
2018年10月発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
 平成30年（2018年）10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＞
20370

弊社発送予定 10月２日
発売日 10月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ワタナベ ダンロップ レイナード 89D

1/24  カー モデル シリーズ
1989年の全日本F3000選手権にシリーズ参戦し、全８戦中４戦
で入賞を果たした、童夢レーシングチームのマシンを再現。キ
ットのボディパーツカラーはホワイトです。

童夢レーシングチーム
Car No.8 ドライバー：松本 恵二

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20367

弊社発送予定 10月４日
発売日 10月７日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
カワショウ カローラ レビン

1/24  カー モデル シリーズ
1992年のJTCに参戦した、川鉄商事（株）を母体とするカワショ
ウ レーシング チームのマシンを再現。ボディーのパーツカラー
はブルー。ローダウン用パーツを組込むことにより、ネガティ
ブキャンバーをつけて車高を下げた、迫力のある姿が再現可能
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
カワショウ レーシング チーム Car No.88
ローダウン用サスペンション部品 

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20368

弊社発送予定 10月２日
発売日 10月５日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥2,800

（+消費税）

◆
ジョーダン 192

1/24  カー モデル シリーズ
1992年のF1世界選手権に参戦したジョーダン グランプリ チーム
のマシンを再現。S.モデナは、第16戦オーストラリアGPで６位
入賞を果たしました。キットのボディパーツカラーはブルーです。

Car No.32 ドライバー：ステファノ モデナ
Car No.33 ドライバー：マウリシオ グージェルミン

デカール
（予定）

＜新パッケージ＞
20369

弊社発送予定 10月４日
発売日 10月７日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,600

（+消費税）

◆
JTCC STP 圭市 シビック

1/24  カー モデル シリーズ
1994年のJTCCに参戦した、チーム国光のシビック フェリオを再
現。ボディーのパーツカラーはブルー。デカールはシルク印刷
とオフセット印刷の２枚構成。ホワイト＆レッドの塗り分け部
分のデカールは、発色の良いシルク印刷になります。ウインド
ウ塗り分け用の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
チーム国光 CAR No.27

デカール
（予定）

＜新デカール/カルトグラフ製デカール＞
21719

弊社発送予定 10月10日
発売日 10月13日ごろ
1梱入数 24個
本体価格 ¥4,200

（+消費税）

◆
Honda NSR500“1989 全日本ロードレース選手権GP500 シード レーシング”

1/12  バイク シリーズ
Honda NSR500

TOYOTA
COROLLA WRC

1989年の全日本ロードレース選手権GP500にワークス参戦した、
シード レーシング チーム ホンダのマシンを再現。ブラックを基
調にシルバー＆レッドを配したカラーリングが印象的。デカー
ルは発色の良いカルトグラフ製をセットします。

シード レーシング チーム ホンダ
1989年全日本ロードレース選手権GP500ccクラス　 総
合ランキング2位「2」ライダー：伊藤 真一

デカール
（予定）

PHOTO：Shigeo KIBIKI

＜新パッケージ/特別仕様＞
20371

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

（+消費税）

◆
トヨタ カローラ WRC“サファリ ラリー ケニア 1998”

1/24  カー モデル シリーズ
1998年のWRC 第３戦 サファリ ラリーに参戦した、トヨタ カロー
ラ WRCを再現。メタルパーツの追加により、独自の装備をパー
ツ化しています。ボディーのパーツカラーはホワイト。ウイン
ドウ塗り分け用シール、シートベルトやマットガード用素材、
エッチングパーツ、アンテナ用金属線が付属します。

1998年 サファリ ラリー出場車
4位 Car No.6 ドライバー：ディディエ オリオール 
Car No.5 ドライバー：カルロス サインツ
アニマルガード・シュノーケルダクト・補助ライト部品
ボンネットのメッシュ・キャッチピン・バックル部品など

デカール
（予定）

10

従来プラ部品

メタル部品
エッチング部品

4 967834 203716

4 967834 217195

4 967834 203693

4 967834 203679

4 967834 203709

4 967834 203686

Honda NSR500

PHOTO：TEQUENITUNEPHOTO：TEQUENITUNE



10月発売予定 人気再販 ■ 2018年10月に下記の４アイテムを再販いたします！

CP 6

弊社発送予定 10月12日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,000（+消費税）

◆1/72

三菱 キ46
百式司令部偵察機 III型

＜人気再販＞

36個

ST10

弊社発送予定 10月12日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥3,800（+消費税）

◆1/32 ＜人気再販＞

16個

F-86F-40 セイバー
“J.A.S.D.F.”

※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。

トヨタ セリカ GT-FOUR RC

20255

弊社発送予定 10月16日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥2,400（+消費税）

◆1/24 ＜人気再販＞

36個
（+消費税）

ロボットバトルV 月面用重装甲戦闘服
MK44H-0 ホワイトナイト“プロトタイプ”

64112

弊社発送予定 10月16日出荷予定
1梱入数
本体価格 ¥4,400（+消費税）

◆1/20 ＜人気再販＞

24個
64112 9

08860 3

20255 9

51206 1

＜2機セット/新デカール＞
02289

弊社発送予定 10月18日
発売日 10月21日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,000

（+消費税）

◆
零式水上偵察機 & 二式水上戦闘機“神川丸搭載機”

1/72  飛行機 シリーズ
日本海軍 特設水上機母艦 神川丸に搭載されていた、水上機を２
機セットで再現。零式水上偵察機は太平洋戦争初期の搭載機で
部隊符号は「ZI」。1942年の夏には水戦隊が配備されソロモン
戦域に展開。その頃の部隊符号は「YII」に変わっていました。

零式水上偵察機 
特設水上機母艦 神川丸 搭載機「ZI-23」（インドシナ：1941年12月）
他1機分
二式水上戦闘機 
特設水上機母艦 神川丸 搭載機「YII-105」（ショートランド島：1942年9月）
他1機分

デカール
（予定）

■ 日本海軍 特設水上機母艦 神川丸 搭載機「ZI-23」

零式水上偵察機

二式水上戦闘機
■ 日本海軍 特設水上機母艦 神川丸
　  搭載機「YII-105」

＜新パッケージ/カルトグラフ製デカール＞
02290

弊社発送予定 10月18日
発売日 10月21日ごろ
1梱入数 36個
本体価格 ¥3,400

（+消費税）

◆
F-15J イーグル“ミスティック イーグル II 航空自衛隊” 

1/72  飛行機 シリーズ
ワルキューレのノーズアートを描いたことで話題となった、
204SQの「ミスティックイーグル」より、1996年戦競でお披露目
された「パートII」を再現。6人のワルキューレがデザインされ、
機首の左側にはリアル頭身、右側には３頭身にディフォルメさ
れたイラストがモノトーンで描かれています。デカールはノー
ズアートから細部マークまで全てカルトグラフ製となります！！

航空自衛隊 第7航空団 第204飛行隊
1996年戦技競技会参加機（百里基地）
「22-8940」（隊長機）/「92-8909」（2番機）/「12-8928」（3番機） 
「02-8918」（4番機）/「32-8084」（予備機）/「32-8083」（予備機） 

デカール
（予定）

PHOTO：AKIRA SADA

＜特別仕様/新デカール＞
10828

弊社発送予定 10月18日
発売日 10月21日ごろ
1梱入数 48個
本体価格 ¥2,200

（+消費税）

◆
ANA エアバス A320neo

1/200   旅客機 シリーズ

■ 全日本空輸 1号機「JA211A」
AIRBUS A320neo

A320の最新型！2016年12月26日に運航が開始された、ANAカラ
ーのA320neo（new engin option）を再現。最新型のギアード
ターボファンエンジンは専用プラ部品をセット。胴体上部後方
に設置されたアンテナバルジなどもパーツ化しています。

全日本空輸 1号機「JA211A」デカール（予定）

　C     Kow Yokoyama 2017

4 967834 108288

4 967834 022904

4 967834 022898


