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ハンドルネーム kashy （かっしー）

ブログ kashy’s ToyBox https//kashy.info/blog/

2005.03 メルクリンＺゲージ オリエント急行セット等購入

2005.08 Spur Z Room：関西オフミ in Kyoto 参加

2007.05 Baden谷九 参加

ごあいさつ



私の改造・自作車両

2008.02 タカラ マイクロゲージ 24系北斗星
走行化改造 2010.12 近鉄電車 走行化改造

2017.09 ペーパークラフト TGV 制作
2018.12 Atlas Minitrains Settebelo
走行化改造

2011.01 EF58 + オハ35系 走行化改造

2015.12 Atlas Minitrains Le Mistral 
走行化改造



RM Models 227 (2014年7月号)
RM Models 227 (2014年7月号) 渡辺 進氏の投稿記事



サイクロン Zゲージ！ のブログ https://ameblo.jp/zgauge100606/ より

レールエキスポ京都 2014～2017



Osaka Z Day 2016



Osaka Z Day 2018
Osaka Z Day 2018

関西地方を走る列車を
中心に展示

485 系
ＪＲ⻄⽇本 雷⿃
団欒サロを含む

485 系
ＪＲ⻄⽇本 スーパー雷⿃

485 系
ＪＲ⻄⽇本 初期形
ボンネットタイプ雷⿃
381 系
ゆったりやくも

381 系
国鉄⾊パノラマしなの

103 系
国鉄 京阪神⾊
103 系
国鉄 ウグイス警戒⾊
関⻄線タイプ
201 系
⼤阪環状線
201 系
京阪神緩⾏線
C8 編成更新⾞

キハ58・28・65・キロ28
国鉄⾊

阪急
6300 系（Ｈマーク）

阪急
2300 系（嵐⼭線）

24 系25 形
トワイライトエクスプレス
第２編成

24 系25 形
ＪＲ⻄⽇本急⾏寝台列⾞
（銀河）

93 系
クモヤ93000 架線試験⾞

12 系700 番
ＳＬやまぐち号⽤
レトロ調・リニューアル

12 系
ゆうゆうサロン岡⼭新⾊

485 系
ＪＲ⻄⽇本 北近畿

EF81-129
⼀般⾊（ローズピンク）



Ｚファミリー 渡辺 進氏の自作車両

03 Ｎゲージ車両縮小コピー① キハ５８系「たかやま号」 04 Ｎゲージ車両縮小コピー② オハ１２系客車

01 ＺＪゲージ改造① クハ４８１ボンネット型先頭車 02 ＺＪゲージ改造② クロ３８１パノラマグリーン車

画像提供 ＠ReRe オークションストア



Ｚゲージ改造について

材料 テラネッツ485系・クラウンモデル24系等

設計 Ｎゲージのモデルを基本とし、68%に縮小し割り出します。

窓埋め
基本的にエパーグリーンのプラ棒を各サイズ揃えて適宜カットし、瞬間接着剤で埋め、400番のサ

ンドペーパーで成形します。

窓開け

けがいた線の各角をピンバイスにて穴を開け、デザインナイフで丁寧に余分なところを少しずつ削
り取ります。

成形
自分で使いやすいサイズの角材に、両面テープでサンドペーパーを取付て行います。
（素手で成形すると歪みが生じます。）

パーツ
パーツの無いものは、全てプラ棒より切り出します。
例 ボンネットタイプのキノコクーラーは4mm×2mmの角棒より

クーラーのダクト・モハ484の 車体ダクト等は、タバサ模型のＮゲージ用パーツを使用しました。

塗装
基本一般的にマスキングテープで、マスキングしスプレーで吹き付けます。
細いラインは、インスタントレタリングを特注して貼り付けています。



01 ＺＪゲージ改造① クハ４８１ボンネット型先頭車



1. 車体パーツ（485系）を全て分解します。
2. 運転席側ドアより左側へ1mmのところと、ドアより2つ目と3つ目の窓柱の中心でカットします。

左右とも同じように屋根とボディの境目もカットします。
切り取った側板の2つの窓の中心でカットし、
ドア側を右側のボデイに接着します。

3. 先頭部側板 プラ板にカーブの癖を付け、左右共、ボデイーに接着します。

4. 後部ダクト以外の屋根モールドを、全てカットします。
5. ボンネット上部現物合わせで、位置は屋根に揃える。前面内側にプラ様で厚みを追加します。
6. クーラー穴跡をプラ棒で埋め、瞬間接着剤で盛りサンドペーパーで平らにします。
7. サンドペーパーで屋根及び前頭部を成形します。

Ｚゲージボンネットタイプ加工手順



ライト部分・スカート

9.スカート
ボディの先頭部分にスカート取付台座を現物合わせで成形し、台座の周りを0.5mm厚プラ板を貼って
いきます。
スカート前面に種車の車体から連絡器を切り取り取り付けます。。
ボディーにスカートを取り付けます。
スカートに排障器を種車から切り取って取り付けます。

8. ライト部分の作成
3mm×1.5mmのプラ角棒を、図の用に2個カットします。
ボンネット側面左右に裾から1.5mmの位置から上部に
3mm切り込みを入れくり抜きます。
（ライトケースの前面を周りを残して0.5mm程くり抜き、

上0.7mm下0.5mmのライト用穴を開けます。



クーラー等の作成
10. クーラーの作成

4×2のプラ棒で斜線部分を削ります。16mmずつ必要数カットします。
両サイドを丸く成型し、斜線部を削ります。

クーラーにタヴァサ模型の新国電用グリルＢを付けます。
車体屋根に中心線を引き、クーラーの位置に印を付け、クーラーを取り付けます。

11.ベンチレーターの作成
1x2.5 図のように成形し、取り付けます。

12.クーラーカバー取付 薄い紙をカットし、木工用ボンドで取り付けます。



運転席屋根まわりの製作
13. 運転席屋根まわりの製作
運転席屋根 運転席窓 クーラー 運転台クーラー後部ダクト

種車の運転台屋根よりアンテナをカットし新しい屋根に接着します。
先頭裾部分に1mm角棒を巻き、サンドペーパーで成形します。



屋根上等の処理
12.屋根上等の処理
モハ485及びサロ 屋根上クーラー・ベンチレーター撤去します。前後のダクトカバーは残します。

クーラー穴をプラ角棒で埋め、瞬間接着剤で盛り、サンドペーパーで成形します。
モハ484（パン付き） 屋根不要部分を削除し、クーラー部にプラ板で穴埋め、ペーパーで成形します。

側面ボディ全体を2.5mm右へ移動し、左右共全体をカットします。
屋根上を成形後ランボードを付けます。
ドア側から1つ目の窓を左右共埋めます。（3mm××6.75mmのプラ板）

車体カット ドア側から5mm、反対側妻板から2mmで左右共カットします。
カットしたボディの窓埋め部を左から2.5mmのところでカットし、カットした部分
を左側の除問に埋めます。
ドア左の窓理めしたところをくり抜き、切り抜いた側板を元に接着します。

屋根上配線 碍子は0.8線を0.8穴を開けけ7か所立てます。
配線は0.4線をハンダ付します。

ルーバー タヴァサ模型製側面ルーバーを車体裾から1.5mmと4.5mm妻板から1.5mmと
ドアから2mmに取り付けます。



02 ＺＪゲージ改造② クロ３８１パノラマグリーン車

パノラマ車両等の先頭部

Ｎゲージの模型より測って縮小したサイズのプラ材を切り出して現物合わせで成形します。
風防等は透明塩化ビニール板で切り出してドライヤーの熱で丸棒等をガイドに曲げていきます。
（少々塩ビに白い筋が入ってもドライヤーで軽く炙れば筋は消えます）
現物合わせで成形し、接着は液体の流し込み用を使用しました。はみ出た接着剤は、つまようじ
等の先でこすれば取れます。

画像提供 ＠ReRe オークションストア



381系車体の製作

上段 381系
下段 485系
画像提供 ＠ReRe オークションストア

車体の製作

屋根モールドを、全てカットし、クーラー穴跡をプラ棒で埋め、瞬
間接着剤で盛りサンドペーパーで平らにします。
各車、プラ板で作成したベンチレーターを取り付けます。

モハ381（パン無し）小窓を開け、ドアを移設します。

モハ380（パン付き）プラ板で作成したランボードを取り付けます。



485系雷鳥パノラマ

14系特急形客車シュプール

485系しらさぎ (青鷺) パノラマ クモヤ 443系 192系 検測試験車

485系ボンネット型白鳥 485系 3000番いなほ上沼垂色

画像提供 ＠ReRe オークションストア

渡辺氏の改造車両



03 Ｎゲージ車両縮小コピー① キハ５８系「たかやま号」



04 Ｎゲージ車両縮小コピー② オハ１２系客車



Ｎゲージの製品を縮小コピーしてＺゲージのペーパーモデルを作成

画像提供 ＠TOMYTEC



Ｚゲージペーパーモデル作成手順 車体

車体の組み立て
1.元になるＮゲージのモデルを選び、カラーコピーで5面縮小コピー（68 %）します。
（左右側面コピーは、床下機器をつけたまま、前後の妻面は床下を外します。）



車体の組み立て
2. 車体両側面と妻面を厚紙にスプレー糊で接着します。
（この時点でクリアーを数回塗装しておくのも良いでしょう。）

3. 屋根上機器は、それぞれ後部妻面より機器の中心までの長さを測っておきます。
4. 床下は、前後の端から台車の中心までと、機器の端までの長さを測っておきます。
5  車体の側面と妻面を切り抜きます。
6. 妻面の両サイドに側面の厚みを紙1枚残して切り取ります。（妻と側面の接着面）
7. 妻面の屋根板接着面も同様に紙1枚残して切り取ります。
8. 妻面、側面の切り口に薄めた木工用ボンドを塗っておきます。
9. 前面のカーブは裏側にスジ彫りし、瞬間接着剤を流し固めておきます。

10. 妻面・側面を木工用ボンドで接着し、箱型に組み立てます。
（角を直角になるように注意します。）接着面に瞬間接着剤を使います。

11. 車体内側に床板止めをt1.0×l.5×車体長の治具を使って取り付けます。
12. 床下機器を切り抜き。台車のモールドが復製出来ない場合は、これも切り抜きます。
13. 床下機器は裏にもう1枚厚紙を貼り、厚くしておきます。

上 カラーコピー
下 模型



屋根板の作成
屋根板の作成
1. 必要なパーツをそろえます。
（クーラー・ベンチレーター・水タンク・アンテナ・排気管・パンタグラフほか）

2. 屋根板は、ボディーの縦横サイズを測り、t1.2mmのプラ板より切り出します。
厚みは妻板のカーブに合わせて必要な厚みをプラスします。

3. 屋根板の下にもう1枚ボデイーの中にはめ込むためのt1.0mmのプラ板を貼ります。
（サイズはボディの内サイズ）

4. 屋根板を粗目のサンドペーパーで妻板のカーブに合わせて成形します。
5. 細かい目のサンドペーパーで仕上げをします。
6. 屋根上に、機器の位置に印を付け、必要な穴を開けます。



床板の作成
床板の作成
1 . t1.2mmのプラ板でボディの内サイズで切り出します。
2. 左右端から14mmのセンターに1.8mmの台車取付穴を開けます。
3. 穴の位置にエコーモデルの2.1mm穴・t0.5のワッシャーを取り付けます。
4. 床下機器にクリアーを塗装します。
5. 左右端から21mmの間に床下機器を取り付けます。
6. 床板端から22mmのセンターに1.5mm穴をあけ、1mm角長さ2mm棒を立てます。（台車止め）
7. 床板両端にプラ板とプラ棒で作成したカブラーボックスを取り付けます。



台車の作成
台車の作成
1. Ｚゲージの製品の台車のモールドをレジンコピーします。
2. Ｚゲージの製品に合う台車が無い場合は、Ｎゲージ製品を縮小コピーします。
3. テラネッツの489系の台車のモールドを削り取ります。
4. レジンコピーまたは縮小コピーした台車のモールドを取り付けます

Ｚゲージ製品より レジンコピー



塗装
塗装
1. 屋根板 （機器にマスキング） No.35ダークグレー
屋根上機器の塗装 No.9ねずみ1号
床板 No.10黒

2. 車体の接着面に色指し、その他気になるところの色の修正をします。
3. 車体をクリアーで数回仕上げを行います。



組み立て
組立
1 .屋根板にクーラー・ベンチレーター他各パーツを取り付けます。
2. 屋根を車体に取り付け、少しずつ内側から瞬間接着剤を付け正確に固定します。
3. 前面屋根おでこのすき間を任意のサイズで紙をカットし貼り付け成形します。
4. 塗装を繰り返し、クリアーで仕上げます。
5. 床板に台車をナット（エコーモデル2mm）で取り付け、反対側におもりを取り付けます。
6. 両面テープを床板に貼り、車体に取り付けます。
7. カブラーを取り付けます。
8. 必要に応じてホロを取り付けます。



ジョイフルトレイン

画像提供 ＠くまどん



作品リスト１



画像提供 ＠くまどん

作品リスト２



作品リスト３



作品リスト４



ありがとうございました。
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