
1,760円（税込）

27,280円（税込）

1,980円（税込）

2,640円（税込）

各418円（税込）

2,640円（税込）

9,900円（税込）1,100円（税込）

1,760円（税込）

0.2mm・594円/0.3mm・484円/0.4mm・418円
0.5mm・396円/0.6mm・396円/0.7mm・396円

（すべて税込）

550円（税込） 880円（税込）

1,980円（税込）

1,650円（税込）

2,640円（税込）

1,540円（税込） 1,650円（税込）

※単3形電池2本使用（別売）

※ワニグチクリップ（別売：74528）も使えます。

※単3形電池2本使用（別売）

1,760円（税込）

2,530円（税込） 2,420円（税込）

A4サイズ・1,320円（税込）/A3ハーフサイズ・1,430円（税込）/A5サイズ・858円（税込） 1,320円（税込） 1,760円（税込）
※ベージュもあります（74056）1,320円（税込）

2,420円（税込） 3,300円（税込）

880円（税込）各3,080円（税込） 3,300円（税込）2,640円（税込）

模型メーカーとしての経験を生かして開発、信頼の工具として模型ファンに評判なのがタミヤ

クラフトツールです。指先の延長として使われる工具だけに、手にしっくりとなじみ、使いやす 

いことがポイント。もちろん丈夫で長く使えます。さらに、ピンセットやドライバー類の高い先端

精度、ニッパーやカッター、ピンバイスのシャープな切れ味など、それぞれの工具の目的に合わ

せて優れた性能を追求しました。プラスチックモデルやRCモデルなどの各種模型作りや工作

に幅広く使える工具をラインナップ。本格的な単品工具に加えて、気軽に使える基本的なセッ

ト工具も揃っています。しっかりした組み立て、スピーディーな修理や整備、セッティング、 そし

て思いのままの改造に大活躍。作る面白さがいっそう大きく広がります。

作ることが楽しくなる
手になじむ使いやすさ 
タミヤクラフトツールシリーズ

ミニブラシ

0.7mm（74128）

0.6mm（74127）

0.5mm（74116）

0.4mm（74115）

0.3mm（74114）

0.2mm（74113）

0.8mm（74132）

0.9mm（74133）

1.1mm（74140）

1.0mm（74134）

1.2mm（74141）

A4サイズ 
（74149）

A3ハーフサイズ 
（74144） A5サイズ 

（74142）

先細・6mm幅 
（74106）

丸・3mm径 
（74107）

74050

74089

74077

7404174042

7406474051

7407874130 74032

74112

74060

74086

74039 7407274117

74067 74084

74118 74076

74065 74061

74066 7414674002

精密ピンバイスD ★
（0.1～ 3.2mm）

タミヤ電動ドライバーセットPT01★

卓上塗料スタンド

タミヤ・カスタマーサービス 取り扱いパーツ 電動ハンディドリル ★

Pカッター替刃（5枚）〈部品コード12997002〉 ............................................................330円（税込）
薄刃クラフトのこ 替刃（1枚）〈部品コード12997001〉 ................................................330円（税込）
ノンスクラッチラジオペンチ用 樹脂くわえ部〈AO-7024〉 .........................................264円（税込）
ノンスクラッチプライヤー 樹脂パーツ〈部品コード19807050〉..................................297円（税込）
カッターのこⅡ　替刃セット（広刃、細刃）〈部品コード19804726〉 ................................440円（税込）

精密ドリル刃
0.8mm/0.9mm/1.0mm/
1.1mm/1.2mm（軸径1.5mm）

電動ハンディリューター ★

ワークスタンド（レンズ付）精密ピンバイスS ★
（0.1～ 1.0mm）

モデルクリーニングブラシ
（静電気防止タイプ）

精密ドリル刃
0.2mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm/
0.6mm/0.7mm（軸径1.0mm）

2mm皿ビス穴加工ビット
（電動リューター用）

2mm Eリングセッター

精密ピンバイスD-R 
（0.1～ 3.2mm）

マイクロハンマー
（交換ヘッド4タイプ付き）

モデリング ドリルチャック

セーフティゴーグル（保護めがね） ワークスタンド専用ACアダプターピンセットベンダー
（エッチングパーツ用）

エッチングベンダー エッチングベンダーミニ

《極細ドリル刃》
0.2mm（2本）〈74090〉 ..............880円（税込）

0.3mm 〈74081〉 ..........................506円（税込）

0.4mm 〈74082〉 ..........................462円（税込）

　
0.5mm 〈74083〉 ....................440円（税込）

0.8mm 〈74096〉 ....................440円（税込）

　
1.2mm 〈74087〉 .....................440円（税込）

デザインナイフ替刃30枚セット 〈74074〉 ...................................................... 385円（税込）

モデラーズナイフ替刃25枚セット 〈74075〉 .................................................. 440円（税込）

電動リューター用ビット5本セット 〈74043〉 ................................................ 1,320円（税込）

モデラーズナイフPRO 替刃（直線刃）5枚 〈74099〉 ................................ 550円（税込）

モデラーズナイフPRO 替刃（曲線刃）3枚 〈74100〉 ................................ 550円（税込）

モデラーズナイフPRO 替刃（平刃）10枚 〈74101〉 ................................... 550円（税込）

《ドリル刃》
1.0mm 〈74095〉 ..........................440円（税込）

極細ドリル刃セット（0.3・0.4・0.5・0.6・0.8mm 各1本入）〈74044〉 1,540円（税込）

ベーシックドリル刃セット（1・1.5・2・2.5・3mm 各1本入）〈74049〉 1,540円（税込）

豊富なサイズが揃ったドリル刃と替刃で作業効率アップ

カッティングマット
（A4サイズ/ブルー）・（A3ハーフサイズ/ブルー）・（A5サイズ/ブルー）

カッティングマット
（A4サイズ/グリーン）

カッティングマット
（A3サイズ）

ノンスクラッチ ラジオペンチ ★ ノンスクラッチプライヤー ★

ハードコートヤスリPRO
（先細・6mm幅/丸・3mm径）

エッチングヤスリ ピンセットペンチⅡラジオペンチ

スケールモデルの改造に、ダンガンレーサーや
ミニ四駆の穴開け軽量化に使える高品質なピ
ンバイスです。本体は握りやすく、グリップエン
ドが回転するので作業もスムーズです。

RC、工作、DIYなどに幅広く使える充電式ドラ
イバーセットです。21段階の締め付けトルクが
設定でき、正転・逆転スイッチ、低速・高速切
り替えレバーも装備。専用ビット5本付き。

アクリルミニなら14本、エナメルなら18本置け
る回転式の塗料スタンドです。トレイ外周にミゾ
を彫刻。付属の固定用クリップでパーツをはさ
んでミゾに差し込めます。

プラスチックモデルや木工工作の穴開け加工
が手軽にできる組立式の電動ドリルです。扱い
やすいピストル型でスイッチは引き金式。2mm
のドリル１本と固定チャック2個付き。

高品質な高速度鋼に鋭い刃付け加工を施し、
優れた切れ味と耐久性を発揮。ドリル部分よりも
根元が太く、確実な取り付けと芯ブレのしにくい、
プラモデルの浅穴加工に最適なドリル刃です。

プラモデルの細部工作や木工工作の削り加
工に活躍する組立式の電動リューターです。握
りやすいピストル型でスイッチは引き金式。球
状ヤスリタイプのビット1本付き。

モデル製作のための便利な作業台です。拡大レ
ンズで小さなパーツもよく見え、レンズアームは角
度の変更が可能。手元を明るく照らすLEDも装
備しました。作業台サイズ：435×360×68mm。

ワークスタンドのLEDを家庭用コンセントで点
灯させるためのアダプター。コンセントに差し込
んでジャックをワークスタンド本体に接続するだ
けで、電池から自動的に電源が切り替わります。

直径1mm以下のドリル刃専用のピンバイスで
す。本体にアルミ材を使用した約9.5gの軽量
設計。極細のドリル刃でもストレスをかけること
なく、安定した穴開け加工が行えます。

スケールモデルの表面に付いたホコリやゴミを
取り除くブラシです。静電気を除去するのでホ
コリが再付着しにくい除電ブラシと、細かい溝
の掃除に便利なミニブラシを装備。

精密な浅穴加工に最適なドリル刃です。取り
付け部の軸径が1.0mmと太いので、確実に
取り付けられ芯ブレしにくいのが特長。材質は
切れ味と耐久性に優れた高速度鋼。

ミニ四駆のカーボンやFRPパーツに2mm皿ビ
スを使用するための穴加工用ビット。ビット先端
で2mm皿ビス穴用の面取り加工ができ、ビット
側面はプレート形状などの整形加工に使えます。

RCモデルによく使われる2mmEリングの取り
付け、取り外しに便利。特殊形状のブレード先
端にＥリングをはめ込み、部品の溝に差し込む
だけで簡単に取り付けできます。

軸部分のラバーグリップが指先の滑りを防止し、
穴開けの際に力を入れやすい上級タイプのピ
ンバイスです。グリップエンドにはなめらかな回
転を実現するベアリング球を内蔵しました。

ヘッドが交換できる小型ハンマーです。鉄平、
鉄凸、真ちゅう、ナイロンの4種類のヘッドをセッ
ト。ダンガンレーサーやミニ四駆の真ちゅうピニ
オンギヤの打ち込みなどに便利です。

各種の穴開け作業に最適な工具。精密ピン
バイスでは力が不足し、電動ドリルでは強すぎ
るような穴開け作業にぴったり。直径1.5～
6.5mmのドリル刃が取り付け可能です。

部品の切り離しや加工の際に飛んでくる破片
などから目を守ります。ツル部分が厚いゴーグ
ル型ですからサイドから飛んでくる破片もカバー。
割れにくいポリカーボネート樹脂製。

★印のアイテム用の替刃、ビット、樹脂パーツなども揃っています。詳しくは下記の「カスタマーサービス取り扱いパーツ」をご覧ください。

Tamiya Craft Tool Series

2021 New ItemsTamiya Craft Tool Series

真ちゅうや洋白など微細なエッチングパーツ専
用のピンセットタイプの極細ベンダーです。先
端の密着面を1mm以下の極細に精密加工。
10mmまでの折れ線を折り曲げることができます。

繊細なエッチングパーツを正確に折り曲げられ
る専用ベンダーです。約45mmまでの折れ線
なら一度で曲げることができ、小さなパーツは山
形にカットされた先端を使うと便利です。

つかみ部の長さを短くし、先端の幅をより細く仕
上げました。先端部は1.2mm、折り曲げの長
さは15mmまで対応。小さなエッチングパーツ
をより精度良く折り曲げることができます。

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●予告なしに価格、製品内容などが変わる場合があります。●情報は2021年5月現在のものです。

タミヤ・カスタマーサービス　　　　　タミヤ製品についてのお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。また、お近くの模型取扱店もご案内しています。

TEL 054-283-0003［静岡］03-3899-3765［東京］　　　　平日　9:00〜18:00　　土. 日. 祝日　8:00〜12:00、13:00〜17:00
●お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

 静岡へ
自動転送

株式会社　タミヤ　　〒422-8610　　　静岡市駿河区恩田原3-7［www.tamiya.com］●ネットでかんたんショッピング、タミヤショップオンライン［tamiyashop.jp］
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刃物による切断作業に欠かせないカッティングマットです。硬質材を軟質材で挟んだ3層構造で、刃
の切れ味が長持ち。表面には目盛りや方眼、角度線などに加え、マスキングテープの細切り用ライン
も印刷しました。色は目に優しい半透明ブルー。オレフィン系樹脂製で臭いが少ないのもポイントです。
ポピュラーなA4サイズ、空きスペースに敷きやすい横長A3ハーフサイズ、コンパクトなA5サイズを用意。

プラバンやデカール、マスキングテープの切断
作業に便利。硬質材を軟質材で挟んだ3層
構造でソフトな刃あたりを実現。表面には方眼、
角度線、R曲線などを印刷しました。

A3用紙よりもひと回り大きく、プラバンやペー
パークラフトのカットに最適。硬質材を軟質材
で挟んだ3層構造なので、切り口が目立たず
刃の切れ味も長持ちします。

くわえ部の特殊樹脂が挟むものの傷つきを防
止。口の開き幅を2段階に調節でき、バネを内
蔵して作業性も抜群。RCカーのダンパーシャフ
トやピロボールの取り付けに最適。

くわえ部に特殊樹脂を装着して、挟むものに傷
をつけずに保持できるプライヤーです。RCエン
ジンのフライホイールの脱着に便利。最大口
開き幅46mm、8段階の調整が可能。

エッチングパーツを切り離した部分の仕上げに
最適なダイヤモンドヤスリです。硬いステンレス
製エッチングパーツでも軽い力でスムーズな切
削が可能。両面使える半丸タイプ。

ハードクロムコーティングにより、一般的な精密
ヤスリの3～ 6倍の耐久性と目詰まりの少なさ
を実現した小型精密ヤスリです。グリップ部は
滑りにくく手になじむ特殊コーティング仕上げ。

スリムに仕上げられた先端が特徴のラジオペン
チです。小さなパーツもつかみやすく、いりくんだ
所への取り付けに便利。真ちゅう線の曲げ加工
やカットもでき、各種の工作に幅広く使えます。

RCカー製作や一般工作に欠かせないラジオペン
チです。部品をしっかりつかんで、金属線の加工
もバッチリ。切り口が平らに仕上がる刃の形状も
ポイントです。強度十分なハイカーボン特殊鋼製。



2,530円（税込）

748円（税込）

2,420円（税込）

1,320円（税込） M・440円（税込）/L・550円（税込）

1,210円（税込）

880円（税込） 880円（税込） 880円（税込）

1,650円（税込）
0.1mm/0.15mm・2,420円  0.4mm/0.5mm・2,090円
0.2mm/0.25mm/0.3mm・2,200円（すべて税込） 1,650円（税込）

550円（税込） 550円（税込） 550円（税込）

990円（税込） 1,980円（税込）

3,190円（税込）

1,650円（税込）

990円（税込）

1,540円（税込） 5mm幅・2,750円（税込）/7.5mm幅・2,860円（税込）

858円（税込） Mサイズ・770円（税込）/Lサイズ・990円（税込）

1,540円（税込）2,420円（税込）2,310円（税込） 1,760円（税込）
3,300円（税込）

528円（税込）

1,650円（税込） 880円（税込）

1,045円（税込）

1,540円（税込）

660円（税込）

1,760円（税込）

858円（税込）

1,760円（税込）

660円（税込）1,980円（税込）

各990円（税込）

990円（税込）

1,650円（税込） 1,100円（税込）

770円（税込）

1,540円（税込）

16mm幅・2,420円（税込）/10mm幅・1,980円（税込）/
6mm幅・1,540円（税込）

1,650円（税込）

1,540円（税込）1,980円（税込）

2,178円（税込）1,100円（税込）

3,190円（税込）

1,540円（税込）2,200円（税込） 2,200円（税込）

3,190円（税込）

1,540円（税込） 各858円（税込）

※曲線刃2枚、平刃2枚、直線刃3枚が付属。モデラーズナイフの替刃も使えます。

※上記の精密ノコギリ3点はモデラーズナイフ（74040）、カッターのこⅡ（74111）に装着して使用することも可能。

※プラスドライバービットL（ショート）（69932：別売）770円（税込）
六角レンチドライバービット2mm（69933：別売）880円（税込）
六角レンチドライバービット2.5mm（ボールポイント）（69935：別売）968円（税込）
ボックスレンチビット7mm（69934：別売）880円（税込）

高精度なギザつき

刃部拡大 刃部拡大刃部拡大

※1.2～ 1.6mmのプラスビスに対応。

高精度なギザつき

カギ爪と縦溝つき

※Mサイズは2～2.6mm、Lサイズは
             3～5mmのプラスビスに対応。
※着磁タイプ。

※Mサイズは2～2.6mm、Lサイズは
             3～5mmのプラスビスに対応。
※着磁タイプ。

Mサイズ
（74119）

Lサイズ
（74120）

 

10mm幅 
（74059）

6mm幅 
（74069）

16mm幅 
（74058）

M（74007）

L（74006）

※軸径2.0mm。
※別売のスジ彫りブレードホルダーに装着して使用。

※軸径2.0mm。
※別売のスジ彫りブレードホルダーに装着して使用。

裏面

半丸・7.5mm幅  ※中目
（74073）

半丸・5mm幅  ※精密
（74126）

刃部拡大 刃部拡大 刃部拡大

74001

74004

74085

74093

74139

74150 74154 74156

7414874143

74159 74160 74161

74003 74023

74129

74102

74020

74108

1.5mm
（69901）

2.5mm
（69902）

3.5mm
（69903）

①

②

③

74111  

740057415174157 741317415274153

74103 74046

74040

74109

精密ノコギリ（74094）

74121

74031

74053

74052

7410474098

スジ彫用（74097）

74125

74068 74057

74091

74080

74024

カット用（74105）

7408874124

7401674158

74035

7404774155 74122

74123

74048  

0.1mm（74135）
0.15mm（74145）
0.2mm（74136）
0.25mm（74162）
0.3mm（74137）

0.4mm（74147）
0.5mm（74138）

デザインナイフ ★

精密ピンセット
（先丸・ツル首タイプ）

ハードコートヤスリPRO
（半丸・5mm幅/半丸・7.5mm幅）

モデラーズナイフ ★

精密ピンセット
（先丸・ストレートタイプ）

モデラーズナイフPRO ★

薄刃クラフトのこ ★

先細薄刃ニッパー（ゲートカット用）

精密ピンセット（ストレートタイプ） モデラーズポンチ用ビット
1.5mm/2.5mm/3.5mm

精密ニッパー

ストレートピンセット

RCツール8本セット

モデラーズニッパー （グレイ） プラスドライバー（M）
プラスドライバー（L）

スジ彫りブレードホルダー

モデリングテンプレート
（円  1～12.5mm）

モデリングテンプレート
（長円  1～6mm）

モデリングテンプレート
（正方形  1～10mm）

スジ彫り超硬ニードル20°スジ彫り超硬ブレード 0.1mm/0.15mm/
0.2mm/0.25mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm

モデリングブレード（平ノミ刃2mm）

モデラーズナイフPRO替刃
（細平刃）5枚

モデラーズナイフPRO替刃
（プラカット刃）5枚

モデラーズナイフPRO替刃
（引きかき刃）2枚

ツル首ピンセット ドライバー 8本セット
《ビルダーズエイト》

クラフトニッパー 
（プラスチック/軟金属用）

精密ピンセット
（逆作動・ツル首タイプ）

クラフトカッターⅡ

精密ピンセット
（逆作動・ストレートタイプ）

ベーシックヤスリセット
（中目ダブルカット）

精密カッター

デカールピンセット

ベーシックヤスリセット
（細目ダブルカット）

PカッターⅡ ★

クラフトピンセット

クラフトヤスリPRO
（平・16mm幅/平・10mm幅/平・6mm幅）

薄刃ニッパー（ゲートカット用）

精密ピンセット（ツル首タイプ）精密ピンセット（カギ爪タイプ） モデラーズポンチ（2mm・3mm）

カッターのこⅡ ★ プラスドライバー PRO（Mサイズ）
プラスドライバー PRO（Lサイズ）

曲線バサミ（プラスチック用）ミニ四駆曲線バサミ
（ポリカボディ用）

精密ピンセットバサミ ミニ四駆ドライバーセットPROラチェットドライバーPRO 
（プラスビットL付）

ミニ四駆プラスドライバーPRO

デカールバサミ

精密ノコギリ/精密ノコギリⅡ（スジ彫用）/精密ノコギリⅢ（カット用）

精密プラスドライバーPRO

エッチングバサミ ポータブルツールセット
（穴あけ用）

ボックスドライバー
（4mm/4.5mm） 

クラフトバサミ
（プラスチック/軟金属用）

ベーシックツールセットミニ四駆ツール
（ニッパー・プラスドライバー）

刃の部分を薄く仕上げたプラスチック専用ニッ
パーです。材質は特殊合金製で耐久性も十
分。刃部は高周波焼き入れでシャープな切れ
味が特長です。

先端にいくほど細くなっているので、力がかけや
すく小さな部品でもしっかりつかめます。材質は
ステンレス製で、高級感あるブラック・カチオン
メッキ仕上げ。

プラスドライバーMとL、マイナスドライバー、
5.5mmと7mmのボックスレンチ、1.5mm、
2mm、2.5mmの六角レンチ、脱着式グリップ
もセット。収納・持ち運びに便利です。

スケールモデルやミニ四駆などに最適なプラス
チック専用ニッパー。シャープな切れ味で部品
が切り取りやすく、耐久性も充分。グリップは
手によくなじむ軟質樹脂製です。

タミヤのRCカーに使われているプラスネジに合
わせて開発されたドライバーです。柄は手によくな
じみ、軸部分には強度十分な特殊合金鋼を使
用。様 な々工作や家庭用工具としても便利です。

スジ彫り超硬ブレードをはじめ、2mm軸タイプ
の替刃、デザインナイフ替刃が装着できるホル
ダーです。アルミ製の細軸にローレット加工を
施し、繊細な作業がしやすいのも特徴です。

スジ彫り超硬ニードルで円のスジ彫りをする
際にガイドとして使用するテンプレートです。
0.1mm厚のステンレス板に円を直径0.25mm
きざみで配置し、エッチング加工しました。

スジ彫り超硬ニードルで加工をする時に便利な
テンプレートです。飛行機モデルによく見られる
長円形のパネルなどのスジ彫りに活躍。幅1～
6mmの長円を0.5mm刻みで60個配置しました。

飛行機モデルの点検パネルなど、正方形のスジ
彫り加工に使用するテンプレートです。幅1mm
～ 10mmの正方形を0.5mm刻みで19個配
置。角の丸みが異なる4パターンを用意しました。

プラスチックモデルのスジ彫りに便利なニード
ルです。高品質の超硬合金（超々微粒合金）
に精密な研磨加工を施して切れ味と耐久性を
両立。直線はもちろん、小さなR曲線にも対応。

高品質な超硬合金に精密な研磨加工を施して
切れ味と耐久性を両立｡新しいスジを彫ったり､
凹モールドをシャープに彫り直すことができます｡

高速度鋼に精密研磨加工を施して鋭い切れ味
を実現した模型用の平ノミ刃。ニッパーやナイ
フが届きにくい場所やプラ材の加工、不要な
凸モールドを削り取る作業に威力を発揮します。

リブやモールドなど、平面上の突起をノミのよう
に削り取ることができる替刃です。せまく入り組
んだ場所でも取り回しやすい、4mmの刃幅が
ポイント。切れ味の良い合金工具鋼製。

手前に引いて溝を彫ることで、プラバンをきれい
にカットできる替刃です。Pカッター IIよりも刃
が薄く、精密な加工向き。薄いプラバンなどを
ガイドにすれば、模型のスジ彫りもOK。

刃の先端が直角に折れ曲がった替刃です。刃
を手前に引き、パーツの表面を薄く削るようにし
て使用。表面処理や整形、厚みを減らしてス
ケール感を高める加工に最適。刃幅は7mm。

ツルの首のように曲がったデザインが特徴。入
りくんだところへの部品の取り付けが得意です。
先端部の加工は入念に行われ、合わせはぴっ
たり。じょうぶなステンレス製です。

プラス、マイナスドライバーに加え、RCカーの
ホイールナットを締めるボックスドライバー 2本、
イモネジ用の六角レンチドライバーなど合計8
本を透明ケースにセットしました。

RCカーで使われている強化樹脂パーツの太
くて硬いゲートのカットに最適な中型ニッパー。
アルミや銅、真ちゅうなどの軟金属線の切断に
も使用でき、切断面がきれいに仕上がります。

グリップ部分を握ると先端部が開き、離すと先
端部が閉じる逆作動タイプ。モノをつまんだ状
態で保持でき、手が疲れにくいのが特徴。入り
組んだ部分の作業に適したツル首タイプ。

カッターナイフに比べて、シャープな角度の刃が
特徴。スライドマークやマスキングテープのカッ
トなど、特に細かな部分の作業に便利に使え
ます。替刃は30枚セット。キャップ付き。

シャープな先端形状の精密ピンセット（74047）
に比べ、先端を若干丸めたのが特長。つかむ
ものにキズがつきにくく、安全性が高いピンセッ
トです。材質は丈夫なステンレスSUS410。

RCカーのカーボン製パーツや金属パーツの加
工に最適なヤスリです。ステンレスなどの硬い材
質にも使用可能。両面使える半丸断面で先端
が細く、平面、曲面、穴などを削るのに便利です。

刃の強度アップと形状の見直しによりさらに使
いやすくなったカッターのこです。目の細かい刃
でプラスチックをカットしやすく、切断面がきれい
に仕上がります。2種類の刃をセット。

ミニ四駆やRCカーの製作に欠かせない高精
度のプラスドライバーです。ビットの寸法精度を
追求し、ビスの溝にぴったり合うので、ビスを傷
めにくいのが特長。手になじむグリップ形状。

RCカーのポリカーボネートボディの切り抜きも
手軽にできます。カーブした刃先は、細かな曲
線もスムーズにカットでき、根本の部分を使えば
直線切りもOKです。

ポリカーボネート製ミニ四駆ボディの曲線部分
のカットに最適なハサミです。指先でつまんで
開閉できるので、手がボディにぶつかりにくく、
入り組んだ部分やきつい曲線にも対応します。

ミニ四駆のポリカボディの入り組んだ部分のカッ
トなど、繊細な作業に力を発揮するピンセット型
ハサミです。全長約115mm、刃長約12mm。
切れ味の良い直線刃は刃物用ステンレス製。

ミニ四駆の組み立てに便利な高精度ツール。①
2mmビス用プラスドライバービット、②2mmナッ
ト、2mmロックナット、4mmピローボール用ボッ
クスドライバービットⅡ、③回転グリップで構成。

作業効率の高いラチェット機構付きのドライ
バーハンドルです。正転・固定・逆転のワンタッ
チ切り替えレバーや、早回し用グリップも装備。

模型作りの必須アイテム、刃折式のカッターナ
イフです。裏面にはホワイトでタミヤロゴをプリン
ト。オートロック機構を採用して、作業中に刃
が引き出されることなく安全に使用できます。

モノをつまんだ状態で保持でき、簡易バイスとし
ても便利です。ハンダ付け作業で熱くなりにく
い耐熱グリップ付き。向きを気にせず使えるスト
レートタイプ。本体はステンレス製。

プラスチックをはじめ金属や各種素材の削り加
工など模型や工作に幅広く使えます。平ヤスリ
と丸ヤスリ、半丸ヤスリをセット。どれも長さ約
16cmのコンパクトサイズです。

細かな部品のパーティングライン消しや、人
形改造のパテ盛り後の整形などに便利。
0.45mm厚の刃は粘り強く耐久性も十分、プ
ラスチックを削るのに最適です。替刃25枚付。

先端を約R1.5mmに丸めることで、つかむもの
にキズを付けにくく、安全性と先端の強度を高
めた高品質なピンセットです。握った力がダイレ
クトに先端に伝わるストレートタイプ。

ミニ四駆の組み立て作業に最適な短めの軸を
採用、高精度ビットにより確実な締め込み作業
が可能。すべりにくく手になじむグリップもポイン
トです。2～ 2.6mmのプラスビスに対応。

スケールモデルのスライドマーク、RCカーやミ
ニ四駆のステッカーのカットに最適。ステンレ
ス製のブレード部分は、糊がつきにくいフッ素
樹脂加工を施しました。

30°の鋭角刃を使用したカッターナイフ。狭いす
きまにも刃先が届きやすく、切断箇所が見やす
いのも特長。マスキングテープやデカールのカッ
トなど繊細な作業に便利。

スライドマーク貼りに最適なステンレス製ピン
セットです。精密に仕上げられた矢尻型の面で
挟むことにより、小さなデカールはもちろん、大
きなデカールも傷つけにくいのが特長です。

プラスチックモデルや金属の精密加工に便利
な平、半丸、丸ヤスリの3本組セットです。目は
交差したダブルカットで、粗さは細目。削った面
のスムーズな仕上がりが特長です。全長14cm。

金属製チャックとエラストマーグリップを装備し
た高性能ナイフ。直線刃は細かな切り抜き作
業に。曲線刃はフィルムや布、和紙なども滑ら
かにカット。平刃は彫り込みなどに便利です。

パーツのカットや、凹モールドの彫り直しに活躍するエッチング製ノコギリです。切断する部分の幅を
気にせずカットできる0.1mm厚の精密ノコギリ、スジ彫り作業に適した細かいピッチの刃が特徴の
精密ノコギリⅡ（スジ彫用）、曲がりにくい0.15mm厚としたカット専用の精密ノコギリⅢの3種類を
用意。用途に合わせて便利に使えます。それぞれに直線やR形状など、様々な形状の刃をセット。

極小ビスの締め付けに最適。高精度ビット（着
磁タイプ）により、ねじを傷めず確実な締め込み
が可能。真ちゅう製グリップは滑り止め加工を
施し、回転式エンドキャップを採用しました。

切断箇所が見やすく細かい作業に適した「小
型そり刃」を採用。硬いステンレス製のエッチ
ングパーツも簡単にカットでき、しかも部品を変
形させる心配もありません。

プラスドライバー (小 )、ドリル2mm、リーマーの
3点をセット。ミニ四駆などで多用する2mmビ
ス用の穴開けや肉抜き加工、さらにRCカーボ
ディのマウント用穴開けにも便利。

厚みのあるプラバンのカットや、プラスチックモ
デルのスジ彫り加工、ミニ四駆の穴あけ加工な
どに便利。刃幅が狭く曲面の内側でも使いや
すい形状。使用後は刃を収納できます。

密着する面ではさむので、紙やステッカーなどを
はさむ作業に最適。紙の折り曲げや貼り合わせ
などペーパークラフト製作に、また、デカールやス
テッカーの貼り付けなど模型製作にも使えます。

特殊波目にチップブレイカーを追加加工して目
詰まりしにくく仕上げ面もスムーズ。プラスチッ
クやパテの加工に最適です。

0.25mmと薄く、細かな刃で切り口がきれいに
仕上がります。プラモデルやRCカーの改造、
また工作の板材などのカットに便利。のこ刃は
長さ16cmでスペアの替刃1枚も付属。

ミニ四駆パーツ取り付け用の2mmナットと
2mmロックナットの締め付けに最適。グリップ
は手になじみやすく滑りにくいエラストマー樹脂
製で安定したネジの締め込みが可能。

プラスチックや真ちゅう板などの軟らかい金属を
切るためのハサミです。高品質なステンレス鋼
に特殊加工を施し、鋭い切れ味を実現。大型
のグリップで力のかかる作業にも威力を発揮。

模型作りに欠かせないニッパー、平ヤスリ、ピン
セット、カッターナイフ、そしてプラスドライバー、
マイナスドライバーの6点の工具をコンパクトな
ケースに収めました。

パーツのカットに大活躍のニッパーは切れ味の
良い高炭素鋼製。2～ 2.6mmプラスビス対応
のドライバーは、力を入れやすい三角グリップが
ポイント。ミニ四駆製作に欠かせないコンビです。

精密ニッパーよりも細く、薄く、シャープに仕上
げられた刃先が特徴。艦船モデルのマストのよ
うな細かい部品や、ランナーとのすき間が狭い
パーツのカットに威力を発揮します。

精密なパーツの多い艦船模型やエッチング
パーツなどを使った工作に活躍します。先端は
シャープなツル首タイプで入り組んだ部分の作
業に最適です。丈夫なステンレス製。

先端に4つのカギ爪と2本の縦溝を精密加工
したピンセットです。粒状のパーツやシャフトを
がっちりホールド。プラモデル製作はもちろん、
RCカーのギヤデフの組み立て・分解にも便利。

0.5mmまでの薄手のプラバンやマスキング
テープを小さな円形に切り出すのに使用します。
グリップ後端は作業性を高める回転式。2mm
と3mmのビット刃はワンタッチで交換可能。

プラスチックモデルの部品切り取り専用ニッ
パーです。繊細に仕上げられた刃先で切れ味
に優れ、さらに先細形状により、パーツとゲート
の間隔が狭い所でのカット作業に便利。

握った力がダイレクトに先端に伝わるストレート
タイプ。研磨加工仕上げのシャープな先端が
部品をしっかりホールド。全長115mmで手の
ひらにピッタリ収まります。ステンレス製。

モデラーズポンチに装着するビットです。刃は丈
夫な刃物鋼（クロムモリブデンバナジウム鋼）を
使用。切り出したプラバンを取り出す際に使用
する押出穴も開いています。交換はワンタッチ。

★印のアイテム用の替刃、ビット、樹脂パーツなども揃っています。詳しくは裏面の「カスタマーサービス取り扱いパーツ」をご覧ください。
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