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人形改造コンテストはタミヤのプラスチックモデル

（1/35ミリタリーミニチュアシリーズ）の兵隊人形 

を使って楽しむ模型コンテストです。ベースと

なる人形を削ったり、腕や顔の部品を交換し

たり、パテなどで造形を施して仕上げていきま

す。ポーズや塗装をちょっと変えるだけの気軽

な改造から、全く別の人物やキャラクターに変身

させてしまう技巧作品まで、兵隊人形がベース

になっていればどんな改造でもOKです。身長 

約5cmの人形を手にとって、まずは自由な発

想で気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。 

またこのコンテストの楽しみは作品の仕上がりだ

けでなく、題材選びが大きなポイントになります。

毎回、ベースのミリタリー作品はもとより、映画や

スポーツ、芸能人のそっくりさん、その年々の話題、

流行が反映された作品、そして発想のおもしろさ 

で勝負のユニークなオリジナル作品が多数寄せ

られています。

■タミヤからは人形改造に必要な工具や塗料、

素材なども豊富に揃っています。ベースのキット

とあわせてお選びください。

《第49回人形改造コンテスト 作品募集》

第49回コンテストの作品を募集します。初めて

の方も気軽にご参加ください。●作品はおもにタ

ミヤの1/35ミリタリーミニチュアシリーズの兵隊

人形を使用したものに限ります。●応募は実物

作品を直接当社人形改造コンテスト係までお送

りください。応募の際には申込用紙と作品カード

が必要です。申込用紙はタミヤのホームページ 

www.tamiya.comからのダウンロード、また

は封筒に84円分の切手を同封し、住所、氏名、

電話番号を明記して当社人形改造コンテスト係 

までご請求いただいても結構です。●作品は 

1人何点でも応募できます。

●応募締め切りは2020年10月25日です。（当

日発送分まで有効。）詳しい募集要項などはタ

ミヤニュース2020年7月号、タミヤのホームペー

ジをご覧ください。

《人形改造作品集・作品パンフレット》

●コンテストの出品作品を掲載した人形改造作

品集が発行されています。ご希望の方はお近く

の模型取扱店でおたずねください。なお当社カ

スタマーサービスでも扱っていますのでお問い

合わせください。（バックナンバーは41号、42号、

43号、44号、45号、46号、47号があります。）

●第47回の作品パンフレットをご希望の方は封

筒に140円分の切手を同封し、住所、氏名、電話

番号、第47回人形改造作品パンフレット希望と明

記の上、株式会社タミヤ カスタマーサービス「人

形改造パンフレット47」係までお申込みください。
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One For All, All For One
SANETOMO NAGAYOSHI

Tamiya is always on your side
SHOWZIROW MORIO

 

金    賞 
永  実朋（59）鹿児島
One For All, All For One

 

銀    賞 
虫明 範雄（52）岡山
ありがとうイチロー  Thank You, Ichiro.

 

銅    賞 
森尾 しょうじろう（47）福岡
TAMIYA IS ALWAYS ON YOUR SIDE

話題賞  
永井 哲雄（36）群馬
講談師 神田松之丞 

話題賞  
長野 淳（51）神奈川
渋野日向子 

努力賞  
岡田 直人（51）栃木
ラオウ 

努力賞  
陳 加力（38）中国
骷髏幻戯図 

MM賞 
永島 健司（55）宮崎
陸上自衛隊 入浴支援活動

佳    作
淺木 紳士郎（51）東京
WEDDING MARCH
JOKER

戎井 聖貴（48）宮崎
Bliss!

大前 泰則（63）大阪
FAIRY（妖精）

奥山 潔（53）千葉
STAR WARS : THE LAST JEDI

櫻井 嘉幸（62）静岡
真田信繁

佐藤 邦彦（73）岩手
昆虫すごいぜ!

鮫島 俊弘（51）群馬
CHUCKY

首藤 理恵（56）大分
中邑菫 棋士

髙橋 司（62）千葉
「いいこだねー」

並河 祥太（58）東京
Big Win ! 逆転のトライ

西嶋 純一（61）神奈川
奇襲！（→食糧庫）
奇襲！（→野戦指揮所）

横山 央基（49）北海道
インターバル
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万葉集「梅花の歌」序文の作者・大伴旅人（諸説あり）
岸田 みどり   愛知   

ブレーメンの音楽隊
佐藤 邦彦   岩手   

天気の子
修理 秀隆   香川   

イナズマトライ!
コオリ アキヒト   東京   

ドイツ 冬季装備歩兵
奥山 潔   千葉   

BORDER LESS 1989 ベルリンの壁
フジワラ セブン   埼玉   

BRAVE BLOSSOMS
芳野 貴行   神奈川   

ボンバー
丸野 吉明   宮崎   

クロール ―凶暴領域―
江田 光司   神奈川   

小さな旅
南條 克洋   静岡   

日本軍詰所
中田 安彦   奈良   

「友、遠方より来たる」
臼井 隆博   長崎   

アマテラスとスサノオ 神々の化成 日本書紀1300年
増田 啓   京都   

のらくろ一等兵
村田 和丈   福島   

タピオカ戦士
柿沼 いづみ   埼玉   

レッドテビル
辻本 勝彦   大阪   

True Canadian Spirit!
飯塚 栄次   静岡   

伊能忠敬没後200年記念
横山 央基   北海道   

Near Russia Pskov,1941.
坂田 大輔   福岡   

ナイス・ドライバー 渋野日向子
國松 浩一   愛知   

ドイツ スナイパーチーム
日橋 信之   東京   

鉄人!MAX渡辺
長内 太郎   北海道   

激闘
上水 潤一   北海道   

進撃のリーチマイケル
森川 順二郎   奈良   

接敵
浮田 直人   香川   

サムライポーズ
大隅 洋   秋田   

factory
加納 芳之   北海道   

サヨナラ2ランスクイズ
大隅 洋   秋田   

戦闘訓練展示「前へ!」
村田 和丈   福島   

始球式の鈴木奈々
江田 光司   神奈川   

作る前に必ずお読みください
壁谷 孝久   静岡   

あした天気になぁ～れ
並河 祥太   東京   

堀部安兵衛
壁谷 孝久   静岡   

ショーケンの朝食
中山 均   北海道   

これからは一緒ですね!
千把 裕明   東京   

ベトナム小情景
城ノ下 晃   宮崎   

HELL BOY
長野 淳   神奈川   

自慢壁画のはじまり
増田 賢孝   大阪   

合間に癒しと自慢
北条 安彦   京都   

Yuriyan Retriever - America's Got Talent
近藤 一義   山口   

バランス芸「なさ毛ない」
壁谷 孝久   静岡   

ゲームセンターCX
林 勇介   東京   

ニッポンのバトンパス
鈴木 貴之   神奈川   

Hikakin TV
鴻上 亜美   香川   

2020年の挑戦 ケムール人
榊原 弘   静岡   

子供がまだ食ってる途中でしょうが!!
中山 均   北海道   

ミニ四子
安保 舞沙躬   埼玉   

北斎漫画 力持
佐藤 邦彦   岩手   

将校B
辻本 勝彦   大阪   

和令
岸田 みどり   愛知   

大石内蔵助
壁谷 孝久   静岡   

エルマーのぼうけん
本村 浩孝   鹿児島   

新しい元号は「令和」であります
岸田 みどり   愛知   

ゴジラの生みの親
後藤 麻夫   宮崎   

2020年の挑戦 何だこれ!
榊原 弘   静岡   

竈門 炭治郎
栗木 雅彦   愛知   

モコちゃん
壁谷 孝久   静岡   

High Heels
佐藤 邦彦   岩手   

鬼軍曹
壁谷 孝久   静岡   

なつぞら
和田 哲志   大阪   

早水藤左右衛門
壁谷 孝久   静岡   

長渕 剛
加納 芳之   北海道   

令和おじさん
大隅 洋   秋田   

はじめの一歩
内山 聖司   神奈川   

2020年の挑戦 消える～
榊原 弘   静岡   

またたび屋
渡辺 元   北海道   

LINEモバイルぅ～
壁谷 孝久   静岡   

ドコカノうさぎ@バーチャル美少女VTuber
吉田 ゆり   神奈川   

Inspection（視察）
飯島 宏文   長野   

なつぞら オープニングアニメ
江尻 八洲夫   石川   

不破数右衛門
壁谷 孝久   静岡   

りんごちゃん
本田 幹雄   滋賀   

装備を外してオリンピック始まるよ～
千把 裕明   東京   

時をかける少女「だれ!?...誰なの。」
村上 輝江   大阪   

THE LAST SCENE
首藤 秀利   大分   

小休止
筒井 健二   埼玉   

みのりん（SBSアナウンサー小沼みのり）
壁谷 孝久   静岡   

ケムリクサ
吉田 ゆり   神奈川   

第




