
CONSTRUCTION WORKER SET A

３

2018年３月発売 新製品 ＜完全新金型 新製品＞

2018年３月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞

 平成30年（2018年）３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

完全新金型E 46

弊社発送予定 ３月13日
発売日 ３月16日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
F-35 ライトニングII (B型)“U.S.マリーン”

1/72  E シリーズ
第5世代の最新ステルス戦闘機「F-35」より、短距離離陸垂直着陸（STOVL）が可能なB型を完全新金
型でキット化。リフトファン部上扉/下扉、エンジン部扉などは開閉選択式。脚は飛行状態と駐機状態
を選択可能。ノズルは取り外しが出来る構造となっており、実機同様の回転機構により可動可能！これ
により、発艦時の状態（短距離離陸）を再現することができます。フラッペロン、水平尾翼、垂直尾翼は
スライド金型による一体形成で小気味良いディテール表現を実現。最新型のヘルメットを装着した
状態のパイロットフィギュア（着座姿勢）1体と展示用スタンドが付属。パッケージイラストは加藤 単
駆郎 氏が担当しています。

アメリカ海兵隊 第121海兵戦闘攻撃飛行隊“グリーンナイツ”隊長機「VK01」（岩国基地 2017年）
他１機分

デカール
（予定）

完全新金型
WM03

弊社発送予定 ３月23日
発売日 ３月28日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥1,400

（+消費税）

◆
建設作業員セット A（舗装工事４体セット & アクセサリー）

1/35  WM シリーズ

CONSTRUCTION WORKER SET A

舗装工事のシチュエーションを再現した、作業
員と機材のセットです。若手のレーキ作業員
（女性）とプレート作業員（男性）、ベテラン
（男性）のスコップ作業員と一輪車作業員の
計４体をセット。フィギュア原型は辻村 聡志 
氏が担当します。振動ローラや、油圧ショベ
ルと組み合せると臨場感がアップします！

■ アメリカ海兵隊 第121海兵戦闘攻撃飛行隊“グリーンナイツ”隊長機「VK01」

30049
弊社発送予定 ３月１日
発売日 ３月４日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥1,000

（+消費税）

◆駆逐艦 夕雲型 ディテールアップ エッチングA（夕雲/早波用） 1/700   艦船 シリーズ
太平洋戦争前期・中期仕様艦用。サイズは38x167mm。
手すり、梯子、方向探知機アンテナ、ボートダビ
ット、スキッドビーム、旗竿、逆探、水密扉、艦尾
信号灯、浮環、爆雷装填台、無線アンテナ、空中
線支柱、通風塔用網、魚雷装填装置側壁、一三号
電探、プロペラガード、機銃台支柱などをセット。

30050
弊社発送予定 ３月１日
発売日 ３月４日ごろ
1梱入数 50個
本体価格 ¥1,000

（+消費税）

◆駆逐艦 朝潮型  ディテールアップ エッチングA（朝潮/峯雲/荒潮用） 1/700   艦船 シリーズ
太平洋戦争前期・中期仕様艦用。サイズは
36x158mm。手すり、梯子、方向探知機アン
テナ、ボートダビット、艦尾信号灯、スキッ
ドビーム、旗竿、逆探、爆雷装填台、水密扉
、浮環、無線アンテナ、空中線支柱、通風塔
用網、魚雷装填装置側壁などをセット。

＜新パッケージ＞
20335

弊社発送予定 ３月１日
発売日 ３月４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 LM（ ル・マン タイプ）

1/24  カー モデル シリーズ
1988年のル・マンで優勝を果たしたマシン（CAR No.2）を再現。TWR
ジャグヮーチームは５台のXJR-9を投入。必勝体制でレースに臨み、
シェルポルシェとのデッドヒートの末に優勝を勝ち取りました。

1988年 ル・マン24時間レース出場車
CAR No.2（CAR No.1、3、21、22も選択可能です。）

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20333

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

（+消費税）

◆
スバル インプレッサ WRX

1/24  カー モデル シリーズ
レガシィRSに代わるラリー用ベース車として開発された初代イン
プレッサの市販車バージョンを再現。キットはエンジンレスで、
外観と内装を精密にパーツ化。ホイールは銀メッキ。ボディの
パーツカラーはシルバーです。フロアーカーペット用のフェル
トシールと、ウィンドウ用のマスキングシールが付属します。

■振動プレート
　コンパクタ

■各扉は開閉選択式
■フラッペロンは水平/
　ダウン状態を選択可能 ■ノズル可動イメージ

リフトファン部上扉

フラッペロン

キャノピー

補助エアインテイク扉

※写真はフィギュア原型。アクセサリーは 3D出力した試作品です。

姿勢制御用ロールポスト扉

リフトファン部下扉

エンジン部扉

4 967834 300491

4 967834 300507

4 967834 203358

4 967834 203334

4 967834 015760

4 967834 660038

■シンチュウ製

■シンチュウ製



＜特別仕様＞
02271

弊社発送予定 ３月15日
発売日 ３月18日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
UH-60J（SP）レスキューホーク“新潟分屯基地55周年記念”

1/72  飛行機 シリーズ
2017年11月の基地創設55周年で公開された特別塗装機をキット
化。部隊マークの「トキ」と、「55」をモチーフとする一般公
募によるデザインが魅力です。キットは受油プローブを新規パ
ーツでセット！エッチング製のアンテナ部品が付属します。

航空自衛隊 新潟救難隊 新潟分屯基地創設55周年記念塗装機「589」
（新潟分屯基地：2017年11月23日）
受油プローブ・手摺・ステップ部品など

デカール
（予定）

PHOTO：MASATAKA SATO

＜新デカール＞
02272

弊社発送予定 ３月15日
発売日 ３月18日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
F-15J イーグル“小松スペシャル 2017”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 航空自衛隊 第6航空団 第306飛行隊 小松基地航空祭記念塗装機「906」
F-15J EAGLE

VF-31J SIEGFRIED

小松基地航空祭（台風のため中止）用に2017年秋に公開された、
特別塗装機をキット化！デカールは、垂直尾翼にイヌワシを大
きく描いた306SQと、機首にドラゴントゥース＆インテーク付
近に鋭い爪を描いた303SQの選択式。機体はインテーク側面の
アンテナフェアリングや、尾部警戒アンテナを追加した近代化
改修機を選択可能なパーツ構成となります。

航空自衛隊 第6航空団
第306飛行隊 小松基地航空祭記念塗装機「906」（小松基地：2017年）
第303飛行隊 小松基地航空祭記念塗装機「878」（小松基地：2017年）

デカール
（予定）

PHOTO：Shunji NAKAI

＜特別仕様＞
新金型追加

新金型追加

07465

弊社発送予定 ３月20日
発売日 ３月24日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
三菱 F-2A“飛行開発実験団”w/ASM-3

1/48  飛行機 シリーズ

MITSUBISHI F-2A
PHOTO：KIYOTAKA SAKAI

ASM-3（×２発） AAM-5（×２発）

新規プラ部品

飛行開発実験団（ADTW）で最新装備のテストを行う洋上迷彩の
機体を再現。実用化目前の空対艦ミサイルASM-3と、現行最新の
空対空ミサイルAAM-5を新金型パーツでセットします！ASM-3
用のデカールは市松模様のタイプも選択可能です。

航空自衛隊 飛行開発実験団所属機「514」
（岐阜基地：2017年）
ASM-3・AAM-5部品

デカール
（予定）

新規プラ部品

＜新パッケージ＞
20334

弊社発送予定 ３月６日
発売日 ３月９日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
JTCC PIAA シビック

1/24  カー モデル シリーズ
1994年のJTCCより、中島 悟が監督を務めるPIAA レーシングチ
ームのシビックフェリオを再現。特徴的なストライプはデカー
ルをセット。ウインドウ用のマスキングシールが付属します。

1994年 全日本ツーリングカー選手権出場車
CAR No.15

デカール
（予定）

＜新デカール＞
65842

弊社発送予定 ３月15日
発売日 ３月18日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
VF-31J ジークフリード“マクロス35周年塗装機”

1/72  マクロスΔ シリーズ
ブルー＆ブラック＆ゴールドを基調とする豪華なカラーリング
が魅力的！デザインは天神 英貴 氏が担当、河森 正治 氏の監修に
より誕生した「マクロス35周年 塗装機」をキット化します。ゴ
ールド部分はメタリックな質感のデカールをセット。パッケー
ジイラストは天神 英貴 氏が担当します。

マクロス35周年 塗装機　C     2015,2017 ビックウエスト デカール（予定）

＜新パッケージ＞
SP371

弊社発送予定 ３月８日
発売日 ３月11日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
ヤマハ トレール 250 DT1

1/10  SP シリーズ
一般公道でもオフロードでも走れる本格的なトレールモデルとして
1967年に発表されたDT1を再現。キットのパーツカラーは燃料タン
クなどがホワイト。シートやフレームなどがブラック。エンジンや
ホイール、フロントフォークなどは銀メッキ。ゴム製の極太ブロッ
クタイヤとリアサスペンション用のスプリングをセットします。YAMAHA 250 ENDURO DT1

4 967834 203341

4 967834 521711

4 967834 022713

4 967834 022720

4 967834 658424

4 967834 074651

■受油プローブ

※ パッケージはイラストになります。

新金型追加
＜カルトグラフ製 デカール/特別仕様＞

20332

弊社発送予定 ３月13日
発売日 ３月16日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
BMW 2002 ti“1969 モンテカルロ ラリー”

1/24  カー モデル シリーズ
BMW 2002 tiBMW 2002 ti

PHOTO：TEQUENITUNE

BMWワークスとして参戦した「マルニ」をキット化。伝説のフィン
ランド人ドライバー ティモ マキネンのマシンです。キットは新金型
部品の追加によりラリー仕様の内装＆外装を精密に再現。BMWのエ
ンブレムが描かれたフロントの補助ライトは、カバー有りの状態をパ
ーツ化。「2002 ti」のエンブレムはメタルインレットをセットします。

1969年 モンテカルロ ラリー出場車
Car No.24 ドライバー：ティモ マキネン
補助ライト・シート・日除けカバー・ロールケージ・ドアミラー・
ホイール・マフラー・アンダーガード・ボンネット押さえ部品など

デカール
（予定）

新規
プラ部品

4 967834 203327



Rei HazumiRei HazumiRei Hazumi

Haku Rinpha
Haku Rinpha
Haku Rinpha

３月発売予定 人気再販 ■ 2018年３月に下記の５アイテムを再販いたします！

PT15

弊社発送予定 ３月13日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,200（+消費税）

◆1/48

F-86F-40 セイバー
“ブルーインパルス”

VF-0A/S w/ゴースト
“マクロスゼロ”

＜人気再販＞

36個
07215 2

20292

弊社発送予定 ３月27日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,800（+消費税）

◆1/24 ＜人気再販＞

36個
20292 4

三菱 ギャラン VR-4

SV-51γ w/ツインブースター
“マクロスゼロ”

65777

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

◆1/72 ＜人気再販＞

24個
（+消費税）65777 9　C     2002 ビックウエスト

65776

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

◆1/72 ＜人気再販＞

24個
65776 2 　C     2002 ビックウエスト

※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。

● パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏 が担当します。

新金型追加
＜特別仕様＞

10823

弊社発送予定 ３月23日
発売日 ３月28日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,200

（+消費税）

◆
エアバス A320neo“デモンストレイター”

1/200   旅客機 シリーズ

AIRBUS A320neo
PHOTO：Simon Fournier

＜新デカール＞
64114

弊社発送予定 ３月23日
発売日 ３月28日ごろ
1梱入数 14個
本体価格 ¥6,200

（+消費税）

◆
ルナダイバー スティングレイ“オペレーション・ダイナモ”

1/35  Ma.K. シリーズ
LUNADIVER
STINGRAY シュトラール軍の月面兵器工廠やコンビナートに進攻した「ダイナモ作

戦」において、月面にダイブし上空から無人対空砲や無人邀撃システム
を破壊！ファイアボール隊の降下援護に活躍した機体をキット化。パーツ
構成はルナダイバー単体のみ。パイロットフィギュア２種、展示用スタ
ンド、塗装カードが付属。パッケージイラストは横山 宏 氏が担当します。

＜特別仕様＞

弊社発送予定 ３月27日
発売日 ３月30日ごろ
1梱入数 ６個
本体価格 ¥12,800

（+消費税）

◆1/350   艦船 シリーズ
独自の航空甲板形状を新規エッチン
グパーツで精密に再現。大戦末期に
竣工した阿賀野型４番艦「酒匂（さ
かわ）」を再現します。

竣工時（1944年11月30日） 
対空兵装強化後（1945年）
航空甲板部品

製品仕様

＜人気再販＞

64108
弊社発送予定 ３月６日
発売日 ３月９日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆

ロボットバトルV（ファイブ）
月面用重装甲戦闘服 MK44H型 ホワイトナイト

1/20  Ma.K シリーズ
大型のボディシェル後部、バーニアノズルを装備した足首、フ
ェイス部の増設シーカーが特徴的な月面仕様の機体「ホワイト
ナイト」を再販します。武装は長砲身スマートガンを装備。宇宙
仕様のパイロット部品と、お馴染みの塗装カードが付属します。

　C     Kow Yokoyama 2018

　C     Kow Yokoyama 2014

MK44 Ausf.H 
WHITEKNIGHT
MK44 Ausf.H 

WHITEKNIGHT

デカール（予定）

近中距離用旅客機A320の最新型！低燃費＆低騒音のエコな新型
エンジンを搭載したA320neo（new engine option）をエアバス
社のデモンストレイターカラーでキット化します。キットは本
機の特徴であるギヤードターボファンエンジンや、主翼端に装
着されたシャークレットを精密に再現しています。

デモンストレイター機「F-WNEO」 
エンジン・アンテナ部品など新規プラ部品

新規エッチング

＜新デカール＞
07464

弊社発送予定 ３月27日
発売日 ３月30日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
三菱 F1M2 零式水上観測機 11型“902空 モートロック派遣隊”

1/48  飛行機 シリーズ
1943年7月、トラック諸島から南東300kmにあるモートロック諸島
に８日間にわたって派遣され、B-24を１機撃墜、さらに500km以上
南のグリニッチ島周辺海域の哨戒を行った「P1-5」を再現します。

第902海軍航空隊 所属機「P1-5」（モートロック諸島：1943年7月） 
第902海軍航空隊 所属機「02-003」（トラック諸島：1943年秋）

デカール
（予定）

■ 第902海軍航空隊 所属機「P1-5」

● パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏 が担当します。

零式水上観測機 11型

40098 日本海軍 軽巡洋艦 酒匂

■ 竣工時

レジン製フィギュア ＜新デカール＞

レジン製フィギュア ＜新デカール＞

SP372
弊社発送予定 ３月20日
発売日 ３月24日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
たまごガールズ コレクション No.01“羽澄れい”w/F-2

1/20+NON SP シリーズ

1/20+NON SP シリーズ

MITSUBISHI F-2

J-15

「たまごガールズ 羽澄れい」の1/20スケール フィギュア（レジン製）
とオリジナルマーキングのたまごひこーきをセット！フィギュアの
原型は辻村 聡志 氏、パッケージイラストは藤沢 孝 氏が担当します♪

フィギュア用の瞳・水着の名前など
 F-2用：オリジナルマーキング デカール

デカール
（予定）

SP373

弊社発送予定 ３月20日
発売日 ３月24日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
たまごガールズ コレクション No.02“ハク リンファ”w/J-15

新たに たまごガールズ に加わった「ハク リンファ」の1/20ス
ケール フィギュア（レジン製）とオリジナルマーキングのたま
ごひこーきをセット！フィギュアの原型は辻村 聡志 氏、パッケ
ージイラストは藤沢 孝 氏が担当します♪

フィギュア用の瞳・チャイナ服の模様など
J-15用：オリジナルマーキング デカール

デカール
（予定）

NOW PRINTINGNOW PRINTING

NOW PRINTINGNOW PRINTING

4 967834 641082

4 967834 641143

4 967834 074644

4 967834 400986

4 967834 521728

4 967834 521735

4 967834 108233

新
キャラ


