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2018年９月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成30年（2018年）９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＞
20364

弊社発送予定 ９月４日
発売日 ９月７日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
キャビン ローラ T90-50

1/24  カー モデル シリーズ
1990年の全日本F3000選手権に参戦したキャビンレーシングチ
ームより、優勝６回総合１位を獲得した星野一義のマシンを再
現。キットは総合５位の片山 右京のマシンとの選択式です。

キャビン・レーシングチーム・ウィズ・インパル
Car No.19 ドライバー：星野 一義
キャビン・レーシングチーム・ウィズ・ヒーローズ Car 
No.3 ドライバー：片山 右京 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20366

弊社発送予定 ９月４日
発売日 ９月７日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ウィリアムズ FW14B

1/24  カー モデル シリーズ
WILLIAMS FW14BWILLIAMS FW14B

1992年のF1グランプリで優勝10回を挙げ、コンストラクター1
位を獲得したウイリアムズ。開幕５連勝を皮切りに、年間最多
ポールポジション14回、全16戦中９回の優勝を果たし、ドライ
バーズチャンピオンを獲得したナイジェル マンセルのマシンを
再現。フロントサスのカバーと延長ノーズをパーツ化しています。

ウィリアムズ グランプリ エンジニアリング チーム(総合1位) 
Car No.5 ドライバー：ナイジェル マンセル
Car No.6 ドライバー：リカルド パトレーゼ 

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02288

弊社発送予定 ９月６日
発売日 ９月９日ごろ
1梱入数 20個
本体価格 ¥3,800

（+消費税）

◆
Su-35S フランカー“セルジュコフ カラースキーム”

1/72  飛行機 シリーズ

■ ロシア空軍 所属機「08」
Su-35S FLANKER

セルジュコフ迷彩が施されたSu-35Sを再現します。この迷彩は
ロシアのセルジュコフ国防大臣の意向で採用されたと言われて
おり、機体上面をダークグレー、下面をライトブルーで塗り分け
ています。キットはロシア/中国空軍所属機の選択式。ロシア空軍
所属「08」の垂直尾翼方向舵にはロシア国旗が記されています。

ロシア空軍 所属機「08」
中国空軍 所属機 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20363

弊社発送予定 ９月６日
発売日 ９月９日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ヨースト ポルシェ 962C

1/24  カー モデル シリーズ
1989年のWSPCにプライベート参戦した、ブラウプンクトカラ
ーのヨーストポルシェを再現します。ボディーのパーツカラー
はホワイト。ブルーのラインはデカールをセットします。

1989年世界スポーツプロトタイプカー選手権 出場車 
ヨースト・レーシング チーム CAR No.8

デカール
（予定）

＜特別仕様/新デカール＞
20360

弊社発送予定 ９月11日
発売日 ９月14日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,200

（+消費税）

◆
ホンダ シビック CVCC GL (SC-1) 2ドア

1/24  カー モデル シリーズ

Honda CIVIC CVCC GL 2Door

低公害エンジンCVCCを搭載したSC-1より、上級グレードの「GL」
を再現します。ボディは２ドアタイプの形状を精密に再現。リア
はトランクのパネルラインとリアバンパー下のバックライト、フ
ロントフェンダー部分はRSに比べてアーチの小さい通常タイプ、
フロントのラジエーター開口部のデザイン変更とCVCCエンブレム＆
角張ったウィンカーといった特徴を細かくパーツ化しています。

２ドアタイプのボディ・12インチ スチールホイール部品
バイアスタイヤ部品

＜新デカール＞
20362

弊社発送予定 ９月11日
発売日 ９月14日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
ジャグヮー XJ-S H.E. TWR“ETC 1982”

1/24  カー モデル シリーズ
1982年のヨーロッパツーリングカー選手権（ETC）に参戦し、
４回優勝 総合３位の成績を残したTWRのマシンを再現。キットの
ボディーパーツカラーはガンメタル。シートベルトの素材と、バッ
クルやフロントグリル内のメッシュ等のエッチングが付属します。

トム・ウォーキンショー・レーシング チーム
CAR No.3 ドライバー：トム・ウォーキンショー
CAR No.4 

デカール
（予定）

新金型追加

新規ゴム部品
新規プラ部品

4 967834 203648

4 967834 203662

4 967834 022881

4 967834 203631

4 967834 203600

4 967834 203624

JAGUAR XJ-S H.E. TWR



＜新デカール＞
02286

弊社発送予定 ９月13日
発売日 ９月16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“ナイトファイター”

1/72  飛行機 シリーズ

■ 第100夜間戦闘航空団 第I飛行隊本部 所属機「W7+EB」
Fw189A-1

機首にレーダー、コクピット後方にシュレーゲムジーク（斜め
銃）を搭載した、夜間戦闘機タイプを再現します。本機は全身
に斑点迷彩が施され、主翼と胴体に東部戦線の標識である黄帯
が記されています。キットのパーツはICM社製をセットします。

第100夜間戦闘航空団 第I飛行隊本部 所属機「W7+EB」（東部戦線）
第100夜間戦闘航空団 第4中隊 所属機「W7+WM」（東部戦線）

デカール
（予定）

＜カルトグラフデカール＞
21718

弊社発送予定 ９月13日
発売日 ９月16日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
ヤマハ YZR500 (0WA8)“1989 全日本ロードレース選手権GP500”

1/12  バイク シリーズ
1989年、当時A級昇格３年目の若手ライダー、町井 邦生を起用
し、全日本ロードレース選手権GP500に参戦したネスカフェ ヤ
マハ チームのYZR500をキット化！印象的なレッド＆ブルーのラ
インを基調とするマーキングを発色の良いカルトグラフデカー
ルで再現します。

1989年全日本ロードレース選手権GP500ccクラス
ネスカフェ ヤマハ チーム「17」ライダー：町井 邦生

デカール
（予定）PHOTO：Shigeo KIBIKI

＜カルトグラフデカール＞
20361

弊社発送予定 ９月15日
発売日 ９月20日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
ランチア ストラトス HF“1982 タルガ フローリオ ラリー”

1/24  カー モデル シリーズ

LANCIA STRATOS HF

1982年のイタリア国内レース、タルガ フローリオ ラリーに女性
ドライバーを起用してプライベート参戦したR6インターナショ
ナル カラーのストラトスを再現します。キットのボディーパーツ
カラーはホワイト。マットガード用の素材が付属します。

1982年 タルガ フローリオ ラリー 出場車 
トレ・ガッツェレ チーム Car No.27
ドライバー：イザベラ ビグナルディ

デカール
（予定）

＜新パッケージ/カルトグラフデカール＞
20365

弊社発送予定 ９月15日
発売日 ９月20日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥4,400

（+消費税）

◆
三菱 ランサー エボリューション III “1996 サファリ ラリー ウィナー” 

1/24  カー モデル シリーズ
1996年のサファリで優勝した、トミ マキネンのエボIIIを再現。両
サイドを広げたアニマルガードをメタル部品でセット。キャッチピ
ン、バックル、ワイパーなどのエッチング部品、ウインドウ用の塗り
分けシール、マットガードやシートベルト用の素材が付属します。

1996年 サファリ ラリー 出場車
優勝：Car No.7 ドライバー：トミ マキネン
6位：Car No.8 ドライバー：篠塚 建次郎
アニマルガード・補助ライト部品

デカール
（予定）

＜新デカール＞
02287

弊社発送予定 ９月19日
発売日 ９月22日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,600

（+消費税）

◆
川崎 キ48 九九式双発軽爆撃機 II型“特別装備機”

1/72  飛行機 シリーズ
万朶（ばんだ）隊は陸軍で最初に編成された特別攻撃飛行隊です。
本部隊所属の九九双軽 特別装備機は、敵艦船に体当たり攻撃を行
うための特殊な機体で、機首風防から「３本の細長い槍」の様
に突出した起爆信管が爆弾庫内の800kg爆弾に繋がれており、爆
弾投下器や、機首と後部の旋回機関銃は撤去されていました。キ
ットには起爆信管再現用のシンチュウ線が付属します。 

日本陸軍 万朶隊 所属機（起爆信管３本）
日本陸軍 万朶隊 所属機（起爆信管１本）

デカール
（予定）

■ 日本陸軍 万朶隊 所属機
九九式双発軽爆撃機 II型

＜特別仕様＞
30055

弊社発送予定 ９月19日
発売日 ９月22日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥4,800

（+消費税）

◆
日本海軍 航空母艦 祥鳳“ハイパーディテール”

1/700   艦船 シリーズ
手摺を中心とするエッチングパーツを追加！精密感溢
れる作り込みをお楽しみいただけます。艦載機は零戦
二一型×５機、九七式三号艦上攻撃機×４機が付属。
起倒式マストは起きた状態/倒した状態を選択可能です。

第1航空艦隊 第4航空戦隊 所属（1942年）
手摺部品など

＜3両セット/新デカール＞

30056

弊社発送予定 ９月21日
発売日 ９月27日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
M24 チャーフィー & M3A1 ハーフトラック & 1/4トン 4×4トラック“陸上自衛隊/警察予備隊”

1/72  AFV シリーズ

1950年に創設された警察予備隊は、1952年
に保安隊に改編、1954年に陸・海・空の自
衛隊に再改編されました。キットは米軍か
ら供与された当時の装備車両３種をセット
で発売します。

M24 チャーフィー：陸上自衛隊 所属車「黄305」 
M3A1 ハーフトラック：陸上自衛隊 第10戦車大隊 第3中隊 所属車「白302」 
1/4トン 4×4 トラック：陸上自衛隊 所属車 

デカール
（予定）

製品仕様

メタル部品

エッチング

4 967834 022867

4 967834 217188

4 967834 203617

4 967834 203655

4 967834 022874

4 967834 300552

4 967834 300569

 M3A1 HALF TRACKM24 CHAFFEE

1/4 ton 4X4 UTILITY TRUCK



９月発売予定 人気再販 ■ 2018年９月に下記の５アイテムを再販いたします！

BP 4

弊社発送予定 ９月４日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥1,600（+消費税）

◆1/72

F-86D セイバードッグ
“航空自衛隊”

＜人気再販＞

48個

09813

弊社発送予定 ９月６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

三菱 A6M7
零式艦上戦闘機 62型

※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。

スピットファイア Mk.VII/VIII
“尖形翼”

07321

弊社発送予定 ９月11日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,800（+消費税）

◆1/48 ＜人気再販＞

36個
（+消費税）

スバル レガシィ GT
ツーリングワゴン
20304

弊社発送予定 ９月19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
20304 4

09813 8

07321 0

51404 1

＜新デカール＞
64767

弊社発送予定 ９月21日
発売日 ９月27日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
「紫電改のマキ」九州 J7W1 局地戦闘機 震電“槇 紫苑”

1/48  クリエイターワークス シリーズ
秋田書店発行の月刊「チャンピオンRED」で連載中のコミック
「紫電改のマキ」（著者：野上武志）に登場する機体をキット化！
かつて、東京中の空を一つにするために、西東京四天王を率いて
「西東京の乱」を起こした張本人、東京全空域掌握の目前で忽然
と姿を消してしまった、先代「紫電改のマキ」こと「槇 紫苑」。
彼女が手に入れた新しい翼“震電”を再現します。パッケージイラ
ストは、野上先生による新規描き起こしです！

槇 紫苑（まき しおん）乗機　 

＜新デカール＞
08256

弊社発送予定 ９月26日
発売日 ９月29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“U.S.S.R. エーセス”

1/32  飛行機 シリーズ

Polikarpov I-16

ソ連軍所属機より、エースの機体を再現。キットのパーツはICM社
製をセットします。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。

ソ連海軍 北海艦隊航空隊 第72混成連隊
S. G. スルツェンコ軍曹 乗機「銀13」（ムルマンスク：1941年夏）
ソ連空軍 第7戦闘連隊
ワシーリー ゴールベフ上級中尉 乗機「白13」（レニングラード：1941年）

今年の２月に開催された、ワルキューレ 3rd LIVE 「ワルキューレ
は裏切らない」at横浜アリーナのオープニング映像に、天神 英貴 氏
がカラーリングデザインを担当した、ワルキューレカラーのVF-31
が５機登場し話題となりました。今回はその中から、ピンク＆ラ
イトブルーを基調とする「マキナ・中島 カラー」をキット化しま
す。マキナの声を担当する西田 望見さんの直筆イラストをワッペ
ンに仕立ててセットした特別版！さらに、スマホ用ゲームアプリ
「歌マクロス」との期間限定コラボが決定！キットを完成させて
、AR機能によるマキナ単独ライブを楽しもう♪パッケージは天神 
英貴 氏プロデュースによる3DCGイラスト仕様となります。

直径約9cmの刺繍タイプを予定

デカール
（予定）

＜新デカール＞
65845

弊社発送予定 ９月26日
発売日 ９月29日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,600

（+消費税）

◆
VF-31C ジークフリード“マキナ・中島 カラー”劇場版マクロスΔ

（+消費税）

1/72  マクロスΔ シリーズ

デカール（予定）

　C     野上武志（チャンピオンRED）2014

　C  　C  　C  　C     ’82,’84,’92,’94,’95,’97,’02,’15,’17 BW  　’07 BW/MFP・M  　’09,’11 BW/MFP  　DeNA

パッケージイラストとは異なります。※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。

※キットにキャラクターフィギュアは付属しません。
※画像はイメージです。

※AR機能を楽しむためには、こちらの環境が必要となります。Android 4.4以上 (RAM 2GB以上)、iOS 8以上 (iPhone 5S以降) / 推奨：iOS10以上 (iPhone 6以降)　(※一部非対応機種がございます)
※AR機能の遊び方は、キットの組立図に記載します。

ワッペン

西田望見さんイラストワッペン付
VF-31C SIEGFRIED

Makina Color

4 967834 647671

4 967834 082564

4 967834 658455

＜人気再販＞
64750

弊社発送予定 ９月13日
発売日 ９月16日ごろ
1梱入数 60個
本体価格 ¥2,400

◆
「エリア88」F-20 タイガーシャーク“風間 真”

1/72  クリエイターワークス シリーズ

F-20 TIGERSHARKF-20 TIGERSHARK

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！ストーリー後半、新エリア
88基地への移転の時期に、空軍大尉に任命されたシンが手に入れた
タイガーシャークを1/72スケールで製品化。ユニコーンのマーク
は3種、垂直尾翼のラインは２種から選択可能となっています。

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

デカール
（予定）

　C     新谷かおる　C     新谷かおる

4 967834 647503

■ ソ連海軍 北海艦隊航空隊 第72混成連隊
　 S. G. スルツェンコ軍曹 乗機「銀13」


