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■ランナーに組込の
　 治具各種 ⇒

　　　 ：　　　 ：　　　 ：　　　 ：ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ先端先端先端先端
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※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10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。
　今回は、仙北鉄道のC型ロッド式10tディーゼル機関車・
DC103です。1953/昭和28年に協三工業にて製造。セミセ
ンターキャブ構造かつスラントしたボンネット端面や丸みを
帯びたキャブの造作が特徴で、1950年代に各地の非電化軽
便にお目見えした蒸機改造名義の内燃機の中ではもっともス
マートな機体といえます。仙北廃止後の1968/昭和43年3月
には磐梯急行電鉄（沼尻鉄道）に転じましたが、庫の中に仕
舞い込まれてほとんど動くこともなく、約半年後の同社営業
終了と運命を共にしました。

　この製品は車体の基本部分のみのキットであり、動力動力動力動力・・・・各各各各
種種種種ディテールは"おまかせ"ディテールは"おまかせ"ディテールは"おまかせ"ディテールは"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。
・ボンネット先端やキャブ妻面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。

側板側板側板側板
＋＋＋＋

屋根板屋根板屋根板屋根板

側板内板側板内板側板内板側板内板

▲上の図はエッチング板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切り落とさな
いよう注意して下さい。
・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。

パーツパーツパーツパーツ一覧一覧一覧一覧

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾝ
ﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄ
(長)(長)(長)(長)
端面端面端面端面
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板妻板妻板妻板
（（（（外板外板外板外板））））

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ側面側面側面側面
点検蓋点検蓋点検蓋点検蓋

仙北鉄道 DC103

排障器排障器排障器排障器＋＋＋＋端梁端梁端梁端梁ｽﾃｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟ

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

ワイパーワイパーワイパーワイパー
(別位置(別位置(別位置(別位置にににに予備6個)予備6個)予備6個)予備6個)

キャブキャブキャブキャブ側板水切側板水切側板水切側板水切り(り(り(り(予備1本)予備1本)予備1本)予備1本)
▼▼▼▼

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(短)短)短)短)
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ﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾝ
ﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄ
(短)(短)(短)(短)
端面端面端面端面
ｽﾃｰｽﾃｰｽﾃｰｽﾃｰ

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(ﾎﾞﾝﾈｯﾄ(長)長)長)長)
正面正面正面正面グリルグリルグリルグリル

沼尻用沼尻用沼尻用沼尻用
端梁端梁端梁端梁

延長板延長板延長板延長板

ﾅﾝﾊﾞｰ,ﾅﾝﾊﾞｰ,ﾅﾝﾊﾞｰ,ﾅﾝﾊﾞｰ,
銘板,社紋銘板,社紋銘板,社紋銘板,社紋

▼▼▼▼ﾌﾞﾚｰｷｼｭｰﾌﾞﾚｰｷｼｭｰﾌﾞﾚｰｷｼｭｰﾌﾞﾚｰｷｼｭｰ

キャブキャブキャブキャブ妻板妻板妻板妻板
（（（（内板+補強内板+補強内板+補強内板+補強

エアタンクエアタンクエアタンクエアタンク台座台座台座台座とととと配管配管配管配管▲▲▲▲

動輪動輪動輪動輪
ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾗﾝｽ
ｳｪｲﾄｳｪｲﾄｳｪｲﾄｳｪｲﾄ

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾞﾝﾈｯﾄ上上上上
点検蓋点検蓋点検蓋点検蓋

(短(短(短(短・・・・長)長)長)長)

▲▲▲▲ブレーキテコブレーキテコブレーキテコブレーキテコ
B B B B (予備1個)(予備1個)(予備1個)(予備1個)
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ﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷﾃﾞｯｷ上上上上
砂箱砂箱砂箱砂箱ﾌﾀﾌﾀﾌﾀﾌﾀ
(予備2個)(予備2個)(予備2個)(予備2個)

キャブキャブキャブキャブ
側扉下側扉下側扉下側扉下

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 キャ キャ キャ
ブブブブ

妻板妻板妻板妻板
水切水切水切水切りりりり
(予備2(予備2(予備2(予備2

本)本)本)本)

別付別付別付別付ヘッドライトカヘッドライトカヘッドライトカヘッドライトカ
バー(バー(バー(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/無のののの

2種 各予備1個)2種 各予備1個)2種 各予備1個)2種 各予備1個)
ブレーキテコブレーキテコブレーキテコブレーキテコ▲▲▲▲

A A A A (予備1個)(予備1個)(予備1個)(予備1個)
▲▲▲▲ブレーキテコブレーキテコブレーキテコブレーキテコCCCC

(別位置(別位置(別位置(別位置にににに予備1個)予備1個)予備1個)予備1個)

床板床板床板床板

カプラーカプラーカプラーカプラー台座台座台座台座
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)

テールテールテールテール
ライトライトライトライト
カバーカバーカバーカバー
(予備(予備(予備(予備
2個)2個)2個)2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
○KATO　チビ凸用動力ユニット（11-103）

■■■■推奨推奨推奨推奨パーツパーツパーツパーツ（*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　【チビ凸動力の場
合】ナックル型： マイクロトレインズ#1130、KATOカプラーN ／
朝顔型：アルモデル ナロー用カプラーC
○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
○デッキ ツカミ棒（4本）：珊瑚 つかみ棒(小)、ワールド 汎用品など
*φ0.6前後の線材で代用も可
○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/キャブ縦雨トイ：φ0.3～0.4の線材（板に折曲げ治具有り）

仙北鉄道DC103 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）　2014.9.28 軽便祭　仙北DC103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

アルモデル動力：端を裏側
に折返してハンダ付後、孔
にM1.4タップ立てる。

○砂箱：ワールド 頸城DC92用 左右各2個
○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。

■■■■車体車体車体車体のののの塗色塗色塗色塗色についてについてについてについて
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。なお、沼尻に移ってからは、同社DC12と同様、濃
紺に白い窓枠となっていたようです。

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。

キャブ妻面とボンネッ
ト先端は、組立後組立後組立後組立後にヤにヤにヤにヤ
スリがけしてカドにスリがけしてカドにスリがけしてカドにスリがけしてカドにRRRR
をつけますをつけますをつけますをつけます。Rの具合
をみる際はランナーの
治具もご活用下さい。

★写真はボンネット
(短)側。キャブ妻板が
ドア2枚、ボンネット
正面はグリルではなく
ルーバーとなります。

動力別 床板動力別 床板動力別 床板動力別 床板ステーのステーのステーのステーの処理処理処理処理

チビ凸動力使用の場合、写真の黄色く塗った部分(床板四
隅とモーターカバーの肩・爪)を切除。キット床板は、ス
テーを切除し、裏側にt2.0のスペーサーをビス頭が来る
位置を避けて貼る。上下の取付は両面テープ等で。

　チビ凸動力：
　丸ごと切除

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
点検蓋のハンド
ル位置ニゲは、
左右とも全て短
ボンネット寄り
になります。

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

※図は『長』側

※手スリ・ドアハンドル・ブレーキシリンダ非取付／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
上：キッチン(中型)／下：アルナイ
ンおわん型 (奥に引っ込みすぎるの
でﾊﾟｲﾌﾟ等でｽﾍﾟｰｻｰを噛ませる)

カプラー
台座

固定ﾋﾞｽは
M1.2×4

エアタン
ク(別売/
自作)取付
位置は板
のｼﾙｴｯﾄを
参考に

ヘッドライトカバーは好
みにより別付品を使用

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

★★★★動力動力動力動力にににに取付済取付済取付済取付済のカプラーのカプラーのカプラーのカプラー台座台座台座台座はははは、、、、不要不要不要不要なのでなのでなのでなので外外外外してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
★★★★動力装置動力装置動力装置動力装置がキツくてがキツくてがキツくてがキツくて床板床板床板床板にはまらないにはまらないにはまらないにはまらない場合場合場合場合はははは、、、、フレームのフレームのフレームのフレームの
先端先端先端先端（（（（赤枠部赤枠部赤枠部赤枠部））））を0.3を0.3を0.3を0.3～0.5～0.5～0.5～0.5mmmmmmmm位削位削位削位削ってってってって調整調整調整調整してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

M1.4×2M1.4×2M1.4×2M1.4×2
 4本 4本 4本 4本

M1.4×2M1.4×2M1.4×2M1.4×2
 4本 4本 4本 4本

M1.4×2M1.4×2M1.4×2M1.4×2

ラジエターキャップ
(別売/自作)

正面ナンバーは
ボンネット(長)側のみ

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


