
筆塗りに比べて薄く均一に塗装でき、自由に調色したカラーが使え、グラデーションや複雑

な迷彩などハイテクニックな塗装が楽しめるのがタミヤのエアーブラシシステム。ベーシック

なコンプレッサーとエアーブラシのセットから、上級モデラーもなっとくの繊細な塗装が可能

なエアーコンプレッサーやエアーブラシまで豊富にラインナップ。塗装表現の幅を広げてモ

デルの仕上がりにいっそうのリアリティをプラスします。また、各エアーブラシは塗料の薄め

方や吹き付け距離、手入れの仕方などが詳しく書かれた説明書付きですから初めての方で

も安心。さらにスプレーワークとコンビで使って塗装作業の効率を高めるペインティングスタ

ンド、 また室内での吹き付け塗装に欠かせないペインティングブースなども揃っています。

質感さえも表現する 
ハイグレード塗装 
タミヤエアーブラシシステム

中

極細

キャリングハンドル

1,650円（税込）

17cc・330円（税込）/40cc・550円（税込） 1,650円（税込）

※ベーシックコンプレッサーには使用できません。

2,090円（税込） 418円（税込） 1,980円（税込）

660円（税込）

1,760円（税込）

2,640円（税込）

330円（税込）

1,650円（税込）

1,430円（税込） 660円（税込）

880円（税込）1,980円（税込）

1,870円（税込）

880円（税込）

506円（税込）

638円（税込）

※エアーカン、タミヤバジャーのエアーブラシには使用できません。

※使用圧力は0.15MPa以下｡エアーカンには使用できません｡  

550円（税込）★単品売りのブラシもあります。
クリーニングブラシ中〈74551〉506円（税込）
クリーニングブラシ極細〈74550〉550円（税込）

74522

74548

17cc・74511 40cc・74524

74555 74528 74546

74517

74557

74526

74558

74506

74556 74547

7456274561

74560

74516

74536

74554 87089

スプレーワーク
ペインティングスタンドセット

スプレーワーク エアーブラシ用
クリーニングセット

スプレーワーク 
塗料カップ（樹脂製17cc/40cc）

スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット〈74520〉
★付属エアーホース：ジョイントサイズ 1/8（S）

接続ジョイント〈74536〉
506円（税込）

アタッチメントセット〈74506〉
1,650円（税込）

アタッチメントセット（カールホース）〈74526〉
2,640円（税込）

タミヤ7.2V バッテリー各種（別売）

接続する場合はエアー
バルブ部品を取り外して
ご使用ください。
（取り扱い説明書を参照）

HGエアーブラシシリーズ
との接続はアタッチメント
セットが必要です。

スプレーワーク 
HG コンプレッサーレボ II〈74542〉/
HGエアーブラシIII付き〈74541〉/
HGシングルエアーブラシ付き〈74543〉/
HGトリガーエアーブラシ付き〈74544〉

★付属エアーホース：
    ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシセット
（180D）〈74525〉

    ★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシ
〈74519〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

ベーシックエアーブラシ〈74531〉
ベーシックコンプレッサーセット
付属エアーブラシ〈74520〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

ACアダプター SWA-3（別売）
〈74529〉 4,400円（税込）

スプレーワーク
HGエアーブラシIII〈74532〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）
※HGエアーブラシ（74503）、
    HGエアーブラシII（74527）も同様

スプレーワーク
HGエアーブラシ
（カップ一体型）〈74537〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ
〈74510〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ
（カップ一体型）〈74540〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）
※HGトリガーエアーブラシ
    スーパーファイン（74549）も同様

スプレーワーク
HGスーパーファインエアーブラシ
〈74514〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク 
HGエアーブラシIII
（スーパーファイン）
〈74545〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGエアーブラシワイド
（トリガータイプ）〈74523〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スパーマックス エアーブラシ
SX 0.3D〈74801〉
★ジョイントサイズ 1/8（S）
※スパーマックス エアーブラシ 
    SX 0.5D（74802）も同様

タミヤバジャー・250II
エアーブラシセット（74404）

タミヤバジャー・350II
エアーブラシセット（74405）

タミヤバジャー
エアーブラシシステム

スプレーワーク
エアーカン180D（74517）

スプレーワーク
エアーカン420D（74516）

★他メーカーのエアーブラシを
接続する場合はサイズを確かめてください。

★スプレーワークエアーブラシセット（74501）
付属のエアーブラシも使えます。

660円
（税込）

880円
（税込）

3,850円（税込） 7,480円（税込）

ご注意ください
●＜火気厳禁＞エアーカンは可燃性ガスを使用し
ています。火気のない換気のよいところで作業して
ください。

●エアーカンは他メーカーのエアーブラシ等では使
　用できない場合があります。確認の上、ご使用く
　ださい。

エアーブラシ用フィルター ペインティングスタンド用
ワニグチクリップ（4個）

エアーブラシ用3連ジョイント

スプレーワーク エアーカン180D

エアーブラシ用カールホース
（パワーコンプレッサー用）

スプレーワーク エアーカン用
アタッチメントセット（カールホース）

接続ジョイント（めねじS/S）

スプレーワーク
エアーカン用アタッチメントセット

エアーブラシ用エアーホース
（2m パワーコンプレッサー用）

エアーブラシ用エアーホース
（1.5m レボⅡ用）

クイックホースジョイント用プラグ
（2個）

クイックホースジョイント

エアー調整バルブⅡ

スプレーワーク エアーカン420D

ベーシックエアーブラシ用
接続ジョイント

コンプレッサー用防振マット タミヤ・エアーブラシクリーナー
（250ml）

スプレーワーク
コンプレッサーアドバンス
〈74559〉
★付属エアーホース：
    ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク 
コンパクトコンプレッサー〈74533〉
★付属エアーホース：
    ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
パワーコンプレッサー
〈74553〉
★付属エアーホース：
    ジョイントサイズ 1/8（S）

Tamiya Airbrush System
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スプレー塗装の作業効率を高める回転式の塗
装スタンドです。1/24カーボディを固定できるス
タンドと、テーブルの2種類をセット。パーツを固
定するのに便利なクリップ4個も付いています。

大型モデルの塗装や厚吹きする時など、多くの
塗料が必要な場合に便利な大容量カップ。半透
明の樹脂製なので、内部の塗料の残量が見える
のもポイント。軽量で取り回しも気になりません。

スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種を
クリーニングするためのツールです。クリーニン
グブラシ極細、中、ノズルシール剤、高粘度グ
リス、ノズルレンチをセットしました。

製 品 名 使 用 用 途

タミヤバジャー用スペアボトル
〈11967001〉

調色した塗料の保存に最適。タミヤバジャーエアーブラシに
直接取り付けが可能。132円（税込）

アダプタージョイント・ジョイントキャップセット
〈19807037〉

タミヤバジャーの専用ホースに1/8（S）サイズのエアーブラシ
を接続する場合に必要。550円（税込）

ガンジョイント AG-84（S→L）
〈17807089〉

他メーカー品を接続する場合に使用。PF1/4サイズメスネジ
（L）・PF1/8サイズオスネジ（S）660円（税込）

エアーブラシジョイント GA-48（L→S）
〈17807090〉

他メーカー品を接続する場合に使用。PF1/8サイズメスネジ
（S）・PF1/4サイズオスネジ（L）715円（税込）

変換用ジョイントバルブ S
〈17807073〉

他メーカー品のエアーカン直付式エアーブラシをPF1/8サイ
ズオスネジ（S）に変換する場合に使用。1,430円（税込）

ベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップ
〈17807158〉

ジョイントキャップが交換できる、他メーカーのエアーホース
（PF1/8サイズ）を接続する場合に必要です。330円（税込）

製 品 名 使 用 用 途

スプレーワーク・HGコンプレッサーエアーチューブ
〈89931〉

ベーシックコンプレッサーセットやHGコンプレッサーレボ用の
エアホース、ジョイントキャップ等のセット。462円（税込）

ツインファン用背面パネル・ハンドル
〈19804399〉

スプレーワーク ペインティングブースII（シングルファン）
〈74538〉を下記パーツの追加でツインファン仕様（風量2倍）
にパワーアップできます。
●ペインティングブース用排気ホース（50cm）〈89933〉・770円（税込）×1
●ツインファン用背面パネル・ハンドル〈19804399〉・1,320円（税込）×1
●ファンユニット（ビス付き）〈19804398〉・5,720円（税込）×1

ファンユニット（ビス付き）
〈19804398〉

ペインティングブース用排気ホース（50cm）
〈89933〉

ペインティングブース各タイプに使える、延長用排気ホースで
す。自由に曲げられる蛇腹タイプ。770円（税込）

エアーカン用レギュレーターOリングセット
〈89932〉

エアーカンに取り付けるレギュレーター用のOリング。エアー
の漏れを防ぐため定期的な交換が効果的。110円（税込）

《送料について》個々の製品の送料については、タミヤカスタマーサービスにお問い合わせください。

高品質な上級者向けまで豊富に揃ったタミヤエアーブラシシステム・スプレーワーク。下図を参考に、用途に合わせてシステムを完成させてください。

タミヤエアーブラシシステムの各エアー源と各種エアーブラシの接続方法

エアー源 エアーブラシ

エアーブラシとホースの間に接続する簡易フィル
ターです。水分やホコリを取り除き、トラブルを
防止。HGエアーブラシ、エアーブラシライト各
種に装着できます。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

パーツの塗装、乾燥時に便利なワニグチクリッ
プです。はさむ部分が少ないパーツも確実に
キャッチ。別売りのペインティングスタンド、ワー
クスタンド、卓上塗料スタンドに固定できます。

コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させる
ジョイント。複数のエアーブラシを使用する場合
でも付け替えの必要がなく、作業がスムーズに
進みます。ジョイントは一般的なPF1/8（S）サイズ。

アタッチメントを使用して、タミヤバジャー、スプ
レーワークエアーブラシと接続でき、吹きつけ塗
装を手軽に楽しめるエアーカンです。環境にや
さしいDME（ジメチルエーテル）ガスを使用。

縮んだ状態で約1m、伸ばした状態では約2mに
なる取り回しに便利なエアーホース。パワーコン
プレッサーなどの高い圧力にも対応します。ジョ
イントサイズはPF1/8（S）。丈夫なウレタン製。

やわらかく、取り回しのしやすいカールホースで
す。エアーカンにHGエアーブラシ各種を接続
する場合に使用。エアーカンに接続するレギュ
レーター、エアーブラシ用のアダプターもセット。

パワーコンプレッサーのレギュレーターと3連ジョ
イントをコンパクトに接続できるジョイント。両端
は「PF1/8（S）めねじ」で、手でねじ込むだけで
「PF1/8（S）おねじ」と接続できます。

タミヤバジャー、スプレーワークエアーブラシに
取り付けて、エアーカン180D・420Dをエアー
源にして塗装ができるアタッチメントです。エ
アーカンに接続するレギュレーターもセット。

コンプレッサーにエアーブラシを複数接続する時
などに使用するエアーホースです。パワーコン
プレッサーなどの高い圧力にも対応する強度十
分なウレタン製。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホー
ス。柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製を
はじめとしたエアーブラシ各種に接続可能。ジョ
イントサイズはPF1/8（S）仕様。

3本以上のエアーブラシをクイックホースジョイ
ントで接続する時に必要なプラグです。メイン
の他、クリヤーカラーやメタリック用に専用のエ
アーブラシを使用しているモデラーにおすすめ。

エアーブラシとホースをワンタッチで脱着できる
ジョイントです。複数のエアーブラシを付け替え
ながら塗装する時に便利。エアーブラシ側のプ
ラグは2個セット。ネジのサイズはPF1/8（S）です。

エアーブラシに接続して、エアーをゼロから最大
まで無段階に調節できるバルブです。空気を逃
がす音がしない構造。ネジのサイズはPF1/8（S）
なので、ほとんどのエアーブラシに接続できます。

地球温暖化への影響が少ない噴射ガスDME
を使用したエアーカン。アタッチメントでタミヤバ
ジャー、スプレーワークエアーブラシと接続。吹き
つけ塗装が手軽にたっぷり楽しめる大容量です。 

ベーシックエアーブラシの接続ネジに取り付けて
使用。ネジサイズを一般的なPF1/8（S）に変
更することで、コンパクトコンプレッサーと接続
可能。ジョイントパーツとOリングをセットしました。

コンプレッサーの下に敷いて振動を抑えるゴムス
ポンジ製マットです。10mmの充分な厚みで大
型のコンプレッサーの振動も吸収。固めの素材
を使用して、不安定になりにくいのも特徴です。

エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タ
イプの洗浄液。内部に付着した塗料の汚れが
きれいに洗浄できます。また調色スティックや
塗料皿などの金属製ツールにも使用できます。

タミヤ・カスタマーサービス 取り扱いパーツ

2020 New Items



ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.2

ノズル口径
mm0.2

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.5

※模型キット、塗料、エアーブラシなどの
    工具類はセットに含まれていません。

※模型キット、塗料、エアーブラシなどの
    工具類はセットに含まれていません。

各エアーブラシの性格をイメージしたもので
す。吹き幅は塗料の量を調節したり、塗装
する物との距離で変えることができます。

霧の粒子《細かい》

霧の粒子《粗い》

霧の広がり
《狭い》

霧の広がり
《広い》

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.2

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.3

ノズル口径
mm0.5

ノズル口径
mm0.5

ノズル口径
mm0.3

23,980円（税込） 36,960円（税込） 31,680円（税込）

11,880円（税込）

17,380円（税込）

38,280円（税込）

31,680円（税込）25,080円（税込） 32,780円（税込） 12,100円（税込）

17,050円（税込）

40,260円（税込）

10,560円（税込）

17,380円（税込）

14,080円（税込）

17,600円（税込）

★ACアダプターSWA-3〈74529〉4,400円（税込）

14,080円（税込）

10,340円（税込）

7,920円（税込）

18,480円（税込）

13,530円（税込）

27,280円（税込）

3,630円（税込）

1,540円（税込）

8,580円（税込） 10,560円（税込）

★別売り交換用フィルターもあります。ペインティングブースⅡ 交換フィルター。〈74535〉1,540円（税込） ※エアーブラシ、スペアボトル、調色スティックは付属しません。

74542 74541 74543

74520

74559

6992774563

74549

74553

74514

74540

74544

74533

74510

74545

74523

本体サイズ：100×105×55mm

本体サイズ：W125×D70（ハンガーを含めるとD100）×H115mm

74532

74525

74519

74538

74537

74534

74531

74539

74801 74802

スプレーワーク 
HGコンプレッサーレボⅡ

スプレーワーク 
HG コンプレッサーレボⅡ
（HGエアーブラシⅢ付き）

スプレーワーク 
HGコンプレッサーレボⅡ
（HGシングルエアーブラシ付き）

スプレーワーク 
ベーシックコンプレッサーセット
（エアーブラシ付き） 

スプレーワーク  
HGトリガーエアーブラシ
（スーパーファイン）

スプレーワーク パワーコンプレッサー

スプレーワーク
HGスーパーファインエアーブラシ

スプレーワーク 
HGトリガーエアーブラシ
（カップ一体型）

スプレーワーク 
HGコンプレッサーレボⅡ
（HGトリガーエアーブラシ付き）

スプレーワーク 
コンパクトコンプレッサー

スプレーワーク 
コンプレッサー アドバンス
（スパーマックス エアーブラシ SX 0.3D付き）

スプレーワーク 
コンプレッサー アドバンス

スプレーワーク 
コンプレッサー アドバンス
（スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D付き）

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ

スプレーワーク 
HGエアーブラシⅢ 
（スーパーファイン）

スプレーワーク
HGエアーブラシワイド
（トリガータイプ）

スプレーワーク
HGエアーブラシⅢ

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシセット
（180D）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシ

スプレーワーク
ペインティングブースⅡ
（シングルファン）

スプレーワーク 
HGエアーブラシ（カップ一体型）

スプレーワーク
ペインティングブースⅡ
（ツインファン）

スプレーワーク
ベーシックエアーブラシ

スプレーワーク
エアーブラシスタンドⅡ

HGトリガーエアーブラシ〈74510〉●

スパーマックス 
エアーブラシ SX 0.3D

スパーマックス 
エアーブラシ SX 0.5D

●HGスーパーファイン
    エアーブラシ〈74514〉

●HGエアーブラシⅢ
    〈74532〉

●タミヤバジャー
　  350Ⅱ 〈74405〉

ベーシック
エアーブラシ●
〈74531〉

HGシングル●
エアーブラシ〈74519〉

HGエアーブラシ●
ワイド〈74523〉　　　   

タミヤバジャー
250Ⅱ〈74404〉●

Tamiya Airbrush System

プラモデルや工作、グラフィックアートなど、高
品質なエアーブラシ塗装が必要な場面で活躍
するコンプレッサーです。約0.11MPa（メガパ
スカル）の十分な圧力、約20L/minの余裕
の風量を安定して供給。細い線の連続吹きや、
グラデーション塗装でもエアーがとぎれることな
くスムーズに作業できます。また、特殊な本体
構造により作動音や振動を極力おさえ、夜間
の作業も安心。1.2mのエアーチューブとエ
アーブラシホルダー、防振マットもセットしました。

安定したエアー供給と静かな作動音が特徴の
HGコンプレッサーレボⅡにダブルアクションタイ
プのHGエアーブラシⅢをセット。コンパクトで場
所を取らない本体ボディはホワイトカラーとしまし
た。また、HGエアーブラシⅢのノズル口径はス
タンダードな0.3mm。広い面積の塗装から幅
1mm以下の繊細な細吹きにも対応し、AFVモ
デルの迷彩塗装や、カーモデルのグロス塗装、
さらにグラデーションまで幅広くこなします。3
種類のエアーブラシホルダーと防振マット付き。

本格的な吹き付け塗装が手軽に行えるエアーブ
ラシとコンプレッサーのセットです。HGコンプレッ
サーレボⅡは、夜間の作業でも音や振動が気に
ならない低騒音設計に加えて、脈流が少なく安
定したエアー供給が特長。またHGシングルエ
アーブラシは、ボタン操作のみで塗装ができるシ
ンプルな構造が魅力。ノズル口径は細吹きから
広い面積の塗装まで幅広くこなす0.3mmとしま
した。カップ容量はたっぷり使える15cc。エアー
ブラシ塗装に初めて挑戦する方におすすめです。

グラデーションや迷彩塗装などを手軽に楽しめ
る吹き付け塗装用の基本セットです。メタリック
やクリヤーカラーもきれいに仕上がり、好きな色
が使えるのも魅力。エアーブラシのノズル口径
はスタンダードな0.3mmとして、広い面積から
幅約2mmの細い線まで塗装可能です。エアー
ブラシホルダーに加え、容量17ccと40ccの
樹脂製カップもセット。コンプレッサーはタミヤ
7.2Vバッテリー各種（別売）、または専用の
ACアダプター（別売）が使える2電源方式です。

トリガータイプの高性能エアーブラシです。トリ
ガーのみの操作でエアーと塗料を吹き付けで
きるダブルアクション。長時間の作業でも指が
疲れにくく、微調整も簡単です。グリップは握り
やすい樹脂製、ノズル口径は細吹き性能を重
視した0.2mmで、幅0.5mm以下の細い線を
吹き付け可能。ニードルストッパー付きなので、
吹き幅を一定にできます。容量7ccの塗料カッ
プは洗いやすい一体型、塗料のたれを防ぐ溝
もついています。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

高い圧力で安定した吹き付け作業が行えるタミヤコンプレッサーの最上位機種です。0.4MPaという
最大圧力で塗装面積の大きなビッグスケールからカーモデルなどのツヤ出し塗装までエアーブラシ塗
装に十分な威力を発揮します。メーター付きのエアーレギュレーターを標準装備し、自由に圧力調整
が可能。ミリタリーモデルの細かい迷彩塗装など、エアー圧を落とした細吹きにも対応します。また
水抜き機能も備えているため、エアーの圧力が高まると発生する「水滴」の吹き出しを抑えます。さら
に、エアーブラシを取り外したときだけコンプレッサーがオンになるハンガースイッチも装備。快適でス
ムーズな作業を実現します。電源は家庭用コンセント（AC100V、50/60Hz）を使用。   

最大圧力約0.2MPa、連続圧力約0.08MPaという模型の塗
装に最適なエアーを供給するコンプレッサー アドバンスに、ス
パーマックス製のダブルアクションエアーブラシをセットしました。
ノズル口径はスタンダードな0.3mm。バイク・カーモデルなど
の大面積塗装はもちろん、出力を絞れば迷彩塗装などの繊細
な細吹きもOK。透明タイプのカールホースも付いて、すぐに塗
装が始められます。

エアー出力が調整可能なコンプレッサーです。本体上部のダイヤ
ルを回して調整ができ、広い面積のつや有り塗装から繊細な迷
彩塗装などの細吹きまで、幅広いエアーブラシ塗装に対応します。
コンパクトな本体は取り回しの良さもポイント。メインスイッチの他
にハンガーからエアーブラシを取り外すと自動的に作動状態にな
るセンサースイッチを装備。塗装作業がスムーズに進みます。内
部の水滴が確認しやすい透明タイプのカールホース付き。

軽量・コンパクトで取り回しが良く、出力調整も可能なコンプレッ
サー アドバンスに、エアーと塗料を別々にコントロールできるダ
ブルアクションエアーブラシをセットしました。本体は精度が高く
耐久性に優れた金属製、ノズル口径は0.5mm。カーモデル
のボディ塗装やメタリックカラーの吹き付け、さらにはサーフェイ
サー吹きなどにもぴったり。15ccの大容量カップと安定したエ
アー供給があいまって、じっくりと塗装が楽しめます。

繊細な吹き付け塗装に威力を発揮するエアーブ
ラシです。細かい調整が可能なダブルアクショ
ンタイプ。幅0.5mm以下の細い線の吹き付け
も行え、1/72の飛行機モデルの細かな迷彩塗
装はもちろん、1/35の人形のシャドー吹きなどに
も使えます。また容量3ccの塗料カップは本体
と一体化してヘッドまわりを軽量化。取り回しが
楽で安定した作業ができ、使用後の洗浄も簡
単、確実です。本体は高精度の金属製クロー
ムメッキ仕上げ。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

容量7ccのカップを本体と一体化したトリガー
タイプのエアーブラシです。洗いやすく、奥まっ
たところに残りやすいメタリック塗料の粒子も
きれいに取り除けるのが一体型の特徴。カッ
プには塗料のたれを防ぐミゾも付いて、ストレ
スなく塗装できます。もちろん、トリガーならでは
の優れた操作感覚と疲れにくさもポイント。ノ
ズル径は0.3mm。幅1mm以下の細い線の
吹きつけから広い面積の塗装、グラデーション
までこなします。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめるセッ
トです。コンパクト・低騒音設計のHGコンプ
レッサーレボⅡに、HGトリガーエアーブラシをプ
ラス。ダブルアクションタイプなので、吹きはじ
めの塗料の飛びがほとんどなく、吹き付け量も
繊細に調整できます。しかも樹脂製グリップ付
きで、長時間の作業でも指が疲れにくいのが特
徴。ノズルの口径は0.3mmとして、ボカシ塗
装やグラデーションなどのハイグレードな塗装仕
上げが楽しめます。家庭用100V電源を使用。

今までにない低価格と、作業机に置いても場
所をとらない軽量コンパクトなサイズが魅力の
コンプレッサーです。ちょっとした塗装や、迷彩
の細吹き、リタッチなどに使える吐出量を確保。
作動音や振動も少なく、夜間の作業も安心で
す。電源は家庭用の100Vコンセント。HGエ
アーブラシⅢ、HGシングルエアーブラシなど、タ
ミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそ
のまま使えます。コンプレッサー本体に加えて
ACアダプターやエアーホースもセットしました。

長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ
を採用したエアーブラシです。幅1mm以下の
細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプ
ですから吹きはじめの塗料の飛びがほとんどな
く、繊細な吹き幅調整が可能。手にぴったり
フィットする樹脂製グリップも装着しました。本体
は容量7ccの塗料カップも含めて高級感あるク
ロームメッキ仕上げの金属製。ジョイントサイズ
はPF1/8（S）として、HGコンプレッサーをはじ
め一般の模型用コンプレッサーに接続できます。

ダブルアクションの定番モデル「スプレーワー
クHGエアーブラシⅢ」の細吹き性能をアップし
た、ノズル口径0.2mmタイプです。指先にフィッ
トするボタン形状で微妙なコントロールが可
能。幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、
1/72の飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷
彩など繊細な塗装に最適。塗料カップは容量
7cc、別売の樹脂製塗料カップも装着できます。
ジョイントサイズは一般的なPF1/8（S）。様々
なコンプレッサーと組み合わせて使用できます。

カーモデルのクリヤー塗装や広い面積の塗装、
またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけ
に最適な太吹き用の高性能エアーブラシです。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。長
時間の作業でも指が疲れにくいトリガータイプ、
握りやすい樹脂製グリップも装着しました。塗料
カップは大容量の15cc。別売りの樹脂製カッ
プとの交換も可能です。ノズル口径は0.5mm、
ジョイントサイズはPF1/8（S）。空気吐出力の
高いコンプレッサーとの組み合わせがおすすめ。

吹き付けながら吹き幅を調整できるダブルアク
ションタイプを採用。幅1mm以下の細吹き
までこなす本格派です。また、作業時のポイ
ントとなるメインレバーは操作がしやすいR形
状とし、滑り止め加工を施して使いやすさを追
求しました。ボカシ塗装やグラデーションのよう
な微妙な塗装はもちろん、全面塗装やグロス
塗装も美しく仕上げられます。ジョイントサイズ
はPF1/8（S）。容量7ccの塗料カップは、取
り外して別売りの大容量カップと交換できます。

グラデーションや迷彩などのハイテクニックな吹
きつけ塗装が楽しめる、入門用に最適なセット
です。エアーブラシはシンプルな構造で手入れ
も簡単なシングルアクション。幅約1mmの細
吹きから広い面積の塗装までこなします。付属
のエアーカンは地球温暖化防止のためにDME
（ジメチルエーテル）ガスを採用。ホースは柔軟
性に優れ、取りまわしやすいカールタイプです。

幅1mm程度の細吹きや繊細な迷彩塗装、グ
ラデーション、さらにカーモデルのボディなど
の広い面積のつやあり塗装まで幅広くこな
すエアーブラシです。シンプルな構造のシン
グルアクションタイプで初心者でも扱いやす
く、手入れが簡単なのもポイント。精度の高
い金属製の本体にクロームメッキを施し、耐
久性はもちろん高級感も十分です。カップ容
量はたっぷり入る15cc。別売りの樹脂製カッ
プも使えます。ジョイントサイズはPF1/8（S）。

安定した風量のシロッコファン1基を組み込んだ
エントリーモデルです。ツインファンと同じ本体構
造により塗料の吹き返しを低減。迷彩塗装や
つや消し塗装など、塗料の噴射量が比較的少
ない作業に適しています。またファンを増設（別
売）すれば、ツインファン仕様にパワーアップでき
る拡張性も魅力です。長さ50cmの連結式排
気ホース2本付き。家庭用電源AC100V専用。

塗料カップ一体型のエアーブラシです。洗いや
すく、奥まったところに残りやすいメタリック塗料
の粒子もきれいに取り除けるので、塗料の交
換もスムーズ。カップの溝は塗料のたれを防ぎ
ます。メインレバーは指にフィットして操作しや
すいR形状。幅1mm以下の細吹きに対応し、
ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装
をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上
がります。ノズル口径はスタンダードな0.3mm。
カップ容量7cc、ジョイントサイズはPF1/8（S）。

室内での吹き付け塗装に欠かせない塗装用
ブースです。前面パネル周辺部にスリット状の
吸気口を配置して塗料の吹き返しを防止し、2
基のシロッコファンが余裕の排気風量を実現。
フィルターの目詰まりも起こしにくい構造です。
エアーブラシをはじめ、MMやカーモデルの缶ス
プレー塗装にも対応。折りたたみ式エプロンフー
ドや取っ手付き。家庭用電源AC100V専用。

ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシで
す。メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗
料に合わせた使い分けのために揃えておくと便
利。幅約2mmの細い線から幅広い吹き付け
塗装まで手軽に楽しめ、シンプルな構造で整備
性にも優れています。エアー源としては、ベー
シックコンプレッサー、HGコンプレッサーレボ
がそのまま使用可能。パワーコンプレッサーな
どに接続する場合は、ベーシックエアーブラシ
用接続ジョイント（ITEM：74536）が必要です。

エアーブラシを2台同時にかけられるスタンド
です。樹脂製のトレイ状ベースとハンガーで構
成。2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全
てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシッ
クエアーブラシにも対応。また、トレイ状のベー
スにはスペアボトルが置け、ハンガーステーに
は調色スティックがセットできます。塗料の濃
度調整に便利なロングタイプのスポイト付き。 

小スケールの迷彩塗装
など繊細な吹き付けに

カーモデルのボディなど
広い面積のつやあり塗装に

情景のベースや繊細さを
必要としない塗装に

本格的なエアーブラシの入門用として、また複
数のエアーブラシを揃える時もおすすめのダブ
ルアクションタイプのエアーブラシです。ノズル
口径は0.3mm。戦車や飛行機の迷彩塗装
から、カーモデルの塗装まで幅広い吹きつけ
塗装が楽しめます。本体はクロームメッキを施
した金属製で耐久性も十分。容量7ccの塗
料カップは、汚れが残りにくく洗いやすい一体
型、外側には塗料のたれを防ぐ溝を付けました。
ジョイントサイズは最もポピュラーなPF1/8（S）。

カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、
さらにメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付
けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブ
ラシです。エアーと塗料を別々にコントロールで
きるダブルアクション。本体は精度が高く耐久
性に優れた金属製です。塗料カップは洗いやす
い一体型で、大容量の15cc。ニードル保持部
分のパッキンには耐溶剤性に優れるフッ素樹
脂を使用しました。ジョイントサイズはPF1/8（S）
なので、各種のコンプレッサーに接続できます。

《エアーブラシライトシリーズ》 おもなエアーブラシの霧の状態（イメージ図）


