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2018年５月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成30年（2018年）５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＞
20343

弊社発送予定 ５月８日
発売日 ５月11日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
ランチア デルタ HF 16v“サンレモ ラリー”

1/24  カー モデル シリーズ

＜特別仕様/新パッケージ＞
20344

弊社発送予定 ５月８日
発売日 ５月11日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
トヨタ セリカ 1600GT“1972年 全日本鈴鹿500Kmレース”

1/24  カー モデル シリーズ
フロントスポイラー、リアスポイラー、ヘッドランプカバー、
オーバーフェンダー、ロールバー、ホイールなどの専用部品を
多数セットし、レース仕様の1600GTを再現。パーツカラーはボ
ディ、内装、足回り、全てホワイトとなります。

総合4位 Car No.1 ドライバー 高橋 晴邦
ホイールスピナー部品

1991年のWRCにジョリークラブが投入した、FINAカラーのマシ
ンを再現。キットのボディパーツカラーはホワイト。マットガ
ードやシートベルト用の素材、アンテナ用の金属線、バックル
やキャッチピンなどのエッチング部品が付属します。

1991年 サンレモ ラリー優勝車 Car No.1
ドライバー：ディディエ オリオール

デカール
（予定）

＜２機セット/新デカール＞
02279

弊社発送予定 ５月15日
発売日 ５月18日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
B-239 バッファロー & メッサーシュミット Bf109G-6“フィンランド空軍”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第3中隊 ニルス カタヤイネン曹長 乗機「黄7：MT-476」
Messerschmitt Bf109G-6

■ 第4中隊 アウリス ルンメ中尉 乗機「黒4：BW-370」 
B-239 BUFFALO

フィンランド空軍 第24戦闘機隊 所属機より、エースの機体を再現。
WWIIの前半に使用していたB-239と、後半のBf109G-6のセットと
なります。「黒4：BW-370」は垂直尾翼に「ミサゴ」のマークを
記した機体。「黄7：MT-476」は、「ついてないカタヤイネン」の
あだ名を持つ、フィンランド空軍 第８位のエースの機体です。

＜B-239＞
第4中隊 アウリス ルンメ中尉 乗機「黒4：BW-370」 （1942年10月）
他１機分
＜Bf109G-6＞ 
第3中隊 ニルス カタヤイネン曹長 乗機「黄7：MT-476」（1944年7月）
他１機分

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20345

弊社発送予定 ５月15日
発売日 ５月18日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ブルン ポルシェ 962C

1/24  カー モデル シリーズ
プライベーター参戦の「ブルン モータースポーツ チーム」が1988年
のWSPCに投入したレプソルカラーのマシンを再現。キットのパーツ
カラーはボディ：ブルー、内装や足回り：ホワイトとなります。

1988年 世界スポーツプロトタイプカー選手権 出場車（総合4位）
ブルン モータースポーツ チーム CAR No.6 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20346

弊社発送予定 ５月15日
発売日 ５月18日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ウィリアムズ FW14

1/24  カー モデル シリーズ
1991年に投入され、マクラーレンとの激しいタイトル争いを演
じた、マンセル＆パトレーゼのマシンを再現。ウィリアムズは、
1991年 F1 グランプリで優勝７回、コンストラクター２位を獲得
しました。キットのボディパーツカラーはホワイトとなります。

1991年 F1世界選手権 出場車
ウィリアムズ グランプリ エンジニアリング チーム（総合2位）
Car No.5 ドライバー：ナイジェル マンセル（1991年シーズン2位）
Car No.6 ドライバー：リカルド パトレーゼ（1991年シーズン3位）

デカール
（予定）

＜特別仕様＞
02280

弊社発送予定 ５月17日
発売日 ５月20日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
川西 H6K5 九七式大型飛行艇 23型 魚雷搭載機“横浜航空隊”

1/72  飛行機 シリーズ
全面「銀」、アルミニウムのドープ塗装が施された「Y-99」をキッ
ト化。主翼下面、左右に１発ずつ魚雷を搭載することが可能です。

横浜海軍航空隊 所属機「Y-99」 
他１機分
魚雷・パイロン部品

デカール
（予定）

専用プラ部品
■ 横浜海軍航空隊 所属機「Y-99」 
九七式大型飛行艇 23型

デカール（予定）
メタル部品

4 967834 203433

4 967834 203440

4 967834 022799

4 967834 203457

4 967834 203464

4 967834 022805



５月発売予定 人気再販 ■ 2018年５月に下記の４アイテムを再販いたします！

20312

弊社発送予定 ５月11日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,800（+消費税）

◆1/24

チャージ マツダ 767B

＜人気再販＞

36個

10805

弊社発送予定 ５月17日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/200 ＜人気再販＞

36個
10805  9

VC-25A“エアフォースワン”

※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。

カルソニック ニッサン R89Cヒューマノイド型無人邀撃機 グローサーフント
Ausf.K“キュクロープ”

20245

弊社発送予定 ５月11日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,600（+消費税）

◆1/24 ＜人気再販＞

36個
（+消費税）　C     Kow Yokoyama 2013

64106

弊社発送予定 ５月８日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥5,000（+消費税）

◆1/20 ＜人気再販＞

24個
64106 8

＜２機セット/新デカール＞
02281

弊社発送予定 ５月17日
発売日 ５月20日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
J35F ドラケン & SH37 ビゲン“F13航空団”

1/72  飛行機 シリーズ

■ F13航空団 所属機「13-03」
SH37 VIGGEN

■  F13航空団 所属機「13-44」
J35F-2 DRAKEN

スウェーデン空軍 所属機より、「ドラケン」とその後継機にあたる
「ビゲン」をセットで再現。機首にはF13航空団を示す「13」、
垂直尾翼上方に部隊マークを記したグリーン系迷彩の機体です。

＜ドラケン＞
J35F-2： F13航空団 所属機「13-44」
他１機分
＜ビゲン＞
F13航空団 所属機「13-03」、「13-01」 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20347

弊社発送予定 ５月22日
発売日 ５月25日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
JTCC BP トランピオ シビック

1/24  カー モデル シリーズ
オブジェクト・T チームが1994年のJTCCに投入した、BP オイル 
カラーのシビック フェリオを再現。パーツカラーは、ボディ：
イエロー、内装と足回り：グレー、ホイール：ホワイトとなり
ます。ウインドウ塗り分け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
オブジェクト・T チーム CAR No.11 

デカール
（予定）

＜特別仕様/新パッケージ＞
20348

弊社発送予定 ５月22日
発売日 ５月25日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
ホンダ シビック フェリオ VTi トランクスポイラーバージョン

1/24  カー モデル シリーズ
レジン部品を追加し、オプション装備のトランクスポイラーを
装着した状態を再現。パーツカラーはボディ：レッド、内装と
足回り：グレー、ホイール：銀メッキとなります。ウインドウ
塗り分け用のマスキングシールが付属します。

トランクスポイラー部品

＜新デカール＞
08254

弊社発送予定 ５月24日
発売日 ５月27日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥6,000

（+消費税）

◆
ポリカルポフ I-16“フィンランド空軍”

1/32  飛行機 シリーズ

■ フィンランド空軍 第24飛行隊 所属機「VH-21」
Polikarpov I-16

ソ連軍の機体を鹵獲し、訓練用として使用されたI-16を再現しま
す。「VH-21」はグリーン/ブラックの迷彩が施された機体です
。キットのパーツはICM社製をセット。コクピットやエンジンも
丁寧な作り込み。尾翼のラダーとエレベーターは可動式です。

フィンランド空軍 第24飛行隊 所属機「VH-21」（1941年3月 ）
フィンランド空軍 所属機「VH-201」（1940年2月）

デカール
（予定）

20312 9 20312 9 

20245 020245 0

レジン部品

4 967834 022812

4 967834 203471

4 967834 203488

4 967834 082540


