 967834 022706

4 967834 300484

4 967834 074637

4 967834 647602

※製品のパッケージイラストとは異なります。

ドイツ空軍 第1戦闘航空団 第1中隊
中隊長 ヴィルヘルム バルタザール大尉 乗機
「白1」（1940年5月）
他１機分

デカール
（予定） H型：ドイツ空軍 第54爆撃航空団 第1中隊 所属機「B3+DH」（1940年5月）

他１機分（P型）
デカール
（予定）

※製品のパッケージイラストとは異なります。

中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 乙


