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2018年８月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成30年（2018年）８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＞
20356

弊社発送予定 ８月２日
発売日 ８月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ベネトン B190B (1991カラー)

1/24  カー モデル シリーズ
ピレリタイヤ+OZホイールを装着した、91年仕様のB190Bを再現
。イエロー+ブルーを基調とするマシンです。キットのパーツカ
ラーは、ボディ：ホワイト、足回り：ブラックとなります。

1991年F1世界選手権 第1戦 アメリカグランプリ出場車
3位：Car No.20 ドライバー：ネルソン ピケ
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＞
20359

弊社発送予定 ８月２日
発売日 ８月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
プレジャーレーシング マツダ 767B

1/24  カー モデル シリーズ
自動車販売ディーラー 静岡マツダ株式会社を母体に持つ、プラ
イベートチーム、プレジャーレーシングのマシンを再現。車体
のフロント部分にNWB、ザーレン、トライデントのロゴを大き
く記した、ピンク＆イエローを基調とするカラーリングが魅力
的。「ハセガワ」のスポンサーマークにもご注目ください♪

1992年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権出場車 
プレジャーレーシング チーム Car No.230 

デカール
（予定）

＜原作イラストパッケージ/新デカール＞
64766

弊社発送予定 ８月４日
発売日 ８月８日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥2,400

（+消費税）

◆
「エリア88」AV-8A ハリアー“キム・アバ”

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13弾は、南アフリカ ル
ンガ王国の第3王子でエリア88最年少パイロット、キム・アバの
AV-8A ハリアーが1/72スケールで登場。垂直尾翼には「コブラ
が絡み付く剣」のパーソナルマークが記されています。

アスラン王国 空軍 外人部隊基地エリア88所属
キム・アバ 乗機 

デカール
（予定）

Amy McDonnellAmy McDonnellAmy McDonnell

Mikumo Shiranagi 
Mikumo Shiranagi
Mikumo Shiranagi 

レジン製フィギュア

レジン製フィギュア ＜新デカール＞

＜新デカール＞
SP382

弊社発送予定 ８月７日
発売日 ８月10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.03“エイミー マクドネル”w/P-40 ウォーホーク

1/20+NON SP シリーズ

1/20+NON SP シリーズ

P-40 WARHAWK

ZERO FIGHTER

「たまごガールズ エイミー マクドネル」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♪

フィギュア用の瞳など
P-40用：オリジナルマーキング デカール

デカール
（予定）

SP383

弊社発送予定 ８月７日
発売日 ８月10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.04“白凪みくも”w/零戦

新たに「たまごガールズ」に加わった「白凪（しらなぎ）みくも 」
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・浴衣の模様など
零戦用：オリジナルマーキング デカール

デカール
（予定）

AV-8A HARRIER 　C     新谷かおる

DDG176
30054

弊社発送予定 ８月４日
発売日 ８月８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 ちょうかい“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４番艦「ちょうかい」がハイパーディ
テール化！スーパーディテールよりさらに、1ランク上の
精密感をお楽しみいただけます。

ミサイル護衛艦 ちょうかい「176」（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

4 967834 647664

4 967834 521827

4 967834 521834

4 967834 203594

4 967834 203563

4 967834 300545

NOW PRINTINGNOW PRINTING

NOW PRINTINGNOW PRINTING

新
キャラ



SP381

弊社発送予定 ８月21日
発売日 ８月24日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
「ぜっしゃか！」スバル 360 デラックス

1/24  SP シリーズ
プラモデル×イラストレーションで広がるジオラマ世界「らい
とぼっくす」シリーズ登場！第１弾は人気コミック配信サイト
「コミックNewtype」で連載中の「ぜっしゃか！」より、せき
はん氏の描き下ろしイラストを1/24スケールで再現！四ツ輪女子
学院の絶車科で絶滅危惧車のレストアを学ぶ、百瀬莉子（ももせ
りこ（右））と木暮柚葉（こぐれゆずは（左））のアクリル製スタン
ドフィギュアと、「スバル 360 デラックス」プラモデル、情景シ
ートのセットにより、イラストの世界をジオラマ化！

カラー印刷物：情景シート（厚紙二つ折り）
アクリル製スタンドフィギュア：
                        百瀬莉子と木暮柚葉の２人（1ピース）
プラモデル：スバル 360 デラックス
スバル 360 デラックス用オリジナルマーキング

製品内容

10827

弊社発送予定 ８月23日
発売日 ８月26日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,200

（+消費税）

◆
ANA エアバス A321ceo

1/200 　旅客機 シリーズ

■ 全日本空輸 2号機「JA112A」
AIRBUS A321ceo

A321 ceo（Current Engine Option）は、主翼端にシャークレッ
トを装着しつつ、従来型エンジンを搭載したタイプです。細部
の特徴を正確に再現するために、エンジンノズル後端の延長部
と、エンジンナセルのフィンを新金型でセットします。

全日本空輸 2号機「JA112A」
全日本空輸 1号機「JA111A」（2016年11月12日運航開始）
エンジンナセルのフィン・エンジンノズル後端の延長部

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

20354

弊社発送予定 ８月28日
発売日 ８月31日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
BMW 2002 ti 

1/24  カー モデル シリーズ

BMW 2002 ti

ツインキャブレターモデルのBMW 2002 tiを、市販車仕様でキッ
ト化します。内装は後期型を再現。上部に少しくぼみのあるヘ
ッドレスト部品を新規パーツでセットします。ボディのパーツカ
ラーはシルバー。ホイールキャップはメッキ部品となります。

ヘッドレスト部品
ダッシュボード・スチールホイール・ホイールキャップ・
フロントバンパーのオーバーライダー部品

＜特別仕様＞

＜新デカール＞
02284

弊社発送予定 ８月17日
発売日 ８月22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)“航空自衛隊 臨時F-35飛行隊”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 航空自衛隊 臨時F-35A飛行隊 所属機「AX-6：706」
F-35 LIGHTNING II

三沢基地に配備された最初のF-35A、AX-6（F-35A航空自衛隊向け
通算6号機：国内生産2号機）を再現します。臨時F-35飛行隊は、
第302飛行隊への改編を前提に編成された部隊です。2月24日には
F-35A配備記念式典が実施され、本機が展示されました。

航空自衛隊 臨時F-35A飛行隊 所属機「AX-6：706」
（三沢基地：2018年2月24日）
他

デカール
（予定）

PHOTO：Shunji NAKAIPHOTO：Shunji NAKAI

＜特別仕様/新デカール＞
20357

弊社発送予定 ８月17日
発売日 ８月22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 イクイップド” 

1/24  カー モデル シリーズ

VOLKSWAGEN BEETLE

イエロー＆ブラックでコーディネートされた、MOON Equipped
カラーのビートルが登場！ボンネット中央に目玉マークを大きく
描いたデザインとなっています。ホイールキャップはムーンディ
スクを装着。ボディーのパーツカラーはイエローとなります。

ムーン イクイップド仕様（想定マーキング）
ホイール キャップ部品 

＜新パッケージ＞
20358

弊社発送予定 ８月17日
発売日 ８月22日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
トヨタ セリカ ターボ 4WD“1993年 RAC ラリー 優勝車”

1/24  カー モデル シリーズ

TOYOTA CELICA TURBO 4WD

1993年、トヨタは日本車で初となるメイクスチャンピオンに輝
き、カンクネンはドライバーズタイトルを獲得！カストロール
カラーのセリカを再現。バックル等のエッチング、シートベル
ト用とマットガード用の素材が付属。デカールは２枚構成で、
カストロールのロゴ＆模様はカルトグラフ製となります。

1993年 RAC ラリー出場車
優勝車：Car No.1 ドライバー：ユハ カンクネン
6位：Car No.6 ドライバー：ディディエ オリオール

デカール
（予定）

新金型追加

アクリル製スタンドフィギュア付

新金型追加

展示用スタンド付

新規プラ部品

専用プラ部品

新規プラ部品

デカール（予定）
メタル部品

デカール（予定）

情景シート

背景イラスト背景イラスト

  プラモデル
（カラーは未定）

アクリルフィギュアアクリルフィギュア

　C     Sekihang 2018　C     Sekihang 2018

※イラストは制作中のため、製品とは一部異なります。

4 967834 203570

4 967834 203587

4 967834 022843

4 967834 521810

4 967834 108271

4 967834 203549

■ 航空自衛隊 臨時F-35A飛行隊 所属機「AX-6：706」
F-35 LIGHTNING II

コミックNewtypeにて好評配信中！
試し読みはこちら！



８月発売予定 人気再販 ■ 2018年８月に下記の５アイテムを再販いたします！

64701

弊社発送予定 ８月21日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,600（+消費税）

◆1/72

スペースウルフ SW-190
“ハーロック カスタム”

＜人気再販＞

36個

65770

弊社発送予定 ８月21日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,800（+消費税）

◆1/72 ＜人気再販＞

24個
65770 0

VF-0B（可変翼複座型）
“マクロスゼロ”

※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。

F-8E クルーセイダー

PT25

弊社発送予定 ８月23日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,200（+消費税）

◆1/48 ＜人気再販＞

24個
（+消費税）

　C     2002 ビックウエスト　C     松本零士・東映アニメーション　企画協力：零 Goods universe

三菱 A6M8
零式艦上戦闘機 54/64型
09821

弊社発送予定 ８月30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
09821 3

07225 1

20355

弊社発送予定 ８月28日
発売日 ８月31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) ZZ ハンドリング バイ ロータス

1/24  カー モデル シリーズ
「走りのヨーロピアンテイストを極めるために。」英国ロータス
社の技術コンサルティングを受けて、いすゞの高性能DOHCと
ロータスチューンドサスペンションが生み出した特別仕様車、
ハンドリング バイ ロータス（前中期仕様）をキット化します。
ボディのパーツカラーはダークグリーン！フロント＆リアバン
パーなど、独自のデザインを正確に再現しています。さらに、
オプション設定のBBSアルミホイールをパーツ化。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。

フロントバンパー・リアバンパー・テールライト・
マフラー（マフラーカッター2本出し）・ホイール部品

＜特別仕様/新デカール＞

＜特別仕様＞

02283

弊社発送予定 ８月30日
発売日 ９月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
UH-60J“海上自衛隊 第72航空隊”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 大村航空基地開隊58周年記念塗装機「65」
UH-60J

輸送救難を任務とする海上自衛隊 第72航空隊「SKY LARK（ひばり）」所属機より、ホワイト＆レッドオ
レンジのツートンカラーを纏ったUH-60J（RESCUE LARK）をキット化します。「65」は「さくらの花び
ら」を描いた春らしいマーキングが魅力の特別塗装機で、胴体後部には第72航空隊の部隊マークと大村
市のマスコットキャラ「おむらんちゃん」が描かれています。

大村航空基地開隊58周年記念塗装機「65」
（大村航空基地：2015年5月24日）
徳島航空分遣隊 徳島航空基地開隊55周年記念塗装機「72」
（徳島航空基地：2013年9月28日）
レドーム・センサー・アンテナ・バブル側面窓部品
アンテナ部品

デカール
（予定）

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

＜特別仕様/新デカール＞
02285

弊社発送予定 ８月30日
発売日 ９月２日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,500

（+消費税）

◆
空技廠 P1Y1 陸上爆撃機  銀河 11型“第765航空隊 多銃装備機”

1/72  飛行機 シリーズ
胴体下面に10挺の20mm斜め銃を、5挺×2列の並びで装備した
特別仕様機をキット化します。本機は、フィリピンのリンガエ
ン湾付近のアメリカ軍飛行場及び艦船攻撃用に投入された機体
で、「攻撃第四○一飛行隊戦闘詳報」の記述に基づく製品化と
なっています。斜め銃は真鍮挽きものによる精密な表現です！

第765海軍航空隊 攻撃第401飛行隊 所属機
「765-78」（1945年3月）、「765-87」（1945年3月）
20mm斜め銃（×10本）部品
H-6 レーダー部品

デカール
（予定）■ 第765海軍航空隊 攻撃第401飛行隊 所属機「765-78」

空技廠 P1Y1 陸上爆撃機 銀河 11型

新金型追加

新規プラ部品

真鍮挽きもの
エッチング部品

専用プラ部品
エッチング部品

4 967834 022850

4 967834 203556

4 967834 022836

20mm斜め銃

10807
弊社発送予定 ８月23日
発売日 ８月26日ごろ
1梱入数 36個
小売価格 ¥3,000

（+消費税）

◆1/200   旅客機 シリーズ
ボーイング 787-8“デモンストレイター 1号機”

＜人気再販＞
B787のデビュー時に、テストフライトやお披露目を行ったボーイング社のデモ
ンストレイター機より、1号機を再現。本機は、今年の夏にオープン予定のセント
レア（中部国際空港）複合商業施設「FLIGHT OF DREAMS」で実機の屋内展示が
行われる予定となっています！

1号機「N787BA」 デカール

4 967834 108073

64701 5


