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(C) 軽便鉄道模型祭事務局　2015
メール keibenfes@gmail.com

公式ブログ http://keibenfes.exblog.jp/
設計・製造　アルモデル

※注意： このキットは製品の特性上ある程度の経験者向けであり、小さなお子様や

工作知識のない方には適しませんのでご留意下さい。

このたびは第11回軽便鉄道模型祭記念エッチング板をお買い上げい
ただきありがとうございます。
　今回の題材は、昨年に引き続いて仙北鉄道のC型ロッド式ディーゼ
ル機関車・DC102です。実車は1952/昭和27年に、協三工業にて立
山重工製の蒸機・C156の足回り利用で製造されました。グリルやキャ
ブの造作はやや無骨で、キャブ後方の機器室の尻下がりスタイルと
もあいまって、車歴わずか1年違いのDC103の軽快さとは好対照をなし
ています。鉄道の廃止後は、旧・登米駅付近の公園にキハ2406など
とともに保存されていましたが、いつしか解体され、現在は動輪2軸の
みが残されています。

　この製品は車体の基本部分のみのキットであり、動力・各種ディ動力・各種ディ動力・各種ディ動力・各種ディ
テールは"おまかせ"テールは"おまかせ"テールは"おまかせ"テールは"おまかせ"となりますが、ぜひ各自の創意工夫でお楽しみ
下さい。
・パーツの切り離しは、歪みが出ないよう注意深くおこなって下さい。
板厚はt0.3t0.3t0.3t0.3となっておりますので、相応にデリケートな扱いが必要で
す。工具はマイクロタイプのニッパー、エッチング鋏、爪切りを推奨。
・板の折り曲げの際、スジ彫りが内側とならないケースもありますので
注意して下さい。
・組立にはハンダ付を推奨しますが、場所によっては瞬間接着剤／エ
ポキシで代用しても差支えありません。
・ボンネットやキャブの丸みを表現するために、角のヤスリ仕上げが必
要です。目の細かさの異なる金工ヤスリや耐水ペーパーを用意して
下さい。
・タップ立てが必要な箇所があります。M1.4・M1.2のタップをご用意下
さい。
・キャブ/ボンネット側面および点検蓋/床板車端部の裏面には手ス
リの追加工がし易いようにポンチマークがあります。
・塗装は脱脂洗浄、プライマーで下処理の後おこなって下さい。実物
はブルー1色塗で、屋根がグレー、ナンバーと社紋は窪みに赤が入り
ます。微妙な色調の再現は各自研究のこと。

キャブキャブキャブキャブ側板内板側板内板側板内板側板内板

砂箱砂箱砂箱砂箱↑↑↑↑(方向性有 他(方向性有 他(方向性有 他(方向性有 他にににに予備有)予備有)予備有)予備有)
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▲上の図は、エッチング板の、テンプレートを含む部分以外のランナーとゲート（バリ）を除いた状態です。これを参考に、位置決め用の突起をバリと
間違えて落とさないよう注意しながら切り離して下さい。一部のパーツ（手スリ、ブレーキシュー等）の使用はお好みで。
・赤いマーキング■の部分は、スジ彫りが外側になるように折り曲げます。／・黄色の丸印●にはM1.4、緑の丸印●にはM1.2のタップを立てます。

パーツ一覧パーツ一覧パーツ一覧パーツ一覧

キャブキャブキャブキャブ屋根屋根屋根屋根
+側板(外板)+側板(外板)+側板(外板)+側板(外板)
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点検蓋点検蓋点検蓋点検蓋

前前前前ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ
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  ナンバー  ナンバー  ナンバー  ナンバー、、、、
銘板(楕円)銘板(楕円)銘板(楕円)銘板(楕円)、、、、社紋社紋社紋社紋

キャブキャブキャブキャブ妻板妻板妻板妻板（（（（内板+補強枠内板+補強枠内板+補強枠内板+補強枠））））
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ステップステップステップステップ
(予備1個)(予備1個)(予備1個)(予備1個)

キャブキャブキャブキャブ
水切水切水切水切りりりり
(予備(予備(予備(予備

各1本)各1本)各1本)各1本)

テールライト(テールライト(テールライト(テールライト(予備2個)予備2個)予備2個)予備2個)

テールライトカバー(テールライトカバー(テールライトカバー(テールライトカバー(予備2個)予備2個)予備2個)予備2個)
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別付別付別付別付ヘッドライトカバーヘッドライトカバーヘッドライトカバーヘッドライトカバー
(曲(曲(曲(曲げｽｼﾞげｽｼﾞげｽｼﾞげｽｼﾞ有/無有/無有/無有/無の2の2の2の2種 各予備1個)種 各予備1個)種 各予備1個)種 各予備1個)

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ端面芯材端面芯材端面芯材端面芯材
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床床床床
板板板板

前前前前ﾎﾞﾝﾈｯﾎﾞﾝﾈｯﾎﾞﾝﾈｯﾎﾞﾝﾈｯ
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(予備各(予備各(予備各(予備各
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点検蓋点検蓋点検蓋点検蓋

後後後後ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 内側内側内側内側ｽﾃｰｽﾃｰｽﾃｰｽﾃｰ

キャブキャブキャブキャブ妻妻妻妻
板折曲板折曲板折曲板折曲げげげげ
角度角度角度角度テンテンテンテン
プレートプレートプレートプレート

前前前前ボンネット/キャブボンネット/キャブボンネット/キャブボンネット/キャブ側扉側扉側扉側扉
手手手手スリスリスリスリ折曲折曲折曲折曲げげげげ治具治具治具治具
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▼▼▼▼天窓天窓天窓天窓

ワイパーワイパーワイパーワイパー
(他(他(他(他に1に1に1に1組予備有)組予備有)組予備有)組予備有)

ボンネッボンネッボンネッボンネッ
トトトト側断面側断面側断面側断面
テンプテンプテンプテンプ
レートレートレートレート

キャブキャブキャブキャブ屋屋屋屋
根側断面根側断面根側断面根側断面
テンプテンプテンプテンプ
レートレートレートレート

ボンネッボンネッボンネッボンネッ
トトトト先端折先端折先端折先端折
曲曲曲曲げげげげ角度角度角度角度
テンプテンプテンプテンプ
レートレートレートレート

ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ(予備6個)予備6個)予備6個)予備6個)

後後後後ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ蓋蓋蓋蓋ﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾊﾝﾄﾞﾙ(ﾊﾝﾄﾞﾙ(予備4個)予備4個)予備4個)予備4個)
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■推奨動力装置■推奨動力装置■推奨動力装置■推奨動力装置
○アルモデル　ロッド付Ｃ型ＤＬ用動力装置【２】

■推奨パーツ■推奨パーツ■推奨パーツ■推奨パーツ（*下線付の品の入手は原則メーカーへ直接注文が必要）
○M1.4×2 or 1.5ビス 8本（車体と床板の組付用）、M1.2×4ビス 2本（カプ
ラー取付用）
○カプラー：【専用動力の場合】ナックル型：マイクロトレインズ＃1025
（#2004はスペーサー要）／ 朝顔型：アルモデル、イモン、モデルワーゲン
（MW）、ワールド工芸など各社
○ヘッドライト(2個)：キッチン 前照灯（中）、アルナイン Nゲージ小型おわ
んライト、ワールド工芸 標識灯、など
○ラジエターキャップ(1個)：MW 給油口(酒井5t用)　*φ1.0位の線材で代
用も可
○キャブ/ボンネット ドアハンドル(11個)：MW 汎用品　*φ0.5位の線材で
代用も可
○手スリ：φ0.3～0.4の線材（板に折曲げ治具有り）
○タイフォン：アルモデル HO/16番用 4個入
○砂箱：ワールド 頸城DC92用 左右各2個

仙北鉄道DC102 車体エッチング板 説明書  (C)軽便鉄道模型祭事務局（文責：cjm）　2015.10.4 軽便祭　仙北DC102キットや実物に関する情報は、

車体組立図車体組立図車体組立図車体組立図

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 端を表側に折返

してハンダ付後、孔に
M1.4タップ立てる

○エアータンク(1個)：アルモデル エアタンク(ローレリーフタイプ)、ワール
ド 汎用品　※いずれもスケール通り(φ3.5×11mm)と異なるので、こだわる
場合は適当な丸棒材より自作を。アルモデル製ロッド式動力使用の場
合、ロッドピンが当たるのを避けるため、半割の形状にしキット付属の台座
に貼り付けるとよい。
○ブレーキシリンダー(1個)：ワールド 日立15t用、珊瑚 沼尻DC12用（テコ
部分は当キット付属品を使用）
○ブレーキ廻りを再現する場合、ブレーキシュー、テコの取付ステーや
ロッド類は線材で適宜自作が必要。

■車体の塗色について■車体の塗色について■車体の塗色について■車体の塗色について
上回りのブルーは、印刷物として残されている実車のカラー写真の色調
が千差万別で判断が難しいのですが、各自研究を。
市販調色塗料では、強いていえばガイア ボトムズカラーのAT-06ブルー
が比較的近いように思われます。乗工社キハ2406の完成品に合わせるな
らMr.カラー#34 スカイブルーないしはフィニッシャーズのスカイブルー、褪
色した渋めの色に仕上げたければ、Mr.カラー#72 ミディアムブルー、マッ
ハ の#232 配管色・#242 JR貨物ライトブルーなどが適当でしょう。

屋根天板の曲げは、側板の内
板をハンダ付後、雑誌等の上
に置き丸棒状のものを押し当
てて転がし、軽くRをつけま
す。

キャブ妻板、前ボンネット先端、後ボン
ネット肩は、組立後組立後組立後組立後にヤスリがけしてカドにヤスリがけしてカドにヤスリがけしてカドにヤスリがけしてカド
ににににRRRRをつけますをつけますをつけますをつけます。。。。当該部分の裏側は予めハ
ンダを多めに盛るようにして下さい。

床板床板床板床板のののの折折折折りりりり曲曲曲曲げげげげ順序順序順序順序

キャブのキャブのキャブのキャブの組立組立組立組立

ボンネットのボンネットのボンネットのボンネットの組立組立組立組立

屋根の肩の曲げは、内側に
φ2の丸棒を当てながら行
うとよい

位置決めのツメ

は組立後切除

窓上の水切りの
別付品 取付は好
みで

前前前前

※車体手スリ・ドアハンドル・ブレーキシュー非取付／アルモデル製ロッド付動力使用の場合を示します。

ヘッドライト
アルナインおわん型など

ヘッドライトカバーは好
みにより別付品を使用

前ﾎﾞﾝﾈｯﾄ-
床板固定：
M1.4×2
2本

後ﾎﾞﾝﾈｯﾄ-
床板固定：
M1.4×2
2本

車体-動力固
定：M1.4×2
2本

ラジエターキャップ
(別売/自作)

テールラ
イトカ
バーは好
みで

★★★★タップをタップをタップをタップを立立立立てるてるてるてる位位位位
置置置置はははは、、、、裏面裏面裏面裏面のののの『『『『パーパーパーパー
ツツツツ一覧一覧一覧一覧』』』』をよくをよくをよくをよく参照参照参照参照
してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

砂箱フタ

①①①①②②②②

③③③③
反対側反対側反対側反対側もももも

④④④④
反対側反対側反対側反対側もももも

⑤⑤⑤⑤
反対側反対側反対側反対側もももも

後後後後

妻板を組むときは、まず中央の部分だけ
ハンダ付し、折り線に合わせて曲げ三面
折妻にしてからしっかりハンダを流す。

砂箱 右前側は
タイフォン(別
売)用台座付き

キャブ天窓は支柱を立て
て開放状態も可能

砂箱 左側
2個は共通

カプラー台座 前後で
寸法違うので注意
カプラー固定ﾋﾞｽは

M1.2×4

キャブ-床板固定：
M1.4×2  4本

動輪のバランス
ウェイトに立体感
が欲しければ別付
品を貼付け


