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ハセガワ 新製品情報 随時公開!

ハセガワ ウェブサイト
平成28年（2016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！

＜9月新製品 訂正事項＞

PHOTO：HAJIME ISHIHARA

■ 大変申し訳ありません。ニュースレーダー9月号でご案内させていただきました、品番10819の実機
写真がキット内容とは異なっていることが判明いたしました。正しくは右写真の機体を再現いたします。

10819 1/144 YS-11E“電子戦支援隊” 3,200円（+消費税）9月1日出荷予定

※機体上下面にレドームが増設された状態。デカールは「162」「163」の選択式となります。

20 1 6 年 10 月 発売 新製品 ＜定番外 新製品＞
T-4 BLUE IMPULSE
PHOTO：HAJIME ISHIHARA

■ 航空自衛隊 第4航空団 第11飛行隊“ブルーインパルス”所属機

A-10C THUNDERBOLT II

PHOTO：David F.Brown

■ メリーランド州空軍 第175戦闘航空団
第104戦闘飛行隊 所属機「MD640」

07442 川崎 T-4“ブルーインパルス 2016”

◆1/48 飛行機 シリーズ

＜新デカール＞

インテーク付近に「11th SQ ブルー
インパルス創隊20周年記念マーク」
を記した2016年版を再現します!
航空自衛隊 第4航空団
デカール
（予定）
第11飛行隊“ブルーインパルス”所属機（松島基地：2016年）

発売日

1梱入数
本体価格

◆1/72 飛行機 シリーズ

20284 カストロール ホンダ シビック

■ ドイツ空軍最高司令部 偵察飛行隊 所属機「PK+EH」

¥3,400

（+消費税）

4 967834 022164

弊社発送予定 10月５日
発売日

1梱入数
本体価格

10月８日ごろ

36個

¥2,600

（+消費税）

4 967834 202832

弊社発送予定 10月12日
発 売 日 10月15日ごろ

1梱入数

本体価格

36個

¥3,000

（+消費税）

ローダウン用パーツ付

シビックのレーシングバージョンを再生産！第２弾はイギリス
の国内レース、ナショナル・サルーンカー・カップのDクラスで
総合優勝を果たしたカストロール ホンダです。キットには、再現
度をさらに高めるべく、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。
1993年ナショナル・サルーンカー・カップ クラスD総合優勝車
デカール
（予定）
チーム カストロール ホンダ CAR No.76
専用プラ部品 ローダウン用パーツ

4 967834 202849

弊社発送予定 10月12日
発 売 日 10月15日ごろ

1梱入数

本体価格

36個

¥3,000

（+消費税）

07443 ドルニエ Do215B-4“ドイツ空軍最高司令部”

◆1/48 飛行機 シリーズ

Dornier Do215B-4

＜新デカール＞

Cカー シリーズ再燃！1988年の全日本 富士 500kmレースに参戦
した、国内のプライベーター「トラスト・レーシングチーム」
のポルシェ962Cを新規デカールでキット化します。
1988年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権
デカール
（予定）
全日本 富士 500kmレース 出場車 CAR No.99

◆1/24 カー モデル シリーズ

CASTROL HONDA CIVIC

24個

＜新デカール＞

アップデートをくり返し、延命が続けられてきたA-10の最終進化
型である「C型」を再現します。104FS 所属の「MD640」は、左
エンジンカウルに175FWの部隊エンブレム、右エンジンカウルに
104FSの部隊エンブレム、垂直尾翼上部にはメリーランド州旗の
デザインが描かれています。104FSは2007年11月、A-10C配備の
飛行隊として初めてイラクに展開した部隊です。
メリーランド州空軍 第175戦闘航空団 第104戦闘飛行隊 所属機「MD640」
デカール
（予定）
他１機分

◆1/24 カー モデル シリーズ

TRUST PORCHE 962C

10月８日ごろ

02216 A-10C サンダーボルト II“第104戦闘飛行隊”

20283 トラスト ポルシェ 962C

C トラスト

4 967834 074422

弊社発送予定 10月５日

＜新デカール＞

Do215はDo17Zの性能向上型です。当初は輸出仕様として計画
されていたのですが、第２次世界大戦開戦前に輸出禁止令が執
行されたため、ドイツ空軍で運用されることになりました。B-4
型は長距離写真偵察機タイプです。パッケージイラストは加藤
単駆郎 氏が担当。キットのパーツはICM社製をセットします。
ドイツ空軍最高司令部 偵察飛行隊 所属機「PK+EH」（1940年）
デカール ドイツ空軍最高司令部 偵察飛行隊 所属機「PK+EM」（1940年）
（予定）
他１機分

4 967834 074439

弊社発送予定 10月19日
発 売 日 10月22日ごろ

1梱入数

本体価格

20個

¥6,200

（+消費税）

02214 F-16D
（ブロック52 アドバンスド）
ファイティング ファルコン“タイガーミート”

◆1/72 飛行機 シリーズ

PHOTO：Walter Van Bel

F-16D BLOCK52 ADVANCED
■ ポーランド空軍 所属機「4084」

P-51C MUSTANG

■ 北極越え単独飛行成功機「エクスカリバーIII」

■ ベンデックス エアレース 優勝機「46」
（1946年）

＜特別仕様/２機セット/新デカール＞

新規プラ部品でドーサルスパイン部品をセット！コンフォーマ
ルタンクや、機首前方にIFF機器用アンテナを装備した、D型の
ブロック52アドバンスドを再現します。キットは、グレー系カ
ラーの「4084」と、レッド系カラーの「4093」の２機セット。
どちらも同じタイガーパターンの機体です。
ポーランド空軍 所属機「4084」
（2014年）
デカール
（予定）
ポーランド空軍 所属機「4082」
（2013年）
新規プラ部品 ドラッグシュート付きのドーサルスパイン部品

02215 P-51C ムスタング“エクスカリバーIII”

◆1/72 飛行機 シリーズ

新金型追加

4 967834 022140

弊社発送予定 10月19日

発 売 日 10月22日ごろ
本体価格

＜特別仕様/２機セット/新デカール＞

戦後に脚光を浴びた１機の赤いP-51Cを、1951年、1946年のそ
れぞれの時代の姿で再現します。1951年のチャールズ・F.・ブ
レアによるロンドンから北極越えコースでアメリカまでの単独
飛行達成を果たした「エクスカリバーIII」、1946年のA.・ポー
ル・マンツによるベンデックス・エアレース優勝時「46」の２
機セット。パッケージイラストは加藤 単駆郎 氏が担当します。
北極越え単独飛行成功機「エクスカリバーIII」
（1951年5月）
デカール
（予定）
ベンデックス エアレース 優勝機「46」
（1946年）
レジン部品 ドーサルフィン・胴体下面のアンテナバルジ部品
従来プラ部品 プロペラはカフス無し「エクスカリバーIII」/有り「46」

24個

1梱入数

¥4,400

（+消費税）

レジン追加

4 967834 022157

弊社発送予定 10月31日
発売日

1梱入数
本体価格

11月３日ごろ

36個

¥3,400

（+消費税）

※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。

