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2018年４月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成30年（2018年）４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

＜新パッケージ＞
20336

弊社発送予定 ４月３日
発売日 ４月６日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
三菱 ランサー GSR エボリューション VI

1/24  カーモデル シリーズ
1999年のWRCレギュレーションに合わせて進化を遂げた、６代目
ランサーの市販車バージョンを再現。特徴的なフロントエアロ
バンパーやリアスポイラー形状を精密にパーツ化しています。
パーツカラーは、ボディ：ブルー、ホイール：シルバー、内装
やシャーシ：グレーとなっています。フロントグリル用のメッ
シュと、ウィンドウ用のマスキングシールが付属します。

＜新パッケージ＞
20342

弊社発送予定 ４月３日
発売日 ４月６日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
ランドマーク カローラ

1/24  カーモデル シリーズ
1992年のJTCに参戦した、LANDMARKカラーのカローラを再現。キ
ットには「ローダウン用パーツ」をセット。車高を落とし込み、よ
り実車に近い状態で組み上げることが可能です。パーツカラーは、ボ
ディと内装：ホワイト、シャーシ：グレーとなっています。

1992年全日本ツーリングカー選手権 出場車
オブジェクト T チーム Car No.11
ローダウン用パーツ 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20340

弊社発送予定 ４月10日
発売日 ４月13日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ベネトン B190 

1/24  カー モデル シリーズ
BENETTON B190BENETTON B190

1990年のF1世界選手権に出場した、ベネトン・フォーミュラ チ
ームのマシンを再現。ベテランのネルソン・ピケをドライバーに
起用し、チーム総合３位の成績をおさめました。キットのデカ
ールは第４戦 モナコGP出場時も選択可能です。

第15戦 日本グランプリ出場車
優勝 Car No.20 ドライバー：ネルソン ピケ
2位 Car No.19 ドライバー：ロベルト モレノ

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20341

弊社発送予定 ４月10日
発売日 ４月13日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥1,500

（+消費税）

◆
フォーミュラ ドライバー セット

1/24  カー モデル シリーズ

Formula
Driver Set

F1シリーズの再販に合わせてフィギュアセットも再販決定！セッ
ト内容は、ドライバー２種（立ちポーズ、着座ポーズ）、チーム
監督１種、これらが各２体ずつ入りますので合計６体のセットと
なっています。着座ポーズのドライバーはヘルメットの有/無を選択
可能。形状の異なる３種のヘルメットと、ピットで使用するドラ
イバー用モニター、チーム監督用のトランシーバーが付属します。

＜新デカール＞
07467

弊社発送予定 ４月12日
発売日 ４月15日ごろ
1梱入数 14個
本体価格 ¥6,000

（+消費税）

◆
 F-22 ラプター“ロールアウト”

1/48  飛行機 シリーズ

F-22 RAPTOR

＜新デカール＞
20337

弊社発送予定 ４月10日
発売日 ４月13日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
シェル ポルシェ 962C

1/24  カー モデル シリーズ

SHELL PORSCHE 962C

「SHELL」のイメージを全面に押し出した、レッド＆イエローのボ
ディカラーが魅力的！ポルシェのワークスチームが1987年のWSPC
第６戦に投入し、第１レースで２位を獲得した「シェルカラー」の
962Cを再現。ホイール部品はスピードラインをセットします。

1987年 世界スポーツプロトタイプカー選手権
第６戦 ノリスリンク200マイル レース出場車
ポルシェチーム Car No.17（第１レース ２位/第２レース リタイヤ）

デカール
（予定）

1997年4月にロッキード・マーチン社の工場で初お披露目され
た、初号機を再現します。機首の左側に「Spirit of America」、
尾翼に「猛禽類」のイラストと「Raptor 01」の文字を記した、
スペシャルマーキングが施された機体です。

初号機「Raptor 01: Spirit of America」（1997年4月）デカール（予定）

4 967834 203365

4 967834 203426

4 967834 203372

4 967834 203402

4 967834 203419

4 967834 074675

専用プラ部品



＜特別仕様＞
20338

弊社発送予定 ４月17日
発売日 ４月20日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
フォルクスワーゲン ビートル“ムーンアイズ”

1/24  カー モデル シリーズ

VOLKSWAGEN BEETLE TYPE 1

＜新パッケージ＞
20339

弊社発送予定 ４月17日
発売日 ４月20日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
ジャグヮー XJ-S TWR スポーツ

1/24  カー モデル シリーズ
JAGUAR
XJ-S TWR Sports

トム・ウォーキンショーが豊富なレース経験から得たノウハウ
を活かし、チューンナップした特別仕様車を再現。テールウイ
ング、フロントスカート、ホイール、ダッシュボード、ハンド
ル、マフラー等の専用部品をセット。パーツカラーはボディと
内装：ホワイト、シャーシ：グレー、ホイール：銀メッキです。

＜新デカール＞
10824

弊社発送予定 ４月19日
発売日 ４月22日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
日本政府専用機 ボーイング 777-300ER“テストフライト”

1/200　飛行機 シリーズ
BOEING 777-300ERBOEING 777-300ER

2019年度の運用開始に向けて、テスト飛行と整備が進められて
いる、新しい日本政府専用機をキット化します。新デザインの
コンセプトは日章旗（日の丸）。躍動感を感じる胴体側面の流
線形の赤い帯には金色の細いラインが組み合わせられており、
厳かな雰囲気も醸し出しています。

PHOTO：Holden Riley

＜新デカール＞
02275

弊社発送予定 ４月19日
発売日 ４月22日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,000

（+消費税）

◆
フォッケウルフ Fw189A-1/2“近距離偵察飛行隊”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第32近距離偵察飛行隊 第1中隊 所属機「V7+1E」
Focke-Wulf Fw189A-2

本機は広い視界を持つ、双発双胴の３座偵察機です。キットは
A-1型/A-2型の選択式で、コクピット内部も精密な作り込み。エ
ルロン、エレベーター、ラダーは別パーツ化による表現となって
います。主翼下面に搭載する爆弾×4発が付属。「V7+1E」は蛇
行迷彩の機体で、主翼端及び胴体には「東部戦線」を示す黄帯
が記されています。パーツはICM社製をセットします。

A-2：第32近距離偵察飛行隊 第1中隊 所属機「V7+1E」（東部戦線）
A-1：第41近距離偵察飛行隊 第1中隊 所属機「C2+EH」（東部戦線）

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02276

弊社発送予定 ４月24日
発売日 ４月27日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
 B-17G フライング フォートレス“エアボーン リーフレット”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第8空軍 第447爆撃航空群
　 　　　  第710爆撃飛行隊 所属機「JJ-T: TONDALAYO」

B-17G FLYING FORTRESS

本機は、戦時下におけるプロパガンダを担った機体です。全身黒
塗装の機体で夜間に出撃し、ヨーロッパ中にドイツ軍の戦意喪失
を目的とするビラを撒く任務を行いました。「JJ-T: TONDALAYO」は
映画をモチーフとする女性のノーズアートが描かれた機体です。

アメリカ陸軍 第8空軍 第447爆撃航空群 第710爆撃飛行隊 所属機
「JJ-T: TONDALAYO」（イギリス：1945年2月）
他１機分

デカール
（予定）

4 967834 203389

4 967834 203396

4 967834 108240

4 967834 022751

4 967834 022768

DDG175
30051

弊社発送予定 ４月12日
発売日 ４月15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 みょうこう“ハイパーディテール” ＜特別仕様＞◆1/700   艦船 シリーズ

こんごう型護衛艦のハイパーディテール第３弾。スーパー
ディテールよりも、さらに1ランク上の精密感をお楽しみ
いただけるエッチングパーツが付属します！

ミサイル護衛艦 みょうこう「175」（2016年）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

ムーンアイズのビートルが登場！側面図では確認出来ないので
すが、ボンネット中央にもお馴染みの目玉マークを大きく配した
デザインになります。ホイールキャップはムーンディスクを装
着。キットは右ハンドル/左ハンドルを選択可能。パーツカラーは
ボディと内装、シャーシなどがブラックとなります。

ムーンディスク部品
※ボディデザインは開発途中のものです。
メタル部品

4 967834 300514



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

CD15

弊社発送予定 ４月５日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/24

スバル インプレッサ
スポーツワゴン WRX

＜人気再販＞

36個
24115 2

PT21

弊社発送予定 ４月17日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/48 ＜人気再販＞

36個
07221 3

 A-4E/F スカイホーク

※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。

 VF-22S“マクロス7”ANA ボーイング 767-300
w/ウイングレット

65765

弊社発送予定 ４月５日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

24個
（+消費税）65765 6　C     1994 ビックウエスト

10684

弊社発送予定 ４月３日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,000（+消費税）

◆1/200 ＜人気再販＞

36個
10684 0

＜原作イラストパッケージ/新デカール＞
64762

弊社発送予定 ４月24日
発売日 ４月27日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,600

（+消費税）

◆
「エリア88」F-8E クルーセイダー“風間 真”

1/72  クリエイターワークス シリーズ

F-8E CRUSADER

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11弾は、着座姿勢のレジン製
パイロットフィギュア（風間 真）が付属する特別版！頭部はヘル
メットの有/無を選択可能。おまけデカールとして、垂直尾翼用の炎
のたてがみを持つユニコーンのパーソナルマークもセットします。

アスラン王国 空軍 外人部隊基地エリア88所属
風間 真 乗機「00」/ ボリス乗機「08」

デカール
（予定）

＜特別仕様＞02278
弊社発送予定 ４月24日
発売日 ４月27日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆SR-71A ブラックバード“ビッグテイル” 1/72  飛行機 シリーズ

SR-71A BLACKBIRD

＜特別仕様＞
08253

弊社発送予定 ４月27日
発売日 ５月３日ごろ
1梱入数 16個
本体価格 ¥5,000

（+消費税）

◆
 三菱 J2M2 局地戦闘機 雷電 11型“第381航空隊”

1/32  飛行機 シリーズ
第381海軍航空隊は、最初に雷電を装備する部隊として、1943
年10月1日に編成された部隊です。キットには専用部品をセット
し11型の特徴である、機首に7.7mm機銃×2門、主翼の左右に1
門ずつ20mm機銃を搭載した姿を再現します。

11型初期型：第381海軍航空隊「81-137」（1943年～1944年）
11型初期型：第381海軍航空隊「81-101」（1943年～1944年）
機首上面パネル・主翼上下面の機銃パネル・計器盤・前面風防部品

デカール
（予定）■ 第381海軍航空隊「81-137」

三菱 J2M2 局地戦闘機 雷電11型

＜新デカール＞
02277

弊社発送予定 ４月27日
発売日 ５月３日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
 V-22 オスプレイ“陸上自衛隊 初号機”

1/72  飛行機 シリーズ

V-22 OSPREY

初号機の完成が話題となっている、陸上自衛隊用の機体をキット化
します。カラーリングは、ライトグレーの迷彩をベースに、機体
上面は洋上迷彩の様な濃いめの配色。キットはエンジンナセルが
可動式となっており、固定翼機/ヘリコプターモードを楽しめます。
脚は駐機/飛行状態を選択可能で、展示用スタンドが付属します。

陸上自衛隊向け初号機
アンテナブレード部品

デカール（予定）

機体の尾部を後方に延長し
たテスト機を再現します。
本機は、センサーや電子装
備機器の搭載量拡大を図っ
た機体で、テイル下面には
カメラ窓も確認出来ます。

　C     新谷かおる

レジン製フィギュア付

4 967834 647626

4 967834 022782

4 967834 082533

4 967834 022775

アメリカ空軍 テスト機「17959」（1974～76年）　　　　　　　　  テイル部品デカール（予定） レジン部品

専用プラ部品

新規プラ部品


