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このカタログに掲載されている内容は、2022年7月時点のものです。
製品の価格・仕様などの変更、または、生産終了などを予告無く行う
場合がございます。何卒、ご了承ください。
最新の製品情報は当社オフィシャルサイトをご確認くださいませ。



※本製品以外のエアブラシ、コンプレッサーなどの工具は含まれていません。※本製品以外のエアブラシ、コンプレッサーなどの工具は含まれていません。

使用イメージ

エアブラシが
付属するお得なセット

「自動圧力スイッチ」機構により
作業待機時には自動的にスイッ
チがOFFになるため、騒音や振
動が解消され、よりスムーズな
作業が可能です。
本体にセットされた高品質なエ
アレギュレーターは、エアの圧
力を簡単・正確に減圧して調節
することができる他、内部のエ
アフィルターや水抜き機能によ
り圧縮エア中のホコリや水分を
効果的に除去します。
内部構造にはオイルレスピスト
ン方式を採用。

ウェーブ・コンプレッサー317
21,780円 LT-023

スーパーエアブラシアドバンス
14,080円 HT-111 HT-161 HT-141 HT-431

「317」には、ダブルアクションタ
イプの「スーパーエアブラシ
Jr.2」が付属するセットも発売
中。「スーパーエアブラシJr.2」
はコンパクトなボディーにエアブ
ラシとして必要な基本性能が全
て搭載され、入門用としても２本
目としてもお使いいただけます。

LT-024

ウェーブ・コンプレッサー058
コンパクト［卓上タイプ］
14,300円
コンプレッサー本体は、重量
500g以下、はがきサイズの軽
量コンパクトなボディ。静音性に
も優れ、低振動タイプなので卓
上使用にピッタリです。最高圧
力は約0.1MPa、連続使用でも
約0.05MPaと細かなパーツの
塗装やグラデーション吹きなど
の繊細な塗装にもお使いいただ
けます。

付属品：専用ACアダプター1個
　　　 専用ストレートエアホース 1本
　　　 簡易エアブラシハンガー1個
本体サイズ：155×85×85（mm）

LT-031

吹き付けるカラーの風量を調節できる「エア
マチックシステム」を搭載。 従来のエアブラシ
にはない「濃い・淡い」という表現が可能と
なりました。高品質の日本製。

スーパーエアブラシ トリガータイプ
【軽量アルミボディ】13,200円 HT-241

軽量アルミボディで取り回しやすく、作動方
式は長時間の作業でも指の疲れにくいトリ
ガータイプを採用。 ジョイントも一般的なS
ネジ（1/8）仕様となっており、市販されてい
る多くのエア源に対応できます。

スーパーエアブラシアドバンス02
14,850円
より細かな塗装を実現する0.2㎜ノズルを
搭載。「ソフトスライドボタン」という新機構
を取り入れ、幅広い塗装表現が可能となり
ました。

スーパーエアブラシEZ500
7,480円
シンプルな内部構造で壊れにくく、吹きつけ
操作も簡単なビギナー向けエアブラシ。
小型軽量化された全金属製で上級者の２本
目としてもオススメ。

スーパーエアブラシ コンパクト
【軽量アルミボディ】 9,350円 HT-391

ボディ材質にアルミを採用し、軽さと操作性
の良さを実現。またノズル付近の構造の見
直しにより、ノズル先端から押ボタンまでの
距離を短くし、重心を中心部に集中させたこ
とで、快適な操作が可能となりました。

スーパーエアブラシ・ジュニア2
7,920円
ほとんどのパーツを高精度な金属製とし、
ニードルパッキンはテフロン製を採用。
コストパフォーマンスに優れたスタンダード
タイプです。

スーパーエアブラシ トリガータイプ05
【軽量アルミボディ】15,950円 HT-585

ノズル口径は0.5ｍｍとなっており、従来の0.3ｍｍ
ノズルにくらべて太吹きが可能で、大面積の塗装
などに便利にお使いいただけます。 ボディの素材
にはアルミを採用し、その構造上、重くなりがちな
トリガータイプのエアブラシの軽量化を実現。 指
先の疲労が軽減され、取回しが良くなったことでエ
アブラシ作業が快適に行えます。

スーパーエアブラシ トリガータイプ07
【軽量アルミボディ】17,050円 HT-587

ノズル口径は0.7ｍｍとなっており、太吹きや大面
積の塗装などに便利にお使いいただけます。また
サーフェーサーやメタリックカラーなど、粒子が大
きめな塗料もつまりにくくなっております。ボディ
の素材にはアルミを採用し、その構造上、重くなり
がちなトリガータイプのエアブラシの軽量化を実
現。指先の疲労が軽減され、取回しが良くなったこ
とでエアブラシ作業が快適に行えます。

LT-036HG エアタンクポッド【専用サポートラック付】 16,280円
錆びる心配のない強化プラスチック製のエアタンク！ エアコンプレッサーに取り付けて、エアをため
ておけるエアタンクポッドと専用ラックのセットです。エアタンク本体は強化プラスチック製となって
おり、従来のスチール製エアタンクの問題だったサビの発生を解消。サビによる破損や故障がおきに
くい仕様となっております。
タンク容量：0.7L ※参考値　エア入口／出口ジョイント：Sネジ（1/8タイプ）
セット内容：エアタンクポッド本体（レギュレーター付）／専用サポートラック
　　　　　スパイラルホース（有効伸長：1m）／小型エアブラシハンガー×2（ビス付）

ウェーブ・コンプレッサー317
エアブラシ付セット
29,480円

【ご注意】
本製品は、吹き付けに一定以上の圧力やエア量を必要とするエアブラシと組み
合わせて使用するには適しません。推奨するエアブラシのタイプ：ノズル口径
0.3mm以下の押しボタン式ダブルアクションタイプ

最高圧力

0.4MPa
空気吐出量

17ℓ/分
作業音量
約46dB

最高圧力

0.1MPa
空気吐出量

8ℓ/分
作業音量
約35dB

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量

7cc

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量
10cc

ダブル
アクション

ノズル口径
0.2㎜

カップ容量
10cc

シングル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量
1cc

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量
7cc

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量
2/7cc

ノズル口径
0.3㎜

トリガー
アクション

カップ容量
2/7cc

ノズル口径
0.5㎜

トリガー
アクション

カップ容量
7/15cc

ノズル口径
0.7㎜

トリガー
アクション

カップ容量
7/15cc
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ペットボトルを取り付けることで、塗装作業時の洗い吹き用
クリーナーポットスタンドとしてもお使いいただけます。
ペットボトルを取り付けることで、塗装作業時の洗い吹き用
クリーナーポットスタンドとしてもお使いいただけます。

使用イメージ

開

閉

ペイントミキサー
1,518円 HT-102

かき混ぜ効果を考えた形状のスクリューを約
20秒間作動させて塗料を撹拌します。
使用後の手入れはうすめ液の中に入れて作動
させるだけとお手軽です。

白い塗料皿＆ホルダー
748円 OM-181

深丸底／浅丸底／平底の３種類の塗料皿と、
調色した塗料が下スミに集まるように傾けて置
けるホルダーのセット。
各塗料皿はPP製。

白い塗料皿（６枚入） ①深丸底
748円
色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶
剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン
（PP）製。

製品サイズ:約 50mm（直径）×15mm（高さ）

OM-182

スーパーエアブラシ【軽量アルミボディ】
シリーズ専用 特殊調色カップ
550円 HT-482

カップ内側に仕切り板をつけた特殊構造で、
じっくりと塗料を混色することが可能。
（特許出願済）
製品素材には白色のＰＯＭを採用し、色味の確認
しやすさと溶剤への耐久性を両立させました。

エアブラシ用 軽量塗料カップセット
（2/7㏄） 638円 HT-244

軽量アルミボディタイプのエアブラシ対応
POM製カップ。
対応機種
・スーパーエアブラシ スタンダード【軽量アルミボディ】
・スーパーエアブラシ コンパクト【軽量アルミボディ】
・スーパーエアブラシ トリガータイプ【軽量アルミボディ】
・スーパーエアブラシ トリガータイプ０５【軽量アルミボディ】
※上記以外の製品には対応しておりません。

エアマチックジョイントセット
2,860円 HT-027

接続するだけで、従来型のエアブラシがエア
マチックシステム搭載型に。 エア量の調節が
手元で操作できます。エアブラシ側のジョイン
トにはクイックジョイントを採用、両側のジョイ
ントはSネジ（1/8）仕様です。

HGクイックチェンジ・ジョイントセット
1,650円 HT-246

エアブラシとエアホースの間に取付ける中間
ジョイントのセットです。取付けることで、エアブ
ラシとエアホースの接続がワンタッチで行えます。

対応機種：接続部がSネジ（1/8）仕様のエアブラシ、
エアホース各種

HGクイックチェンジ・
ジョイントセット用プラグ（2pcs）
825円 HT-247

「HGクイックチェンジ・ジョイントセット」用の
プラグの別売品です。

対応機種：HT-246 HGクイックチェンジ・ジョ
イントセット および、接続部がＳネジ（1/8）仕様
のエアブラシ各種

HGエアレギュレーター２
7,480円 HT-029

模型製作におけるエアブラシ塗装に便利な
「エアレギュレーター」のセット
エアの圧力を簡単・正確に減圧することが可能。
一般的なSネジ仕様のジョイントを採用。

HG スパイラルエアホース
1,980円 HT-066

ホース有効伸長1.5mのスパイラルタイプの
エアホース。ジョイント口金はスタンダードな
Sネジ（1/8）タイプ。
ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。
ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明
ブルー。

HG ストレートエアホース
1,650円 HT-067

ホース全長は約1.5m。取り回しに便利な短めの
ストレートホース。ジョイント口金はスタンダード
なSネジ（1/8）タイプ。
ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。
ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明
ブルー。

HG エアブラシホルダー＆クリーナーポットスタンド
825円 HT-056

折りたたんでコンパクトに収納できるエアブラシホルダー。ペットボトルを取付けることで、洗い吹き用
クリーナーポットとしてもお使いいただけます。
【対応機種（弊社製品）】
・HT-111 スーパーエアブラシアドバンス　・HT-161 スーパーエアブラシアドバンス02
・HT-431 スーパーエアブラシJr.2
※エアホースの種類によっては適さない場合があります。
※本製品は、その特性でもある軽量でコンパクトな仕様のため、使用するエアブラシの形状やその他周辺環境によっては使用に
　適さない場合があります。

特殊調色カップ
（POM製）付属

スーパーエアブラシ スタンダード
【軽量アルミボディ】10,450円
押ボタン式ダブルアクションタイ
プで、細吹きから全体塗装まで
幅広い作業に対応しています。 
特殊調色カップは塗料をカップ
の内側で調色することができ、
混色の必要な塗料を吹き付ける
のに便利な仕様です。

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3㎜

カップ容量
2/7cc

HT-481

HT-057
HG 3連ホースジョイント【アルミボディ】
3,300円
1台のコンプレッサーからエアを3つに分岐させる3連のホースジョイント。
3つのホースジョイントはそれぞれエアバルブ式を採用。各つまみを回すだけで簡単にお好みの
ホースにエアを流したり止めたりする事ができます。

【ジョイント仕様】エア入口：L/Sネジ（変換ジョイント使用）
付属品：変換ジョイント

エアバルブ式で、各つまみを回すだけで
簡単にエアを流したり止めたりする事ができます。
エアバルブ式で、各つまみを回すだけで
簡単にエアを流したり止めたりする事ができます。

エアバルブ操作
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押すだけでフタができる塗料ボトル

プッシュ!!

S
（約28cc） 

M
（約42cc） 

塗料の調色などに便利な小型塗料カップ。フタとカップは一体成型のはめこみ式。ホコリの混
入や塗料の乾燥防止に効果的。塗料だけでなく、接着剤やパテ系素材の混合にもお使いいた
だけます。材料が透明で中身が良く見えますので、模型の細かな部品の保管などにも便利。製品
素材は塗料が付着しにくいポリプロピレン（PP）製。乾燥してしまった塗料も粘着テープなどで取
り除くことができます。
セット内容／容量：【S】：12個入／容量：約28cc　【M】：10個入／容量：約42cc

OM-411【S】 OM-412【M】 
フタ付きPP塗料カップ【S】・【M】 各種
各418円

白い塗料皿（６枚入） ②浅丸底
748円
色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶
剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン
（PP）製。

製品サイズ:約 50mm（直径）×11mm（高さ）

OM-183
白い塗料皿（６枚入） ③平底
748円
色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶
剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン
（PP）製。

製品サイズ:約 50mm（直径）×12mm（高さ）

OM-184
白い塗料皿 ベーシックタイプ（8枚入）
935円
色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶
剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン（ＰＰ
製）。本体にセットされた注ぎ口により、塗料を
移しかえる際も便利です。専用フタ4枚付属。

製品サイズ：約 50mm（直径）×9mm（高さ/ふち部
含む）容量：約5cc

OM-185 OM-186
白い塗料皿 6マス＆筆置きタイプ
836円
色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤
に強く、くりかえ使えるポリプロピレン（ＰＰ製）。
中央部に筆やまぜ棒などを一時的に置いてお
ける凹みをセット。専用フタ付き。

製品サイズ：約 78mm（直径）×12mm（高さ）
1マスの容量：約2cc

使いきりタイプ 面相筆
495円
ちょっと塗りに便利な使いきりタイプの面相筆。
使いきりタイプなので、筆をいためやすいような
材料の塗布作業に便利。小面積の塗装やウェザ
リング、塗料の点付けなどに使用してください。
セット内容：12本入。
製品素材  筆：ナイロン樹脂／軸：PP

OF-051

棚の仕切板は差換え式。
各メーカーのカラーだけでなく、接着剤、
スプレー缶などの収納も可能です。
※本製品の組立にはプラスドライバーが
必要です。

サイズ（mm）
195（縦）×256（横）×497（高さ）

棚数：６段 
収納本数：180本（通常サイズ）

ペイントラック
7,480円 HT-072

ハケ付き プラボトル 各種
各660円

押すだけフタ 塗料ボトル 各種
各495円 OF-068 【小】 OF-069 【大】

OF-086 太ボトル／大ハケ OF-087 細ボトル／小ハケ
フタにハケが付いているプラスチック製ボトル。サイズが異なる2種類をラインナップ。塗料やサーフェーサーなどを入れて、ボトルからそのまま
塗りつけが可能です。ボトル内の材料をかくはんするのに便利なステンレス球が付属。
製品素材：ボトル：PET／フタ・ハケ軸：PP／ハケ：ナイロン
セット内容：3本入（共通）
付属品：かくはん用ステンレス球×6個
容量：【太ボトル】 約26ml　【細ボトル】 約22ml
(ご注意)本製品は塗料などの材料の一時的な小分け、保管にお使いください。完全密閉ではありませんので、長期保管には適さない場合がございます。

押すだけでフタができる塗料ボトル。ボトルは透明で溶剤に強い軟質プラ素材となっており、お好みの塗料やサーフェーサーなどの液体の材料を
入れることが可能です。ボトル内の材料をかくはんするのに便利なステンレス球が付属。小さな部品やオプションパーツの保管などにも便利。
製品素材：ボトル：PP／フタ：PE
セット内容／容量：【小】 8本入／28ml　【大】 6本入／48ml
付属品：かくはん用ステンレス球×10個 / インデックスシール×8枚
(ご注意)完全密閉ではありませんので、長期保管には適さない場合がございます。また、激しく振ると、ボトルとフタの間から材料が染み出る場合があります。

使用イメージ

使用イメージ

ハケ付きなので、ちょっとした筆塗り作業に便利です。

透明で中身も見えやすく、
溶剤に強い軟質プラ（PP/PE）製

小さな部品やオプションパーツの小分け、
保管などにも便利です。
小さな部品やオプションパーツの小分け、
保管などにも便利です。
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HG細幅彫刻刀（平刀）
凹モールドの彫り込みや細かな形状
出しに便利な小型彫刻刀！

HG細幅彫刻刀（平刀）各種
各825円

刃先形状は彫刻作業に使いやすい平刀（両刃）。
グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。
グリップと、本体の両端にはネジ加工がされて
いますので、組み合わせで「ペン型グリップと
して」、「後部グリップとして」、「収納時の刃先
保護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。

　　　　（刃幅1.0㎜） 　　　　（刃幅1.6㎜）
　　　　（刃幅2.0㎜） 　　　　（刃幅2.4㎜）
　　　　（刃幅3.0㎜） 　　　　（刃幅3.5㎜）

HT-411 HT-412

HT-413 HT-414

HT-415 HT-416

HG細幅彫刻刀（丸刃）
表面をすくいとるように削ることが
できる小型彫刻刀！

HG細幅彫刻刀（丸刃）各種
各825円

刃先形状は彫刻作業に使いやすい丸刃 （片刃）。
グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。
グリップと、本体の両端にはネジ加工がされて
いますので、組み合わせで「ペン型グリップとし
て」、「後部グリップとして」、「収納時の刃先保
護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。

　　　　（刃幅1.0㎜） 　　　　（刃幅1.6㎜）
　　　　（刃幅2.0㎜） 　　　　（刃幅2.4㎜）
　　　　（刃幅3.0㎜） 　　　　（刃幅3.5㎜）

HT-511 HT-512

HT-513 HT-514

HT-515 HT-516

リング型塗料カップ A／B 各495円

少量の調色や、細かな塗装作業に便利なリング型塗料カップ。指に装着して使うので、筆運びのスト
ロークが短くなり作業効率アップ！塗料や溶剤、接着剤に強い軟質プラスチック製。
製品素材：PE
【A】20個入 /容量：約0.4cc 　　【B】（2マスタイプ）20個入 /容量：約0.2cc×2
（ご注意）長時間リングを装着しての作業はおやめください。

使いきりタイプ 仕上げスティック
495円
ななめエッジタイプの綿棒で各種仕上げ作業に
便利。芯材に特殊樹脂製の毛を定着させた綿棒
です。綿棒部の芯材のおかげで適度なコシがあ
ります。デカールの押さえつけや定着に便利。
セット内容：16本入。
製品素材  綿棒：樹脂毛／軸：PP

OF-052

使いきりタイプ ミニ平筆
495円
筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いきり
タイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに
適しています。小面積の塗装やウェザリング作
業などにも使える平筆タイプ。
セット内容：10本入。
製品素材 筆：ナイロン樹脂／軸：PP

OF-053

使いきりタイプ ミニ平筆 ななめカット
495円
筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いきり
タイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに
適しています。小面積の塗装やウェザリング作
業などにも使える平筆タイプ（ななめカット）。
セット内容：10本入。
製品素材  筆：ナイロン樹脂／軸：PP

OF-054

使いきりタイプ マイクロ綿棒
495円
小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用
できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まっ
た切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自
体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。
セット内容：20本入。
製品素材 　綿棒部：ナイロン繊維／軸：PE
（ご注意）塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が
溶けて毛が抜けてしまうことがあります。

OF-055

使いきりタイプ マイクロ綿棒 【細】
495円
小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用
できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まっ
た切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自
体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。
セット内容：20本入。
製品素材 　綿棒部：ナイロン繊維／軸：PE
（ご注意）塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が溶
けて毛が抜けてしまうことがあります。

OF-056
スポンジスタンプホルダー
495円
ウェザリングやチッピングに便利なスポンジスタンプと
ホルダーのセットです。塗料の色味にあわせて使い分
けられるよう、白とグレーの2種類のスポンジが付属。
セット内容：ホルダー 2個／スポンジ10個
　　　　  （白、グレー、各5個/直径：約25mm）
製品素材：ホルダー：PP／スポンジ：ポリウレタン
（ご注意）スポンジは使いきりタイプです。適宜交換
してお使いください。

OF-070

【A】OF-061 【B】OF-062

A B
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プラスチックやレジンパーツ等スジ彫り作業に役立つ精密ノミです。手前に引いて彫刻して
いくタイプのスジ彫り用工具です。さまざまな場所のスジ彫り作業に対応できるように4種の
刃をセットしました。 
セット内容：HGマイクロチゼル4種（0.1/0.2 / 0.3 / 0.5mm）各1本、専用グリップ（黒）1本

HGマイクロチゼル セット 刃4本+グリップ（黒）
4,620円 HT-556

（刃幅0.1㎜）1,320円
（刃幅0.2㎜）1,320円
（刃幅0.5㎜）1,045円
（刃幅1.0㎜）1,045円

HT-541

HT-542

HT-545

HT-547

HT-546

（刃幅0.15㎜）1,320円
（刃幅0.3㎜）1,045円
（刃幅0.8㎜）1,045円

HT-548

HT-543

HGマイクロチゼル単品 各種

刃幅はレーザー彫刻で表示
（例）刃幅：0.1mm
刃幅はレーザー彫刻で表示
（例）刃幅：0.1mm

スジ彫り加工イメージ

0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0

本体表面には刃幅をレーザー彫刻で表示し、見分けやすくしてあります。
製品素材：HSS
※本製品の使用の際は別売の「専用グリップ」が必要となります。

HGカービングニードル
550円 HT-253

模型のパーツやガレージキットなどのスジ彫り
に使える模型用工具。
ピンバイスで穴開けをする際のアタリ取りにも
便利です。

スジ彫り作業に役立つ精密ノミ「HGマイクロチゼル」専用のグリップ。取り付けた刃のサイズを区別し
やすくなるように本体色は3種を用意しました。本体材料は軽量なアルミ製で作業時の取り回しが快適。
【ご注意】※本製品を使用の際は、別売の「HGマイクロチゼル単品」が必要となります。
製品素材：アルミ

（黒）　　　　　（赤）　　　　　（青）HT-540 HT-550 HT-560
HGマイクロチゼル 専用グリップ 各種　各858円

HT-398
ＨＧプラ用シャープニッパー
（薄刃タイプ） 2,420円
パーツの切り取りに適したベーシックなニッパー
（両刃タイプ）。入りくんだ場所やゲート部分などの
カットがしやすいように、刃先を薄めに仕上げて
おります。
刃の当たりすぎを抑える、ストッパーネジ（イモネジ）
を内蔵。付属の六角レンチで締めこみを調節しな
がらお使いいただけます。
付属品：保護キャップ／六角レンチ

HT-487
HGマイクロリベットパンチ
（23本セット） 2,838円
小さな円形のリベットモールドを彫刻する工具。パンチ
の先端は半球状の凹みになっており、材料に押し付け
ることで簡単に小さな円形を彫刻できます。
パンチ直径：0.25～1.35mm（0.05mm刻み／23サイズ）
対応素材：プラスチック、レジンキャストなど
製品素材：パンチ：ステンレス／ハンドル：PP

HT-397
HG厚刃ニッパー（フラットタイプ）
1,738円
厚めの両刃でさまざまな材料を力強く切れるフラット
タイプのニッパー。太いゲートやランナー、レジンパーツ
の湯口など、薄刃タイプのニッパーではためらう材料
のカットに便利です。細めの真ちゅう線やアルミ線の
カットにも使用可能。
【切断能力（推奨）】 真ちゅう線：直径1mmまで
　　　　　　　　 アルミ線：直径2mmまで　
※金属用に特化したものではありません。切断能力内であっても
使用頻度によっては通常よりも早く消耗が進む場合があります。

HGファインニッパーSP（ゲートカット用)
3,080円
プラスチック製組立モデルのパーツをゲートから切り
取る際に便利な精密ニッパー。片側だけに刃をつけ
た【単刃タイプ】でスムーズなカット作業が可能。長め
のグリップにより、軽い力でカットできます。グリップ
には市販のストラップやベルトが装着できます。指を
入れられるリング状のフィンガーグリップは、不意の
落下防止などに役立ちます。
付属品：保護キャップ

HT-399 HT-390

入りくんだ場所や狭い部分でのカット作業に適した
先曲りタイプの【ゲートカット専用】精密ニッパー。
片側だけに刃をつけた【単刃タイプ】でスムーズな
カット作業が可能です。
付属品：保護キャップ／六角レンチ

HGファインニッパー 先曲りタイプ
（ゲートカット用）3,080円
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刃先が“くるくる”と回転します。刃先が“くるくる”と回転します。

薄手の材料のカットに適した軽作業用カッターです。薄手の材料のカットに適した軽作業用カッターです。

使用イメージ

HGパイプカッター（プラスチックパイプ用）
1,320円 HT-501

プラスチック製パイプの切断に適したパイプカッター。
直径3～28mmまでのパイプ材料の切断が可能。

※本製品は一般的なプラスチック製パイプの切断に
対応したカッターをセットしております。材料の種類
や固さによっては上手く切断できない場合もござい
ます。 また、金属材料の切断には適しません。

HGパイプカッター専用 替刃（2個入）
528円 HT-502

HGユニバーサルカッター専用
刃先ベース＆角度切りガイド
440円
「HGユニバーサルカッター」専用の刃先ベース
と角度切りガイドのセットです。

HT-388

「HGユニバーサルカッター」専用の替刃です。 
刃長：約60mm／材質：炭素合金鋼

HGユニバーサルカッター専用 
替刃（2枚入）　
440円 HT-387

HG ユニバーサルカッター（角度切りガイド付き）　1,980円 HT-380

プラスチック製の棒材や板材などのカットに便利な大型カッター。
持ちやすいグリップ形状で、軽い力で材料をカットすることができます。 
7段階の角度に調整可能な角度切りガイドが付属。
刃は高品質なイギリス製
・刃長：約60mm ・開き幅：刃先側 約28mm／根元側 約5mm
対応素材：プラスチック製の棒材、板材／薄手の木材／ゴム・ビニール系素材 など

大型刃で上から材料をカット！大型刃で上から材料をカット！

HG刃先回転カッター専用替刃（3個入）
418円 HT-076

「HG刃先回転カッター」専用の替刃です。
刃長:約4mm
材質:炭素工具鋼(SK5)

HG刃先回転カッター  858円 HT-075

刃先がくるくると回転する小型のカッター。紙やマスキングテープなどを、曲線にカット
するのに便利です。ペン感覚で持てる細身で軽量なアルミボディ。専用替刃が2個付属。
対応素材：紙、マスキングテープ、デカールやシール用紙 など
※本製品は薄手の材料のカットに適した軽作業用カッターです。プラスチック材料や
パテ類などの切削作業には適さない場合があります。
付属品：保護キャップ / 交換用回転刃(替刃) 2個 / 替刃ケース

HT-218

「HGマルチナイフホルダー」に対応した替刃です。
作業にあわせて使い分けができる便利な2種類の
ナイフ刃をセットしました。
【直線刃】：一般的な細工用に適した直線型ナイフ刃
【曲線刃】：細かなデカールの切り出しや、ピンポイント
　　　　 の切削作業に便利な曲線型ナイフ刃

HGマルチナイフホルダー専用替刃セット
（直線刃×3枚、曲線刃×3枚入）
638円

HGマルチナイフホルダー（6pcsへらビット付）  1,210円 HT-217

太めの本体が持ちやすい細工用ナイフのホルダーです。細かな部分の工作やプラスチック板の切り出しなどの作業に幅広く使えます。本体は軽量
なアルミ製で、内部に替刃やビットを収納することが可能。また、後端にはマグネットをセットし、作業台の替刃などを安全に拾い上げることができま
す。細工用ナイフの替刃の他にへらビットが6種類付属。パテや粘土へのモールド付けや、マスキングテープやラベルシールなどの圧着作業に便利
です。
サイズ：約10mm（直径）×120mm（長さ）
付属品：細工用ナイフ替刃×3枚（計4枚）/へらビット×6個/保護キャップ

持ちやすいグリップで細かな部分の工作などに幅広く使えます。持ちやすいグリップで細かな部分の工作などに幅広く使えます。

使用イメージ

HT-395
HG 金属線用ニッパー（1.0）
1,408円
切断能力：
真ちゅう線 直径1.0mmまで（推奨）
アルミ線 直径2.0mmまで（推奨）
ワイヤーロープ 直径1.0mmまで（推奨）

HT-394
HG 金属線用ニッパー（2.0）
2,178円
切断能力：
真ちゅう線 直径2.0mmまで（推奨）
アルミ線 直径3.0mmまで（推奨）
ワイヤーロープ 直径2.0mmまで（推奨）　
刃先ロック機構付
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グリップのこ
1,078円 HT-131

ステンレス製エッチングソーにプラスチックの
グリップを付けた「薄刃タイプのこ」。形状が異
なる4種のエッチングソーがセットされていま
す。付属のスペーサーパーツを使えば、対象物
を約1mm単位でカットしたり、スジ彫りを彫る
ことも簡単。（組立て式）

レザーのこ＆カッティングガイドボックス
2,640円 HT-325

刃厚0.4mmの「レザーのこ」と材料を90°／45°
に切断するのに便利な「カッティングガイドボッ
クス」のセット。
※使用状況によって誤差が生じることがあります。

カッターヘッドがセットされた透明ディスクを回転させて、円を切り抜くサークルカッター。
フレキシブルに位置調整ができるカッターヘッドで、さまざまなサイズの円やRの切り抜きが
可能。中心位置に針がない構造で、材料に穴をあけることなくカットすることができます。
付属のカッティングマットは表面に弱粘着剤が塗布されている特殊な仕様。適度な粘着で
材料を仮止めすることができ、カッティング作業に大変便利です。円の等分に便利なガイド
ラインが印刷されており、5や7といった切り分けづらい奇数のカットにも役立ちます。
カット可能サイズ：直径：26～153mm、厚さ（目安）：0.1～2.0mm（材料によって異なります）
付属品：弱粘着カッティングマット ミニ 1枚 / 専用替刃 3個 / パワーグリップカバー 1個

HGサークルカッターセット（弱粘着カッティングマット ミニ付）
4,378円 HT-219

カッターヘッドがセットされた透明ディスクを
回転させて円を切り抜きます。
カッターヘッドがセットされた透明ディスクを
回転させて円を切り抜きます。

使用イメージ

HGサークルカッター用替刃（6個入）
858円 HT-216

HGサークルカッター専用替刃のセットです。
製品に付属のカッターが消耗した際に、交換し
て使用します。
製品素材：SUS420/ABS

HG弱粘着カッティングマット A4
1,100円
マット表面に弱粘着剤が塗布されており、適度な
粘着で材料を固定することが可能。裏面は通常
仕様のカッティングマットとなっており、一般的な
作業にも対応。
・サイズ：A4 （縦220×横300mm）
・厚さ：3mm　※両面使用可能

HT-105

カッティングマットA5
660円 HT-097

作業机の引き出しなどにサッとしまえるコンパ
クトなA5サイズ
サイズ：A5（縦150×横220ｍｍ）
厚さ：3mm　※両面使用可能

カッティングマットA3
1,485円 HT-098

一枚で作業机などを広くカバーできる大判の
A3サイズ
サイズ：A5（縦300×横450ｍｍ）
厚さ：3mm　※両面使用可能

カッティングマットA4
935円 HT-099

マット色は長時間の作業でも目が疲れにくい、
ラベンダーブルー。 ハード面をソフト面ではさんだ
「サンドイッチ構造」により、マット面への刃当たり
がやさしく、刃物の切れ味が長もちします。 
・サイズ：A4 （縦220×横300mm）
・厚さ：3mm　※両面使用可能

HGアルミ三角定規（2枚セット）
1,518円 HT-383

プラスチック板の切り出しや、オリジナルパー
ツ作成時の角度出しなどに便利な測定工具。
本体材質にアルミニウムを採用し、軽量化と強
度をバランスよく両立しました。

T定規部分が平行にスライドする測定工具です。プ
ラスチック板の平行切り出しや模型部品への平行線
の彫り込み作業などの補助に便利！ 取り回しにすぐ
れた小サイズボディは、アルミ製で軽量化と強度を
バランスよく両立しました。各部の目盛はレーザー彫刻
で作成。見やすく、かつ消えにくくなっております。
T定規のスライド範囲：0～約60mm
※写真は試作品のため、実際の製品とは目盛など一部仕様が異なります。

ミゾ付きカッティングマットA4　1,815円
マット表面にプラスチックモデルのゲートの切りくず等を落としておける10mm幅のミゾを２ヶ所に加工。切り
出した細かなパーツなどが無くならないように置いておけるよう、ポケットを３ヶ所に加工。市販の塗料皿や
角瓶なども置けるように大小２種類としました。大事な部品はポケットに、不要な切りくずなどはミゾに落とす
などしてご使用いただけます。マスキングテープなどの切り出しに便利な各種ガイドラインを片面に印刷。
・サイズ：A4（縦220×横300 mm　・厚さ：4mm　※両面使用可能
・ミゾ幅：10mm　・ポケットサイズ：大45×45mm / 小40×40mm

プラスチックモデルのゲートの切りくず等を
落とすことで、効率よく模型製作が行えます。
プラスチックモデルのゲートの切りくず等を
落とすことで、効率よく模型製作が行えます。

使用イメージ

HT-392
HGプロトラクター
1,408円
角度の測定やケガキ、切り出しに便利な測定
工具。分度板、竿にはそれぞれ目盛が付いて
おり、竿は直定規としても使用可能です。

HT-108

HG スライドT定規
3,080円 HT-386

切
る
／
測
定
工
具
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HGステンレスＴ定規
1,045円 HT-385

模型工作用に適した取り回しの良い小型サイズ
のＴ型定規。
０．６ｍｍ厚ステンレスを採用し、軽量化と強度
をバランスよく両立しました。
目盛内側の角に「逃げ穴」付き。

HGステンレスT定規【L】
1,265円 HT-384

プラスチック板の工作が一段と便利になるような、
ひとまわり大きいサイズのＴ型定規です。
目盛内側の角に「逃げ穴」を付けたことにより、
刃先を傷めることなく材料の端から切断する事
が可能となりました。

HGステップドリル
2,728円 HT-531

プラスチックモデルのパーツや板状の材料に丸穴を開けられ
る、便利なステップドリルとハンドルのセットです。
穴あけ可能サイズ：
9種（直径 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm） 
対象素材：プラスチック系素材、アルミニウムや真ちゅうなど
の軽金属 
対応肉厚：2.0ｍｍまで（プラスチック） 
（注意）製品の構造上、厚みのある材料やブロック状の材料
へ深く穴を掘っていく作業には適しません。

HGハンドリーマー
1,408円 HT-194

模型のパーツやプラ板などに開けた穴を大きく
することができます。直径15mmまで拡張可能。
プラパイプ等の内側の面取りにも使うことが
できます。

（径0.6㎜）
（径0.8㎜）

HT-336

HT-338

（径0.5㎜）
（径0.7㎜）
（径0.9㎜）

HT-335

HT-337

HT-339

HGワンタッチピンバイス専用ドリル刃
精密タイプ 各種 各638円

付属の破損防止用キャップは、手回し式のグリップ
としてご使用いただけます。※本製品は「ウェーブ 
HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。市販
されている一般のピンバイスには使用できません。

ドリル刃をワンタッチで交換できる便利なピンバイス!

特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。使用頻度
の高いサイズの専用ドリル刃3本（1.0/2.0/3.0mm）が付属します。 刃の表面にはチタン
コーディングが施されており、切削性能が長持ちします。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は
使用できません。

HGワンタッチピンバイスセット 1,980円 HT-731

（径1.0㎜）
（径1.3㎜）
（径1.6㎜）
（径1.9㎜）
（径2.2㎜）
（径2.5㎜）
（径2.8㎜）

HT-340

HT-343

HT-346

HT-349

HT-352

HT-355

HT-358

（径1.1㎜）
（径1.4㎜）
（径1.7㎜）
（径2.0㎜）
（径2.3㎜）
（径2.6㎜）
（径2.9㎜）

HT-340

HT-343

HT-346

HT-349

HT-352

HT-355

HT-358

（径1.2㎜）
（径1.5㎜）
（径1.8㎜）
（径2.1㎜）
（径2.4㎜）
（径2.7㎜）
（径3.0㎜）

HT-340

HT-343

HT-346

HT-349

HT-352

HT-355

HT-358

HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃 各種  各374円

※本製品は「ウェーブ HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。 市販されている一般のピンバイスには使用できません。

HT-401

従来の模型用ピンバイスより大きいサイズの穴あけが可能な、ピンバイスと専用ドリル刃の
セットです。 特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。
ドリル刃3本（4.0／ 5.0／ 6.0mm）が付属。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は
使用できません。

HGワンタッチピンバイスセット（L） 2,420円

HGワンタッチピンバイス（L）
本体単品　1,100円 HT-400

「HGワンタッチピンバイスセット（L）」のハンドル部分
の単品販売です。
別売りの「HGワンタッチピンバイス（Ｌ）専用ドリル
刃 」各種とあわせてご使用ください。

※弊社HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃（HT335～
360）や、市販されている一般のドリル刃には使用できません。

HGワンタッチピンバイス（L）
専用ドリル刃 各種　各858円

【対応製品】HT-400 及びHT-401付属のピンバイス（Ｌ）本体
※弊社ワンタッチピンバイス（HT-330、331）にはご使用になれ
ませんので、ご注意ください。
※本製品は「HGワンタッチピンバイス（L）」専用ドリル刃となっており
ます。市販されている一般のピンバイスでは使用できません。

HT-730
HG ワンタッチピンバイス（単品）
858円
ドリル刃がワンタッチで交換できる便利なピンバ
イスです。特殊構造の取付部を採用し、専用ドリ
ル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。

※本製品に専用ドリル刃は含まれておりません。

HG スライドT定規2　4,180円 HT-486

T定規部分が平行にスライド＋回転する！T定規部分が平行にスライドし、さらに先端の
スケール部分が回転する測定工具。プラスチック板の平行切り出しに加えて、角度切りなど
の作業のガイドとして便利！
T定規のスライド範囲：0～約60mm
製品素材：アルミニウム、真ちゅう、ステンレス
付属品：先端スケール長（100mm）／短（50mm）

（径3.5㎜）
（径4.5㎜）
（径5.5㎜）

HT-402

HT-404

HT-406

（径4.0㎜）
（径5.0㎜）
（径6.0㎜）

HT-403

HT-405

HT-407

先端スケールを回転させて、角度切りにも対応。先端スケールを回転させて、角度切りにも対応。

使用イメージ

ひらく
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HT-087

HGクラフトパンチ ① 木の葉S／② 木の葉L／③ シダ葉

②木の葉L　693円 HT-088 ③シダ葉  693円
HT-086 ①木の葉S  418円

複雑なデザインをかんたんに打ち抜けるホビー用クラフトパンチ。
ディオラマ製作時の“葉っぱ”の作成などに便利です。
レバー（ボタン）を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。
【切断能力】 紙、ラベルシール、プラスチック製の薄手シート：厚さ0.2mm前後（推奨）

HT-235HG ロータリーパンチ  2,640円
グリップを握るだけで材料を円形に打ち抜けるロータリーパンチ。
プラスチック板や薄手のプラスチックシート、PVC板、マスキングシート、厚紙などの材料に対応。
持ちやすいグリップ形状で円形パーツの量産に便利です。
パンチ刃の直径：2／2．5／3／3．5／4／4．5（mm）の6種
対応材料：プラスチック板（1．0mm厚程度まで）／薄手のプラスチックシート／ PVC板マスキング
シート、厚紙など
付属品：押し出しピン

HG マルチハンドル 【細】
693円 HT-323

ペン感覚で持てる細身で軽量なアルミボディ。
先端ビットを取付けて手持ちヤスリのようにする
など、さまざまな作業にお使いいただけます。作業
にあわせて付け替え可能な2種類のコレットが付属。

【コレットA】  一般的な2.35mm軸用
【コレットB】  やや太めの3mm軸用

HT-446
HGマルチハンドル
1,760円
ピンバイス用ドリル刃や、小型ルーター用の先端
ビットを取り付けられる小型ハンドル。
軸径0.3～3.2mmまでの丸棒状の工具に対応、
本体内部は工具の収納スペースになっています。

※本製品にドリル刃、先端ビット等の工具は付属
しておりません。

グリップを握るだけで円形に打ち抜ける
精密タイプのパンチ
グリップを握るだけで円形に打ち抜ける
精密タイプのパンチ

使用イメージ

薄手のプラスチック板やアルミ板、マスキングシート、厚紙などの材料を1mm円形に打ち抜ける
精密タイプのパンチ。持ちやすいグリップ形状で円形パーツの量産に便利です。打ち抜いた材料
でディテールアップなどが行えます。
付属品：替えパンチピン1個
【対象素材】
プラスチック板（0.5mm厚まで推奨）／真ちゅう板・アルミ板（0.3mm厚まで推奨）・マスキングシート／厚紙など
※材料の種類や厚さによっては打ち抜くことができなかったり、切断面の乱れや白化、穴の周囲の変形が
起きたりする場合がございます。

HT-438  四角① HT-4６６  台形①

HT-468  台形③

HT-43９  四角②

HT-4６７  台形② HT-46９  台形④

HGディテールパンチ各種　各1,980円
ディテールアップパーツの自作に便利な模型用パンチです。連続的な形状をワンタッチで打ち抜く事ができ、
パーツの量産も簡単。打ち抜いた素材を基にしてアレンジすれば、様々なディテールアップパーツが作成できます。

【切断能力】 厚さ0.3ｍｍ以下
【対象素材】 プラスチック（PSのみ）製の薄手シートや板材。一般的な紙類。
※対象外の素材（ABS、PP、PVC、PE、その他柔軟性のあるプラスチック、フィルム等）や、製品の切断能力以上の材
料には使用しないでください。
※和紙のような薄い紙のシート等への作業の場合、切断能力内の厚さであってもうまく作業できない場合があります。
※抜き刃の各部サイズは参考値です。

連続的な形状をワンタッチで打ち抜ける！ 
ディテールアップ用パーツの自作に便利なパンチ！

単位：ミリ

HG精密ホールパンチ（1.0）　1,848円 HT-236

打ち抜いたプラ板の間に、短冊状にカットしたプラ板を合わせて 複雑な形状のパーツ作成にも便利です。キャラクターモデルのディテールアップに

プッシュ!

穴
あ
け
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接着前のパーツ同士の
すり合わせ（整形）作業などに

使用イメージ

小サイズフィギュアの髪や服のしわなどの加工に！小サイズフィギュアの髪や服のしわなどの加工に！

©Kow Yokoyama©Kow Yokoyama

HT-456
HGヤスリ 横スライドタイプ 平スリム
【細目＆油目】1,980円
特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削出来る模型工作用ヤスリ。表・裏の各面
に異なるヤスリ目（細目／油目）をセットしました。従来のものより、さらにコンパクトになった
幅6ｍｍのスリムタイプ
高品質のヤスリ目を実現する日本製。

HGヤスリ（横スライドタイプ・平）
【中目＆荒目】 1,980円 HT-289

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして
切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に
異なるヤスリ目（中目／荒目）をセット。
高品質の日本製。

HGヤスリ（横スライドタイプ・平）
【細目＆油目】 1,980円 HT-285

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして
切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に
異なるヤスリ目（細目/油目）をセットしました。
高品質の日本製。

HGヤスリ横スライドタイプ（半丸・細目）
1,980円 HT-283

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切
削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたこと
で、逆R面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出
しピン跡を切削する際に便利です。ヤスリ目は仕
上げ作業に適した細目タイプとなります。
高品質の日本製。

HGヤスリ横スライドタイプ（半丸・荒目）
1,980円 HT-284

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切
削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたこと
で、逆R面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出
しピン跡を切削する際に便利です。 ヤスリ目は切
削作業に適した荒目タイプとなります。
高品質の日本製。

キャラクターモデルのエッジ部の加工など、従来のヤスリでは
難しかった作業や工作などに便利に使用することができます。

業界初! 横にスライドして切削する鉄ヤスリ!

ヤスリほう台
748円 HT-081

組立式の本体に付属の両面粘着シートを使って紙ヤ
スリを貼るだけで、手軽にオリジナルツールを作るこ
とができます。両面粘着シートは、何度でも紙ヤスリ
を貼ったりはがしたりできるので作業効率もUP。

※紙ヤスリは付属しません。別途お買い求めください。

ヤスリほう台2
748円 HT-082

プラ板やプラ棒の切断面をヤスリがけする時に役立
つ、組立式のガイドセット。ガイドの使い方により、切
断面をを90°／ 45°に仕上げることが可能です。紙ヤ
スリを貼る両面粘着シートは、繰り返し使用できます。

※紙ヤスリは付属しません。別途お買い求めください。

バローベヤスリ
【平】【半丸】【丸】【角】【三角】

【平】 　2,178円
【半丸】 2,728円
【丸】 　2,178円
【角】　 2,728円
【三角】 2,728円

高品質なヤスリとして有名なバローベ社製の精密ヤスリ。
プラスチックから軟金属の切削に対応した高品質な細工用
精密ヤスリです。細かな部分の作業に便利な140mmサイズ。
製造国：スイス／輸入元：ツボサン株式会社
販売元：株式会社ウェーブ

平 半丸 丸 角 三角

目の粗さ：#2

バローベヤスリ（仕上用）
【平】【半丸】【丸】

【平】　仕上用  2,728円
【半丸】仕上用  3,168円
【丸】　仕上用  2,728円

目の粗さ：#4
HT-596

HT-591

HT-592

HT-593

HT-594

HT-595

HT-597

HT-598

©Kow Yokoyama

スライド
させて

削る!!

使用イメージ

©Kow Yokoyama

HGヤスリ ニードルタイプ (1.2) / (1.5)
各1,650円
HT-286 (1.2) HT-287 (1.5)
プラスチックやレジンパーツ等の切削加工に役立つ模型工作用ヤスリ。先端にかけて
テーパーのついた針状の丸ヤスリで、極小の丸穴の整形や小サイズフィギュアの髪、服
のしわなどの加工に便利です。
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刃先 刃先

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【ナイフ型】 1,210円 HT-671

先端：ナイフ型
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【半丸（先曲）】 1,210円 HT-672

先端：半丸（先曲）型
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【甲丸（先曲）】 1,210円 HT-673

先端：甲丸（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【丸（先曲）】 1,210円 HT-674

先端：丸（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【丸（輪型）】 1,210円 HT-683

先端：丸（輪型）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【丸（先曲／小）】 1,210円 HT-684

先端：丸（先曲／小）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【四角（先曲／小）】1,210円 HT-685

先端：四角（先曲／小）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【三角（先曲／小）】 1,210円 HT-686

先端：三角（先曲／小）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【四角（先曲）】 1,210円 HT-675

先端：四角（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【三角（先曲）】 1,210円 HT-676

先端：三角（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【平（先曲）】 1,210円 HT-681

先端：平（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ
【だ円（先曲）】 1,210円 HT-682

先端：だ円（先曲）
粒度：#140 
製品本体：スチール / グリップ：PVC

【断面図】

HT-377HGキサゲナイフ【曲線・両刃】  1,980円
プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲ
ナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃。刃先の両側にエッジがある両
刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける要領で
軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナがけをする時な
どもブレにくく安定した作業が行なえます。

HT-378HGキサゲナイフ【曲線・片刃】  1,980円
プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲ
ナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃を採用。また、エッジがシャー
プな片刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける
要領で軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナがけをす
る時などもブレにくく安定した作業が行なえます。

使用イメージ

パーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に

使用イメージ

パーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に
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　　　  （#400）
　　　  （#800）
　　　  （#1200）

　　　  （#600）
　　　  （#1000）

　　　　（#400）
　　　　（#1000）
HT-651 HT-652 HT-653

HT-654
　　　　（#600）
　　　　（#1200）

　　　　（#800）
HT-655

切れてるヤスリ 各種
各440円

あらかじめ適度な大きさにカットされた紙ヤスリです。
サイズ：75mm×20mm　セット内容：50枚入（およそA4大のボリュームです）

HT-326HGキサゲナイフ【三角刃】  1,738円
プラスチックモデルやレジンパーツのバリ取りやパーティングラインの処理など、整形・加工に
便利なキサゲナイフです。刃先は三角形になっており、それぞれのエッジを使って切削が可能。
囲われた場所や奥まった部分の作業にも便利です。先端部が細く、ピンポイントで作業しやすい
形状となっています。※本製品は切断工具ではありません。
製品素材：本体 / グリップ：アルミ / 刃先：HSS

パーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に

ヤスリスティック本体は、芯になる中央部には硬質ベースを、その上下を
軟質ベースではさんだ3層構造とし、両面に紙やすりをセットしました。
ヤスリスティック本体はお好みの形に切り出すことができ、作業場所にあわ
せた形状に加工することができます。

HT-611 HT-612

HT-613 HT-614

HT-615

ヤスリスティックSOFT 各種
各495円

　　　  （#400）
　　　  （#800）
　　　  （#1200）

　　　  （#600）
　　　  （#1000）

HT-626 HT-627

HT-628 HT-629

　　　  （#400）
　　　  （#800）
　　　  （#1200）

　　　  （#600）
　　　  （#1000）

　　　  （#400）
　　　  （#800）
　　　  （#1200）

　　　  （#600）
　　　  （#1000）

HT-632

HT-634

HT-630

ヤスリスティックHARD2 細型 各種
各495円

HT-631

HT-633

HT-635

ヤスリスティックHARD4 先細型 各種
各495円

　　　  （#400）
　　　  （#800）
　　　  （#1200）

　　　  （#400）
　　　  （#1000）

HT-621 HT-622

HT-623 HT-624

HT-625

ヤスリスティックHARD 各種
各495円

HT-616 HT-617

HT-618 HT-619

HT-620

ヤスリスティックSOFT2 細型 各種
各495円

ヤスリスティックSOFT

硬質ベースの本体がエッジ処理に
役立つ!
本体は、芯となる中央部を硬質ベースの2層構
造としており、シャープさを必要とするエッジ処
理に役立つ仕様となっています。

※ヤスリスティックHARDは全体が硬質な素材
でできているため、お好みの形に切り出すことは
おすすめできません。

ヤスリスティックHARD

紙ヤスリ（裏面も）

硬質ベース
軟質ベース カットOK!

紙ヤスリ（裏面も）

硬質ベース（2層構造）

ヤスリスティック フィニッシュ 細型
495円 HT-602

ヤスリスティック フィニッシュ
495円 HT-601

サイズ：175mm
セット内容：3枚入

サイズ：175mm×28mm
セット内容：3枚入

サイズ：178mm×30mm
セット内容：3枚入

サイズ：85mm×10mm
セット内容：10枚入

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と
色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ：85mm　セット内容：10枚入

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と
色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ：85mm×10mm　セット内容：10枚入

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と
色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ：85mm×10mm　セット内容：10枚入

整形に役立つ板状のヤスリがけツール!

緑色の面で表面の細かなキズを取り、白い面で磨いてツヤ出しが行えるヤス
リスティックです。本体は、芯になる中央部の硬質ベースを、軟質ベースで上
下に挟んだ３層構造。

ヤスリスティック フィニッシュ

●２タイプの研磨シートで質感の異なる表面処理が可能
グリーン面：細かなキズを消し、半光沢仕上げ
ホワイト面：表面をなめらかに仕上げ、つやを出す

硬質ベース
軟質ベース カットOK!

適度な柔軟性で、やすりがけ作業の仕上げや
表面のつや出しに使える便利ツール！

使用イメージ

刃先断面図

削
る
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パーツの隙間に刃先を差し込みます。パーツの隙間に刃先を差し込みます。

大きく隙間をつくったら手ではずします。大きく隙間をつくったら手ではずします。

使用イメージ

HGはさみ型ピンセット
1,738円 HT-259

はさみ感覚でパーツを上下から挟んで保持
できる工具。
細長く適度にカーブさせた本体で、奥まった
ところの作業などに便利です。
くわえ部は、はさむ部品をキズつけにくいギ
ザなしのフラットタイプ。

極細ニードル形状ピンセット（4本組）
1,320円 HT-202

セット内容：
ストレートタイプ（ロング） / ツル首タイプ
ストレートタイプ / フラットタイプ
各1本入り
４種の異なる形状で様々な精密作業に使えます。
フラットタイプのみ、先端がヘラ状でデカールや
シールなどを掴むのに適した形状になっています。

HT-506 ブラック／ HT-507 オレンジ／ HT-508 ブルー
フレックスヤスリホルダーセット 各種　各1,628円

プラスチックモデルの研磨や、パテ、レジン等の整形に役立つヤスリシートと
ホルダーのセット。ヤスリにテンションをかけることで、さまざまな曲面やRに
対してフレキシブルに作業が行えます。ホルダーは、大小2種類のサイズを
セット。パーツや整形部分の大きさなどにあわせて使い分けが可能。
セット内容・フレックスヤスリホルダー（大）、（小） 各1個
　　　　 ・ヤスリシート（400/600/800/1000/1500番） 各1枚

フレックスヤスリホルダー専用
替ヤスリシート
1,078円 HT-509

サイズ：約200×60mm
400/600/800/1000/1500番 各１枚入り
フレックスヤスリホルダー専用の替ヤスリシー
トセットです。製品に付属のヤスリシートが消
耗した際に、交換して使用します。

ハンディクリーナー
1,320円 HT-212

模型製作時に出る小さいクズなどの後片付けに便
利な小型卓上掃除機。電池式により、いつでもど
こでもお使いいただけます。フィルターは水洗い
でき、繰り返し使用可能。 
電源：単三型乾電池２本（別売）

※充電式電池は使用しないでください。
サイズ：幅110×奥行90×高さ70mm
重量：145g（電池含まず）　定格使用時間：10分

デカールトレイ
638円 HT-201

二重構造式のトレイにより、複数枚のデカール
を同時に水から引き上げることができます。
小サイズのデカールを貼る時に役立つヘラ
が付属。

HT-288
HG目盛り付きロングノーズプライヤー
1,848円
「HGロングノーズプライヤー」のくわえ部1ヵ所にレーザーで目盛りをセットしたリニューアル品です。
金属線を挟んで曲げて作る“コの字型の部品”を同じサイズで量産する時などの目印になります。奥まった
場所への金属線の差し込みなど、細かな部品に強めの力をかける必要がある場合などに便利にお使い
いただけます。くわえ部はギザなしのフラットな形状。

（ご注意）
目盛りはくわえ部の幅サイズを表すものではございません。加工する際の位置の目安としてお使いください。

使用イメージ

同じサイズで“コの字型の部品”を量産する目印に！同じサイズで“コの字型の部品”を量産する目印に！

HT-196パーツ・オープナー 　418円
スナップフィットタイプのプラスチックモデルの製作において、間違えてはめ込んでしまった
パーツをこじ開けるのに最適な工具です。

HT-536

HGスーパーフラット
ロングノーズプライヤー
3,850円
ウス板系材料の折り曲げ加工など工作に便利
なプライヤーです。
ピッタリとじるプライヤー先端はギザなしのフ
ラット形状で、加工する材料をいためにくい。
製品素材　本体：炭素鋼／グリップ：PVC

HT-077

HG逆作動ピンセット【ストレートタイプ】
７４８円
細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動
タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けな
くてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾
くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手
などに便利です。
本体サイズ（長さ）：約118mm
先端の開き幅：約13mm ※参考値

細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動
タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けな
くてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾
くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手
などに便利です。
本体サイズ（長さ）：約118mm
先端の開き幅：約13mm ※参考値

HT-078

HG逆作動ピンセット【ツル首タイプ】
７４８円

そ
の
他
工
具

削
る

14

WAVE Tools&Material Catalog 2022-2023

※価格はすべて税込です。



HGミニバイス
935円 HT-370

模型製作用の小型バイス。底面がゴム製の吸盤
となっており、作業台へワンタッチで固定が可
能。
付属のスポンジシールをホルダー表面に貼り
付ければ、表面が滑りにくくなり作業物の固定
に便利です。

HT-199HG LEDクリップライト（2個セット）  1,078円
工具などに取り付けて、手元照明を追加することのできる小型の白色LEDライトです。
本体に付属のクリップによって、軸径3～8mmの丸棒状の工具にワンタッチで取付けが可能。
クリップと本体裏側の凹モールドで工具を挟むように取付けて使用ます。

■使用電池：LR41（1.5V）3個（製品1個あたり）　■連続点灯時間：約7時間（参考値）

※本製品に「HGラチェット式精密ドライバー」は付属しません。※本製品に「HGラチェット式精密ドライバー」は付属しません。

ルーペスタンド［LEDライト付］ USB給電タイプ　9,680円 HT-068

USB給電式のLEDライトをセットしたルーペスタンド。
精密作業に役立つルーペに手元照明用の白色LEDラ
イト（14灯）をセットしたスタンドです。ルーペ拡大率：3
倍（直径90mm）。フレキシブルアームは自由に可動
し、細かなパーツの組立てや、微細な部分の彩色など
模型製作の様々な作業に役立ちます。
本体サイズ：約250×180×260mm
対応電源
①USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A（両タイプ使用可）
②単4型アルカリ乾電池 2本
※充電式電池は使用できません。
※本製品にACアダプターは付属しておりません。市販の　
　USB接続が可能なACアダプターを別途ご用意ください。

USB充電式 コードレスルーター　10,780円 HT-205

プラスチック製組立モデルのパーツの切削や研磨に便利なコードレスタイプの小型電動ルーター。 
後部のメインスイッチに加え、先端側には手元スイッチがセットされており、ルーターの回転をレス
ポンスよくコントロールすることが可能。
先端のスクロールチャックと、本体のロックボタンを組み合わせて使用することで特別な工具なし
で先端ビットの交換がスムーズに行えます。 

本体重量：約105ｇ　　連続使用時間：15分（推奨）

ハンディルーター Mk.1（USB給電タイプ）　9,680円 HT-200

模型制作における切削・研磨作業に便利な電動工具「ルーター」のセット。電源はUSB給電タイプで、
市販のACアダプター（別売）やパソコンのUSBポートに接続して使用することが可能。

対応電源：USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A（推奨2.0A）　 モーター出力：10W
回転数：3,000～12,000（回/分）　 対応ビットサイズ：軸径0.3～3.0mm
付属品：先端ビット10本/プラスチックケース

先端ビット
①円錐形スチールカッター　②円筒形スチールカッター　③1.0㎜ツイストドリル　　　　　　 
④球体ダイヤモンドビット　⑤針形ダイヤモンドビット　⑥砲弾形ダイヤモンドビット
⑦楕円形砥石ビット　⑧円筒形砥石ビット　⑨真ちゅうブラシビット　⑩豚毛ブラシビット

HGラチェット式精密ドライバー
1,320円 HT-195

組立や分解などに使用するラチェット式精密
ドライバーのセット。豊富なビットであらゆる
工作に対応しています。
シャフトは120mm～170mmまで伸縮可能。

付属品：各種ビット

HT-198
HGマイクロラチェット Mini 4
1,518円
電動式小型カーモデルの組立やメンテナンス、電動
模型の工作に便利なラチェットハンドルのセットです。
作業にあわせて付け替え可能な4タイプ(計6個)の
ビットが付属。ビットの着脱はマグネットによりスムー
ズに行えます。ラチェットの回転方向はワンタッチで
切り替えが可能。

付属品：ミニビット4種 計6個（PH 0／1／マイナス3.0
　　　 ／六角レンチ1.5／六角ソケット 4.2／4.5）
　　　 ビットホルダー

HGツールバッグ（3ポケット）
968円 HT-369

模型用工具を収納できる軽くて丈夫なツール
バッグです。工具を入れやすい3個のポケッ
ト付き。1ポケットあたりの収納サイズ：約
200×30（mm）ポケットをまたぐ様に使え
ば、プライヤーなども収納可能。収納品内容
を記入できるネームスペース付き。

HGマルチアングルバイス
6,380円
バイス本体下部はボールジョイントで360度フリー
回転、マルチ方向に２０度傾斜することができ、お好
みの角度で作業可能。バイス口金は作業物にあわ
せて２種類が付属。

サイズ（mm）：約60（縦）×120（横）×175（高さ）
※25ｍｍ厚作業台取付け時

本体重量：約510ｇ

バイス口金サイズ（ｍｍ）：
約27（開き幅）×60（幅）×10（深さ）

取付け可能な作業台の厚み（最大）：約25ｍｍ
製品素材（バイス本体）：アルミ合金

（ご注意）バイス口金の交換には市販の2ｍｍ六角
レンチを別途ご用意ください。本製品はクランプで
作業台に固定して使用するものです。卓上に置い
ての作業には適しません。

HT-210

使用イメージ

USB給電タイプの小型の電動ルーター。先端ビットが10本付属。
（ご注意） ＡＣアダプターは付属しておりません。

ご家庭のコンセントで使用する場合は、USB接続が
可能なACアダプター（別売）が必要です。
●対応ＡＣアダプター：
ＤＣ５Ｖ、1.0／2.0Ａの両タイプ使用可（2.0A推奨）

ご家庭のコンセントで使用する
場合は、USB接続が可能なAC
アダプター（別売）が必要です。

●対応ＡＣアダプター：ＤＣ５Ｖ、
1.0／2.0Ａの両タイプ使用可
（2.0A推奨）

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾
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内容量：10g

瞬間エポキシ接着剤
495円 OM-021

瞬
間
接
着
剤
の
硬
化
を
促
進
さ
せ
る
ス
プ
レ
ー
で
す
。

小
さ
い
面
同
士
の
接
着
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
モ
デ
ル
の

ヒ
ケ
埋
め
な
ど
に
便
利
で
す
。

瞬着硬化スプレー  715円 OM-001

内容量：17ml 内容量：180ml

瞬
間
接
着
剤
の
硬
化
を
促
進
さ
せ
る
ス
プ
レ
ー
で
す
。

使
用
頻
度
の
高
さ
を
考
慮
し
た
、容
量
は
多
く
、

ニ
オ
イ
は
少
な
い
低
臭
タ
イ
プ
で
す
。

瞬着硬化スプレー 徳用【低臭タイプ】
1,760円 OM-002

瞬
間
接
着
剤
の
先
端
部
に
取
り
付
け
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
ノ

ズ
ル
。細
部
へ
の
接
着
剤
の
流
し
込
み
等
に
便
利
で
す
。先
端

が
硬
ま
っ
た
ら
カ
ッ
タ
ー
等
で
切
断
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

K・ノズル
220円 OP-081

瞬間接着剤×3S 低粘速硬
495円 OM-016

製品の劣化を避けるために使い切りタイプに
小分けしたスグレもの。流し込みの接着に適し
たサラサラタイプで、接着スピードが速い超速
硬化タイプです。
内容量：2g×3本入
付属品：マイクロノズル2本

瞬間接着剤×3G 高強度
495円 OM-014

製品の劣化を避けるため、使い切り用に小分
けしたスグレもの。通常の約２倍の引っ張りせ
ん断強度を持つ「高強度」タイプです。
内容量：2g×3本入
付属品：マイクロノズル2本

瞬間接着剤×3L 低白化
594円 OM-015

クリアーパーツ等の接着に便利な低白化タイ
プの接着剤です。低粘度の為、流し込みの接
着にも最適です。瞬間接着剤特有の刺激臭も
軽減されています。
内容量：2g×3本入
付属品：マイクロノズル2本

USB充電式 コードレス丸ノコ　8,250円 HT-204

プラスチック製組立モデルに使用する小径の真ちゅうパイプやプラスチック製棒材の切断に便利
な小型電動丸ノコ。 
本体には材料固定クリップがセットされ、加工する材料をしっかりと固定することが可能。（固定可
能サイズ：直径3.5mmまで）また、カットサイズの目安になる目盛も彫刻されておりカット作業の
際に便利です。
本体重量：約155g　　連続使用時間：15分（推奨）

瞬間接着剤　高切削・ジェルタイプ【透明】  715円 OM-017

粘度が高く、塗布した接着剤がタレにくいジェル状。
プラスチックモデル、ガレージキットなどの各部接着の他、ヒケやピンホール、スジ彫りな
どの充てん、合わせ目消しなどに便利です。
盛り付け、充てん時は、「瞬着硬化スプレー（別売）」を併せてご使用してください。
内容量：5g

USB充電式 コードレスポリッシャー　7,150円 HT-203

プラスチック製組立モデルのパーツや自作パーツの表面の磨き加工に便利な小型電動ポリッシャー。 
先端ヘッドは4種類をセットしました。また、作動スピードも2段階に切り替えが可能で作業内容にあ
わせて選択が可能。 

本体重量:約85g 
連続使用時間:15分(推奨)

黒い瞬間接着剤（高粘度タイプ）
1,485円 OM-122

視
認
性
の
高
い
黒
色
で
作
業
効
率
が
向
上
し
ま
す
。

ヒ
ケ
や
ピ
ン
ホ
ー
ル
、ス
ジ
彫
り
な
ど
に
充
て
ん
し
、

従
来
の
ラ
ッ
カ
ー
パ
テ
の
よ
う
な
使
い
方
が
で
き
ま
す
。

内容量：20g
付属品：マイクロノズル3本

使用イメージ

透明で粘度が高く、塗布した接着剤が
タレにくいジェル状 
透明で粘度が高く、塗布した接着剤が
タレにくいジェル状 硬化後にナイフやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ硬化後にナイフやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ

透明で硬化後にカッターやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ

電
動
工
具

接
着
剤
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プラリシート PS-K1
2,178円 WKS-077

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ! 化学
結合で約5分で硬化し、強力補修できます。
シートはハサミなどで簡単にカットすることがで
きます。重ねて貼り付けることでさらに強力にな
ります。
内容量：
シートサイズ 100×150（mm）　/　液 10ml

粉と液を必要量だけ混ぜて使う２種混合
タイプの造形補修剤です。割れたり、欠け
たりした部分の再生などに適しています。

【対象素材】
・プラスチック素材各種
ABS／ PS／ AS／ PMMA／ PVC／ PC／
ASA／AES：○
（MF／PU／EP：▲※種類によります。）
・その他材料
FRP／バルサ材／アルミ／石／コンクリート：○

・接着できないもの
PE／PP／PTFE／PA／エンプラ系樹脂など：×

プラリペア

プラリペア PL-16  各1,760円
　　　　 （黒）　　 　　　　  （白）
　　　　 （透明）　 　　　　  （赤）
　　　　 （青）　　 　　　　  （黄）

WKS-071 WKS-072

WKS-076

WKS-073 WKS-074

WKS-075

内容量：粉 5g　/　液 10ml

プラリペア PL-80  各5,280円

内容量：粉 30g　/　液 50ml

プラ=シート【ホワイト】 各種  各418円

繊細な工作に適したプラスチック製の極薄シート。
サイズ：B5 (182mm×257mm)
セット内容：2枚入（共通）
製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　  （0.1㎜）　　　　  （0.2㎜）OM-281 OM-282

パテスティックセット
385円 OM-101

ポリパテやエポキシ接着剤を混ぜる際に役
立つスティックとパレットのセット。スティッ
クは５種類の異なる形状のものが付属。
軟質樹脂製なので、硬化した付着物をはが
すのも簡単です。

ミリプット・エポキシパテ
968円 OM-033

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、
補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世
界的ブランド『ミリプット』をお求めやすい価格で販
売しております。
内容量：113g

硬化色
イメージ

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、
補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世
界的ブランド『ミリプット』をお求めやすい価格で販
売しております。　通常のミリプットより、きめの細
かい仕上がりが望める『グレードＳ』タイプです。
内容量：113g

ミリプット・エポキシパテ・グレードS
1,518円 OM-034

硬化色
イメージ

ウェーブ・エポキシパテ［軽量タイプ］
1,078円 OM-091

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、
補修に便利な粘土状パテです。ミリプットタイプに
比べ、重さは約半分になります。切削性も優れてい
るので大量に使用する原型などの造形にも適して
います。
内容量：60g

硬化色
イメージ

ウェーブ・エポキシパテ［軽量グレータイプ］
1,078円 OM-092

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、
補修に便利な粘土状パテです。【OM091】と同等
の性能で、硬化後の色は形状確認しやすいグレー
です。
内容量：60g

硬化色
イメージ

パテ革命 モリモリ（120g）
1,078円 WKS-012

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適
な模型製作用ポリエステルパテです。プラス
チックモデルやガレージキットの改造、補修な
ど、より頻度の高い方向けのサイズ。
付属品：モリモリ専用硬化剤

パテ革命 モリモリ（40g）
638円 WKS-011

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適
な模型製作用ポリエステルパテです。製品の
劣化を避けるため、使い切りやすいサイズ。
付属品：モリモリ専用硬化剤

硬化色
イメージ

パテ革命 モリモリ （1㎏）
4,180円 WKS-213

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適な模型製
作用ポリエステルパテです。フィギュアやメカなどをス
クラッチしたり、大量に使われる方向けのお徳サイズ。
付属品：モリモリ専用硬化剤

パテ革命 モリモリ 硬化剤
1,650円
「パテ革命 モリモリ」各種に使える専用硬化剤です。
内容量：20g

WKS-219

　　　　 （黒）　　 　　　　  （白）
　　　　 （透明）
WKS-081 WKS-082

WKS-083

ディテールがわかりやすいグレーの成型色。 サイズ：B5（182㎜×257㎜）　
セット内容：2枚入（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

プラ＝プレート【グレー】各種 各418円
　　　  （0.3㎜）OM-201 　　　  （0.5㎜）OM-202 　　　  （0.8㎜）OM-204

　　　  （1.0㎜）OM-203

パ
テ
系
材
料

プ
ラ
材
料
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プラ＝パイプ【グレー】各種  各385円

［肉薄］厚さ：0.4mm ［肉厚］厚さ：0.9mm

模型工作や改造、ディテールアップや自作パーツの製作に使えるプラスチック製パイプ。
一般的なプラスチックモデルと同様のプラスチック用接着剤、塗料の使用が可能です。
全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（外径3.0㎜・5本入）
　　　　（外径4.0㎜・5本入）
　　　　（外径5.0㎜・5本入）
　　　　（外径6.0㎜・5本入）
　　　　（外径7.0㎜・4本入）
　　　　（外径8.0㎜・3本入）
　　　　（外径3.5㎜・5本入）
　　　　（外径4.5㎜・5本入）
　　　　（外径5.5㎜・5本入）
　　　　（外径6.5㎜・5本入）
　　　　（外径7.5㎜・4本入）OM-235

OM-234

OM-233

OM-232

OM-231

OM-226

OM-225

OM-224

OM-223

OM-222

OM-221 　　　　（外径3.0㎜・5本入）
　　　　（外径4.0㎜・5本入）
　　　　（外径5.0㎜・5本入）
　　　　（外径6.0㎜・5本入）
　　　　（外径7.0㎜・4本入）
　　　　（外径8.0㎜・3本入）
　　　　（外径3.5㎜・5本入）
　　　　（外径4.5㎜・5本入）
　　　　（外径5.5㎜・5本入）
　　　　（外径6.5㎜・5本入）
　　　　（外径7.5㎜・4本入）OM-255

OM-254

OM-253

OM-252

OM-251

OM-246

OM-245

OM-244

OM-243

OM-242

OM-241

肉薄パ
イ
プ

（厚さ：0.4㎜）
肉厚パ

イ
プ

（厚さ：0.9㎜）

それぞれのパイプはピッタリと差し込み、接続が可能!

プラ＝丸棒【グレー】各種  各385円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（直径1.0㎜・8本入）　　　　  （直径2.0㎜・6本入）
　　　　（直径3.0㎜・6本入）　　　　  （直径4.0㎜・4本入）
　　　　（直径5.0㎜・4本入）OM-265

OM-263

OM-261

OM-264

OM-262

プラ＝材料【グレー】角棒　 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（A 1.0㎜・8本入）　　　　　（A 2.0㎜・6本入）
　　　　（A 3.0㎜・6本入）　　　　　（A 4.0㎜・4本入）
　　　　（A 5.0㎜・4本入）OM-345

OM-343

OM-341

OM-344

OM-342

A

表面に印刷された目盛をガイドとして使用できる切断作業に便利なプラスチック板です。
目盛は片面にのみ印刷されています。
※本製品の目盛は目安としてご使用ください。 厳密な精度を必要とする工作の場合は、
状況にあわせて適切な測定工具をご使用ください。

プラ＝プレート【グレー】目盛付き 各種  各528円

サイズ：B5（182mm×257mm）　セット内容：2枚入（共通）

【目盛印刷色：ホワイト】
　　　（0.3㎜）OM-301 　　　（0.5㎜）OM-302 　　　（0.8㎜）OM-304 　　　（1.0㎜）OM-303

【目盛印刷色：ブルー】
　　　（0.3㎜）OM-306 　　　（0.5㎜）OM-307 　　　（0.8㎜）OM-309 　　　（1.0㎜）OM-308

製品表面の目盛をガイドにして、
各パーツの形状を書き込みます。
製品表面の目盛をガイドにして、
各パーツの形状を書き込みます。

各パーツが切り出されました。各パーツが切り出されました。

各部の補強には弊社製品“プラ＝材料【グレー】”を
おすすめします。
各部の補強には弊社製品“プラ＝材料【グレー】”を
おすすめします。

自作パーツの表面を美しく仕上げるためには、＃８００前後の
紙やすりなどで目盛を軽く削り取ってください。
弊社製品“ヤスリスティック”シリーズなら、番手や形状の
バリエーションが豊富でさまざまな工作に対応できます。

自作パーツの表面を美しく仕上げるためには、＃８００前後の
紙やすりなどで目盛を軽く削り取ってください。
弊社製品“ヤスリスティック”シリーズなら、番手や形状の
バリエーションが豊富でさまざまな工作に対応できます。

各パーツを組立てます。製品材質は一般的な
プラスチック製ですので、市販のプラスチック用接着剤や
瞬間接着剤などが使えます。

各パーツを組立てます。製品材質は一般的な
プラスチック製ですので、市販のプラスチック用接着剤や
瞬間接着剤などが使えます。

目盛や書き込み線を参考にして、
ナイフなどで各パーツを切り出します。
目盛や書き込み線を参考にして、
ナイフなどで各パーツを切り出します。

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

プ
ラ
材
料
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A

AA

A B

A

AL・ライン 各種  各220円

プラスチックモデルのディテールアップや、ガレージキットの接続部分に使用できるアルミ線です。金属線
のなかでは比較的やわらかいので、曲げ・加工などが行いやすいのが特徴です。 長さ：150mm

　　　  （直径0.8㎜ 5本入）　　　    （直径1.0㎜ 5本入）
　　　  （直径1.5㎜ 3本入）　　　　 （直径2.0㎜ 3本入）OP-363

OP-361

OP-364

OP-362

C・ライン 各種  各220円

ロボットやフィギュアなどの接合部の補強に使用できる真ちゅう線です。
その他、アンテナや手すり、自作ヒンジの軸など様々な用途にも使えます。

No.1　　　　（直径0.3㎜・6本入）　No.2　　　　（直径0.5㎜・6本入） 
No.3　　　　（直径0.8㎜・5本入）　No.4　　　　（直径1.0㎜・5本入） 
No.5　　　　（直径1.5㎜・3本入）　No.6　　　　（直径2.0㎜・3本入） 

OP-052OP-051

OP-054OP-053

OP-056OP-055

プラ＝材料【グレー】テーパー丸棒 各種
各418円

全長：100ｍｍ（共通）
製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（1.0→3.0㎜・10本入）
　　　　（2.0→4.0㎜・8本入）
　　　　（3.0→5.0㎜・8本入）
　　　　（4.0→6.0㎜・6本入）
　　　　（5.0→7.0㎜・6本入）

OM-333

OM-334

OM-335

OM-332

OM-331

〈サイズ表〉※各サイズはすべて㎜です。
A 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
B 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

本 本 本本8本10 8 6 61セット本数

プラ＝材料【グレー】六角棒 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（A 1.0㎜・8本入）　　　　　（A 2.0㎜・6本入）
　　　　（A 3.0㎜・6本入）　　　　　（A 4.0㎜・4本入）
　　　　（A 5.0㎜・4本入）OM-375

OM-373

OM-371

OM-374

OM-372

プラ＝材料【グレー】１/４丸棒 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（A 1.0㎜・8本入）　　　　　（A 2.0㎜・6本入）
　　　　（A 3.0㎜・6本入）　　　　　（A 4.0㎜・4本入）
　　　　（A 5.0㎜・4本入）OM-325

OM-323

OM-321

OM-324

OM-322

プラ＝材料【グレー】半丸棒 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　   （A 1.0㎜・8本入）　　　　　（A 2.0㎜・6本入）
　　　　（A 3.0㎜・6本入）　　　　　（A 4.0㎜・4本入）
　　　　（A 5.0㎜・4本入）OM-315

OM-313

OM-311

OM-314

OM-312

プラ＝材料【グレー】三角棒 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

　　　　（A 1.0㎜・8本入）　　　　　（A 2.0㎜・6本入）
　　　　（A 3.0㎜・6本入）　　　　　（A 4.0㎜・4本入）
　　　　（A 5.0㎜・4本入）OM-355

OM-353

OM-351

OM-354

OM-352

OM-365

OM-363

OM-361　　　　（A1.0㎜ B2.0㎜・8本入）　　　　　（A2.0㎜ B4.0㎜・6本入）
　　　　（A3.0㎜ B6.0㎜・6本入）　　　　　（A4.0㎜ B8.0㎜・4本入）
　　　　（A5.0㎜ B10.0㎜・4本入）

プラ＝材料【グレー】三角棒② 各種  各418円

全長：250ｍｍ（共通）　製品本体：スチロール樹脂/PS

OM-364

OM-362

プ
ラ
材
料
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ベーシックなデザインの
丸型エッチングパーツ

ゲートレスタイプで、手間のかかる切り出し作業
が不要。ピンセット等でつまんでフィルムから
取り外し、そのまま接着するだけで手軽にディ
テールアップ工作が行えます。
汎用性の高い基本的な丸型デザイン。パーツ
の接着の際は、瞬間接着剤やエポキシ接着剤
などをご使用ください。

製品素材：ステンレス（非磁性タイプ）
外径：2～6mm（0.5mm刻み）の計9サイズをセット
厚さ：0.2mm
1製品あたり、計145パーツ入り

ベーシックエッチング・丸 各種
各858円
　　　  丸①　　　　　　丸②
　　　  丸③　　　　　　丸④
OF-071 OF-072

OF-073 OF-074

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポ
リウレタン樹脂です。 硬化前のスムーズな流動
性と硬化後の切削性の良さで信頼性の高いア
イテムです。
内容量：A液 1kg／B液1kg 色：アイボリー

レジンキャストEX 2㎏
キシレンタイプ アイボリー  
3,828円 OM-151

硬化色
イメージ

レジンキャストEX 2㎏
ノンキシレンタイプ アイボリー  
3,828円 OM-152

硬化色
イメージ

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポ
リウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、
刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。流動性や
硬化後の切削性の良さも十分です。
内容量：A液 1kg／B液1kg　色：アイボリー
（OM151より薄いアイボリーです）

型想い
990円 WKS-051

お湯で温め、柔らかいうちに原型に押しつけるだ
けで型取りができます。冷水等で冷やせば元の
硬さに戻り、繰り返しお使いいただけます。ちょっ
とした複製をしたい時などに便利です。

A・スプリング 各種  各132円　

キャラクターモデルや自動車などのディテールアップに使用できるパイプスプリングです。
パーツの接続からディテール表現まで､おなじみのモデラー必携アイテムです。 
長さ：150mm（共通）

No.1　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 1.0㎜）　No.1.5　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 1.5㎜）
No.2　　　　 （線径 0.3㎜ 外径 2.0㎜）　No.2.5　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 2.5㎜） 
No.3　　　　 （線径 0.4㎜ 外径 3.0㎜）　No.4 　　　　 （線径 0.4㎜ 外径 4.0㎜）  

OP-011 OP-016

OP-012 OP-017

OP-013 OP-014

No.1　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 1.0㎜）　No.1.5　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 1.5㎜）
No.2　　　　 （線径 0.3㎜ 外径 2.0㎜）　No.2.5　　　　 （線径 0.2㎜ 外径 2.5㎜） 
No.3　　　　 （線径 0.4㎜ 外径 3.0㎜）　No.4 　　　　 （線径 0.4㎜ 外径 4.0㎜）  

A・スプリング ブラック 各種  各264円　

キャラクターモデルのディテールアップ等に使用できる鉄製のパイプスプリングです。表面をブ
ラックに仕上げて実感を高めました。スプリング本体に【AL・ライン】などを通すと、お好みの形
状にカーブさせることができます。  長さ：150mm（共通）

OP-551 OP-556

OP-552 OP-557

OP-553 OP-554

ウェーブ・シリコーンゴム1kg 
4,378円 OM-143

自作のパーツや造形物を複製する際に、型を作るた
めのシリコーンゴムです。程よい流動性と作業性の
良さで、初心者の方からプロモデラーまで幅広い支
持を得ている定番品です。
内容量：主剤 1kg／硬化剤 10g

硬化色
イメージ

ウェーブ・シリコーンゴム用硬化剤
418円 OM-142 内容量：10g

NEW C・パイプ【細】各種 
各495円

全長：約130mm　セット内容：2本（共通）

　　     （外径0.3㎜） 　  　   （外径0.4㎜）
　　     （外径0.5㎜） 　  　   （外径0.6㎜）
　　     （外径0.8㎜） 　  　   （外径1.0㎜）

OP-561 OP-562

OP-563 OP-564

OP-565 OP-566

　　　　（外径1.1㎜） 　　　　（外径1.3㎜）
　　　　（外径1.5㎜） 　　　　（外径1.6㎜）
　　　　（外径1.8㎜） 　　　　（外径2.0㎜）
　　　　（外径2.1㎜） 　　　　（外径2.3㎜）
　　　　（外径2.5㎜） 　　　　（外径2.6㎜）
　　　　（外径2.8㎜） 　　　　（外径3.0㎜） 

OP-571

OP-573

OP-575

NEW C・パイプ 各種  各495円

全長：約130mm　セット内容：2本（共通）

OP-572

OP-574

OP-578

OP-576

OP-577

OP-579 OP-580

OP-582OP-581

NEW C・パイプ【4本組】各種  各715円

プラスチックモデルのディテールアップなどに使用できる真ちゅう製パイプです。
それぞれの外径／内径のサイズをあわせると、接続することができます。

　　　  【Aセット】（外径1.1㎜／1.6㎜／2.1㎜／2.6㎜ 各1本）
　　　  【Bセット】（外径1.3㎜／1.8㎜／2.3㎜／2.8㎜ 各1本）
　　　  【Cセット】（外径1.5㎜／2.0㎜／2.5㎜／3.0㎜ 各1本）OP-588

OP-587

OP-586

❶ ❷

❸ ❹
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ポリノズル レジンキャスト用（2個セット）
440円 OM-161

レジンキャストEXの缶などに取り付ける注ぎ口
です。本体は溶剤・化学製品への耐久性が高い
ポリエチレン製。蛇腹部分を自由に折曲げ、注ぎ
やすい角度に調整できます。
※長期間保管する場合は、缶に付属している専
用蓋で密閉してください。

レジンキャストEX 2㎏
ノンキシレンタイプ グレー
3,828円 OM-154

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用
ポリウレタン樹脂です。従来の製品にくらべ
て、刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。硬化
後は、表面やモールドの状態、気泡の有無が確
認しやすいグレーになります。
内容量：A液 1kg／B液1kg  色：グレー

硬化色
イメージ

レジンキャストEX 2㎏
ノンキシレン アイボリー 180秒タイプ
3,828円 OM-155

従来の製品に比べて硬化開始までの時間を長
くしており、初心者の方や真空注型機等で作
業する場合も使いやすくなっています。刺激臭
の少ないノンキシレンタイプ。
内容量：A液 1kg／B液1kg 色：アイボリー
（OM151より薄いアイボリーです）

硬化色
イメージ

レジンキャストEX 2㎏ 
ノンキシレンタイプ ホワイト  
4,378円 OM-153

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリ
ウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、刺激
臭の少ないノンキシレンタイプ。硬質感と清潔感
を兼ね備えた「白」はサフレス塗装の下地としてオ
ススメです。
内容量：A液 1kg／B液1kg  色：ホワイト

硬化色
イメージ

内容量：200ml
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ウェーブ・離型剤スプレー
【シリコーン系・ノンフロンタイプ】
1,628円 OM-172

ランナー用タグシール（3枚入）
385円 OF-010

プラスチックモデルのランナーに貼って、ラン
ナー記号を分かりやすくするためのシール。製
品には使用頻度が高い「A～G、ポリ部品」の表
示が印刷してあります。
それ以外の記号が必要な場合は、無地のタグ
シールに書き込んで使用できます。

さびてんねん
1,408円 WKC-011

｢さびてんねん｣は、塗るだけで簡単に本物の赤
さびを作れる塗料です。プラスチック、木、紙な
どが、まるで金属が錆びたように表現できます。

内容量：A液（主液）60g／B液（発色液）35g

こすって銀Sun
1,650円 WKC-021

黒く塗装した面を「魔法の黒い粉」で磨けばメッ
キのようなメタリックに変わっていきます。毒性
はありませんので、安心してご使用いただけま
す。
セット内容：魔法の黒い粉（15ｇ）／ 脱脂綿 ／ 
簡易手袋 ／ 使い捨てマスク

NEWクリアデカール
1,320円 OF-003

アルプス電気のマイクロドライ・プリンタ（溶融型熱転
写方式）を使えば、パソコンで自作した図版データを
デカールとして印刷することが可能です。
サイズ：B5（182mm×257mm）　5枚入
推奨プリンタ：アルプス電気「マイクロドライプリンタ」
MDシリーズ（MD1000以降）
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。

水性・油性兼用塗料固化剤
418円 OM-067

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単
に固化する事ができ、廃棄する際に便利です。
筆を洗った水やうすめ液などにもお使いいただ
けます。
※油性塗料の場合は、本製品と一緒に水を混ぜて
使用します。

キャスティングウォール組立時内寸

パーツ複製のシリコーンゴム型製作に便利な
組立式の型枠のセット

キャスティングウォール
3,080円 CS-011

シリコーンゴム型の作成に便利な組
立式の型枠のセットです。
型枠ウォールの組合せ位置を変更す
ることで、作りたい型のサイズにあわ
せて型枠のサイズも調整が可能。
型枠ウォール自体が透明なので、流し
込んだシリコーンの状態の確認が簡
単です。
各パーツはＡＢＳ製で、繰り返しての
使用が可能。

※製品内容
型枠ウォールＡ　（４枚）
型枠ウォールＢ　（４枚）
スリットピン
専用スクレイパー

シリコーンゴム型用 ホールド＆ガイドダボピン 各種　各660円
CS-021

パーツ複製のシリコーンゴム型用の埋め込み式ダボピンです。両面型に埋め込んで使用することで、丈夫で
型ズレの少ないダボをつくることができます。 ホールドタイプは型締め（クランプ）の補助にもなるスグレモノ。 
シリコーン型内に適切に配置すれば、ゴムバンド等で軽くクランプするだけでちょうどよい型締めができます。
ガイドタイプは形状を3種類（だ円／十字／六角）セット。 特殊な形状となっており、型ズレを防止したい方向な
どにあわせて選択が可能です。 大きさの異なる3サイズを製品化。 型のサイズや埋め込む場所のスペース
にあわせて選択・組み合わせてお使いいただけます。
セット内容：ダボピン 16個入　・ホールドタイプ 4個　・ガイドタイプ（だ円／十字／六角） 各4個 
製品素材：ABS

L／ CS-022 M／ CS-023 S

油粘土に下穴をあけてから
ヘッド側をさし込みます。
油粘土に下穴をあけてから
ヘッド側をさし込みます。
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Ｔ・ケース【DL】ステージ 各種
各2,420円
ブラック
スケルトンブルー 

TC-071

TC-072

自慢のコレクションをホコリから守り、
見栄えよくディスプレイできるケース。
付属する3枚の透明な棚板は高さを
変えて、様々なモデルに対応できます。
ケース内の背面は、映り込みのきれい
な人気のミラーバック仕様。

サイズ（内寸）
幅148×高317×奥行100 (mm)

付属品：透明棚板3枚

Ｔ・ケース【DM】
1,540円 TC-051

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよく
ディスプレイできるケース。
1/8ドールやフィギュア、17～8㎝程度のキャ
ラクターモデルを飾るのに適しています。
背面部分は、ミラー仕上げ。
サイズ（内寸）
幅148×高235×奥行100 (mm)

Ｔ・ケース【DL】
1,980円 TC-041

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよく
ディスプレイできるケース。1/6ドールなど、大きい
サイズのモデルをディスプレイするのに便利です。
ドールやアクションフィギュアを固定するための
【Ｃ型クリップ】付き。背面部分は、ミラー仕上げ。
サイズ（内寸）：幅148×高317×奥行100 (mm)
付属品：ドール固定用Ｃ型クリップ

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディ
スプレイできるケース。台座が階段状になっており、
ミニフィギュアや小物などを飾るのに最適です。

サイズ（内寸）
幅280×高113×奥行150(mm)

サイズ（内寸）
幅280×高113×奥行150(mm)

サイズ（内寸）
幅280×高113×奥行150(mm)

Ｔ・ケース【L】ステージ
ブラック
1,980円

Ｔ・ケース【L】ステージ
ミルキーホワイト
1,980円

Ｔ・ケース【L】ステージ
スケルトンブルー
1,980円TC-031 TC-036TC-034

Ｔ・ケース
【L】ステージ 各種

［ステージ部分 サイズについて］

※内寸の詳細は、左図を参照してください。

50mm

50mm

50mm

15mm
15mm

サイズ（内寸）
幅145×高59×奥行76(mm)

サイズ（内寸）
幅227×高83×奥行118(mm)

サイズ（内寸）
幅280×高113×奥行150(mm)

Ｔ・ケース
【S】【M】【L】各種
ミラーバック

T・ケース【L】ミラーバック
2,145円

T・ケース【M】ミラーバック
1,595円

T・ケース【S】ミラーバック
1,430円 TC-064 TC-062 TC-061

ケース背面がミラー仕様となっており、背面と
なるマーキングなども美しく展示できます。

サイズ（内寸）
幅145×高59×奥行76(mm)

サイズ（内寸）
幅227×高83×奥行118(mm)

サイズ（内寸）
幅280×高113×奥行150(mm)

Ｔ・ケース
【S】【M】【L】各種

Ｔ・ケース【L】
1,980円

Ｔ・ケース【M】
1,540円

Ｔ・ケース【S】
1,320円 TC-162 OP-167 OP-166

模型やフィギュアなどの自慢のコレクションをホ
コリから守り、見栄えよくディスプレイできる
ケース。
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DB-101
フライングスタンド
528円

六角ベース（ホワイト）
825円

キャラクターモデルのディスプレイに最適な組
立て式スタンドです。様々なモデルに対応でき
るよう、2種類の取付け用のアタッチメントが
付属。支柱の角度は５段階の調整が可能です。
※製品の組立てにはプラスドライバーを使用
します。

TC-122

KF-022

キャラクターモデルやミニフィギュアなどが映
える白色のプラスチック製ディスプレイベー
ス。スペーサーの付け替えにより高さの調節が
可能。付属のジョイントパーツで六角ベース同
士を連結可能。
サイズ：約100ｍｍ（幅）×約30ｍｍ（高さ）
付属品：タイトル用フレーム / ジョイントパーツ

様々な用途に対応できる余裕の18cm（177mm）サイズのターンテーブル。回転スピードは「高速」、
「低速」の２段階調節が可能。テーブル表面は展示物を美しく飾るミラー仕様となっています。
サイズ：直径18cm（177mm）×高44mm　 電源：単二電池 2本（別売）　 作動時間：約10日 ※参考値
耐荷重：1.5kgまで　回転方向：反時計回り
回転数／分（無負荷）：低速時1.5回転/高速時2回転
回転数／分（負荷1.5kg）：低速時1.3回転／高速時1.5回転

Ｔ・ケース【VM】
2,640円
自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよ
くディスプレイできるケース。14～5㎝サイズ
のロボットやキャラクターモデルを立たせたり、
フィギュアなどのディスプレイにもご使用いた
だけます。
サイズ（内寸）：幅118×高205×奥行118（mm）

Ｔ・ケース【SS】（5個セット）
1,320円TC-163

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよ
くディスプレイできるケース。コンパクトサイズ
で、ちょっとしたスペースにコレクションを飾
るのに最適です。
Ｔ・ケース【SS】×5個入。
サイズ（内寸）：幅86×高37×奥行49（mm）

Ｔ・ケース【CM】ベーシック・ブラック
1,628円
どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示
ケース。あなたのコレクションをホコリなどから
守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケー
スです。1/12スケールの可動フィギュアなど
の展示に適しています。
サイズ（内寸）：高172×直径111（mm）

TC-132

どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示
ケース。あなたのコレクションをホコリなどから
守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケー
スです。小サイズのヒストリカルフィギュアなど
の展示に。
サイズ（内寸）：高113×直径72（mm）

TC-133

Ｔ・ケース【QS】【QM】
【QS】 1,430円
【QM】 3,740円
自慢のコレクションをホコリから守り、見栄
えよくディスプレイできるケース。
飛行機モデルなど、薄くて前後左右に広が
りのあるものを飾るのに適しています。

サイズ（内寸）：
【QS】幅118×高52×奥行118 (mm)
【QM】 幅316×高129×奥行276 (mm)

Ｔ・ケース【WS】【WST】【WM】
各種

自慢のコレクションをホコリから守り、
見栄えよくディスプレイできるケース。
艦船模型をはじめとする横長モデルは
もちろん、背の低いミニフィギュアの
ディスプレイにもお使いいただけます。

サイズ（内寸）：
【WS】   幅252×高66×奥行63 (mm)
【WST】 幅252×高82×奥行63 (mm)
【WM】  幅356×高87×奥行86 (mm)

【WS】  1,540円
【WST】 1,650円
【WM】  2,420円

TC-172

TC-185TC-182

TC-185

TC-092

TC-164

TC-165

Ｔ・ケース【CS】ベーシック・ブラック
1,045円

Ｔ・ケース【VL】ベーシック・ブラック
2,750円
透明カバーは上面、側面×2に分割することがで
き、展示物が入れやすくなっております。全高
150～200mm前後のロボットモデルの展示に。

サイズ（内寸）：
幅145×高245×奥行145（mm）

TC-141

使用イメージ

TT-041

ターンテーブル【ベーシックブラック】
2,200円
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［LB・2］　　　　　（ブラック）
［LW・2］　　　　（ホワイト）

様々な用途に対応できる直径124ｍｍの
ターンテーブル。 テーブル表面は展示物
を美しく飾るミラー仕様となっています。

サイズ：テーブル直径124ｘ高20（mm）
電源：単四電池 2本（別売）
耐荷重：3.0kgまで
回転方向：時計回り
回転数/分（無負荷）：2.5回転
回転数/分（負荷3kg）：2.4回転
作動時間：約6日　※参考値

ターンテーブル［LB・2］／［LW・2］ 
各2,200円

置き場所を選ばないコンパクトサイズの
ターンテーブル。（直径 83mm）テーブル
表面を押すだけで回転方向を切り替え
ることができます。展示物を美しく飾る
ミラー仕様。

サイズ：テーブル直径83ｘ高47 （mm）
電源：単三電池 1本（別売）
耐荷重：200gまで
回転方向：両方
回転数/分（無負荷）：1.1回転
回転数/分（負荷200kg）：1回転
作動時間：約３ヶ月　※参考値

TT-051

TT-052

TT-061

TT-062［ベーシックブラック・2］
［ベーシックホワイト・2］

ターンテーブル［ベーシックブラック・2］
／［ベーシックホワイト・2］  
各3,080円

お近くに販売店がない、又は、当社製品の取扱いがない場合、
当社直営の通信販売「ビージェイ」をご利用ください。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/be-j/

TEL：0422-23-8733  
営業時間：平日10時～18時 （昼休憩12時～13時）
【定休日：土、日、祝日】 

※実店舗はございません。

※その他都合により休業させていただくことがあります。www.hobby-wave.com

オフィシャルサイト

www.facebook.com/wave.corp

facebook

@wave_corp

twitter

製品についてのお問合せはこちら

〒１８０-０００２ 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-１０-1
【お客様専用ダイヤル】 ＴＥＬ：０４２２-２０-８６１６ 電話受付時間／月～金（祝日は除く）１０時～１６時 
e-mail: info@wavecorp.co.jp

製品のお求めについて
当社製品は全国の有名模型店、玩具店、ネット通販店などでお求めになれます。（一部限定品を除く）お求めの製品の詳しい在庫状況につきましては、各販売店へお問い合わせください。

※ステージ部分の寸法については、下の図、または22ページを参照してください。◇ T・ケースシリーズ  仕様一覧 ◇

このカタログに掲載されている内容は、2022年7月時点のものです。製品の価格・仕様などの変更、または、生産終了などを予告無く行う場合がございます。何卒、ご了承ください。
最新の製品情報は当社オフィシャルサイトをご確認くださいませ。

T・ケース【S】

T・ケース【M】

T・ケース【L】

T・ケース【L】ステージ

T・ケース【QS】

T・ケース【QM】

T・ケース【VM】

T・ケース【VL】

T・ケース【SS】

T・ケース【WS】

T・ケース【WST】

T・ケース【WM】

T・ケース【DM】

T・ケース【DL】

T・ケース【DL】ステージ

T・ケース【CS】

T・ケース【CM】

145×59×76mm

227×83×118mm

280×113×150mm

280×113×150mm

118×52×118mm

316×129×276mm

145×245×145mm

118×205×118mm

86×37×49mm

252×66×63mm

252×82×63mm

356×87×86mm

148×235×100mm

148×317×100mm

148×317×100mm

113×72mm（高さ×直径）

172×111mm（高さ×直径）

1/43  ミニカー等

1/43  ミニカー等

1/700 艦船模型等

1/700 艦船模型等

1/700 艦船模型等

1/8 フィギュア等

1/6 ドール等

1/48  レシプロ戦闘機等

1/144  ロボットモデル等

全高～200mm前後のロボットモデル等

ミニタンクや小スケールのミニカー等

1/24  ミニカー等

1/18  ミニカー等

ミニフィギュア、ボトルキャップ等

ミニフィギュア、ボトルキャップ等

小サイズのヒストリカルフィギュア等

1/12スケールの可動フィギュア等

ミラーバック共通

内寸（幅×高さ×奥行） 主な対応サイズ 備　考

ミラーバック共通

ミラーバック共通

台座色：ブラック、スケルトンブルー、ミルキーホワイト

5個セット

ミラーバック仕様

ミラーバック仕様、ドール固定用Ｃ型クリップ付属

ミラーバック仕様、透明棚板3枚付属、本体色：ブラック、スケルトンブルー

※

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

仕
様
一
覧
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※価格はすべて税込です。24


