
① パーツ確認
1  頭部　2 歯 A　3歯 B　4歯 C　5歯 D　6 顎　7 首　8 ボディ 1　9 ボディ 2
　背鰭 C1,C2,C3,C4,L1,L2,L3,LA1,LA2,LA3,LA4,R1,R2,R3,RA1,RA2,RA3,RA4　　全 27 パーツ

② 洗浄
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Checking the parts

Head

Neck

Chin

Body1

8 ボディ 2
Body2

Total 27 parts

Teeth-A
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Teeth-B

Teeth-D

背鰭 差込穴
Dorsal fin Insertion hole

Cleaning

複製の際塗られた離型剤を洗い落とします。中性洗剤とクレンザーを混ぜたもので歯ブラシを使ってよ
く磨く。綺麗に洗い流し、水弾きが無くなって指さわりがキュッキュッとなったら離型剤が落ちている。
Wash off the mold release agent applied during reproduction.
Brush well with a toothbrush using a mixture of neutral detergent and cleanser. 
The mold release agent is removed when it is rinsed off and no longer splashes.

レジン未組立未塗装キット

TM & © TOHO CO., LTD.

原型製作　タナカケンイチ
素材 レジン　全高 約 30cm

TM & © TOHO CO., LTD.
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C,L,Rと書いて
ある方が前

※インストの作例写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、HPでの作例写真をご覧ください。※インストの作例写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、HPでの作例写真をご覧ください。



⑤ 塗 装

③ バリ取り・パーティングライン消し

④ 接 着

＜下地・ベース＞
ガイアマルチプライマーを原液のままで全体に塗って下さい。これがレジンと塗料の接着剤にとなります。
ミッッチャクロンでもOKです（同じ成分）

＜全体・背びれ含む＞
ラッカー系のオレンジか赤。
ラッカー系のクリアオレンジやクリアレッド。

ラッカー系のダークグレイをウェットブラシ。凸部分に色を乗せる。
シンゴジラは凹凸の凹部分が赤いと思われがちですが、意外と黒い（グレー？）です。
赤いのはエラや胸の一部と背中くらいですので、資料をよく見ながら黒くしていってください。
黒や青などの沈んだ色でドライブラシ。

歯茎と唇の境目もはっきりとさせずに曖昧にさせましょう。

＜歯＞
ラッカー系の白をベース。アクリル系クリアオレンジ。シンゴジの歯は結構黄色いです。
根本をエナメルのグレー、ブラウン、赤でぼかす。

＜目＞
ラッカーかアクリルのホワイトにエナメルの黒で黒目を描きます。
初ゴジ同様、左右で黒目の向きが違いますので気を付けてください。

＜調整＞
艶消しクリアを吹いて完成！

※インストに載っている作例の写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、
HPでの作例写真をご覧ください。

湯口などのバリをデザインナイフ・ニッパーで切り取る。パーティングラインをリューターで削る。

Erase the parting line

Cut off the excess parts with a design knife or nippers.
Use a hand grinder to cut off the parting line created by the reproduction.

パーツ同士の合いが悪い場合、接着面・ダボを削る。マジックスムース（エポキシ接着剤）を使って接着。
隙間はエポパテ or ファンド or カラーパテで埋め、硬化後リューター等で削ってモールドと馴染ませる。

歯 A~Dの反りが大きい場合があります。
熱湯につけただけでは思うように直らないと思います。
ドライヤー等で局部的に温めと瞬間接着剤で端から部分的に接着とを繰り返し
ながら、接着して下さい。
中々難しいです…すいません…

※接着することで、塗装しにくい所（口内や股下など）がある場合はある程度塗装してから接着する。

Fastening with glue

If the parts are not joined well, use a grinder to remove the adhesive surface and dowels.
Use epoxy adhesive to bond the parts.
Fill in the gaps between the parts with epoxy putty.
After it hardens, scrape it off to blend it in.

Teeth-A,B,C,D...These are warped.
Dipping these in boiling water will not fix them as desired.
Please warm the edges of these with a hair dryer, etc., and glue them little by 
little with instant adhesives.
Very difficult task. Sorry...

Painting

I'm sorry.
The painting process is not explained in English.
This is because different countries have different types of paints that can be used.

補　足
背鰭など尖端が欠けていたりして尖ってない場合には

歯の先端に乗せ
硬化させます。

※硬化促進スプレーを使います

足りない場合は
硬化後もう一盛り

リューターで
削って成形します

完成！
シアノンもしくはカラーパテ
とベビーパウダーを混ぜます。

背びれや爪の先端に気泡が入っている場合も
つまようじなどで穴を開け瞬間カラーパテ or 瞬間接着剤シアノンを細ノズル経由で挿し
て下さい。瞬間硬化スプレーで硬化させリューターで軽く削ってください。
他の場所の気泡もこの方法で埋める事が出来ます。

If the dorsal fin or other apex is missing or not sharp enough.

Mix colored putty or 
cyanide glue 
and baby powder.

Use the same method to fill the holes caused by air bubbles.

Put it on the tip and let it harden.
If there is not enough, 
put it on again after curing.

Shaped by hand grinder.
Completion

※Use a hardening accelerator spray.

Supplement

fs-tanaken.com
HP内の問い合わせにてお願い致します。お問い合わせ

ホームページ

マジックスムース

水中エポキシ

ガイアマルチプライマー

ホライジングで発売されてるエポキシ接着剤。
エポキシでは最強の接着剤。
ネットだとホライゾンか造型ラボで入手可能。
もちろん他のエポキシ接着剤でも構わないが、
入手可能であれば迷わずこれを！

最強のプライマー。
薄めずに原液で筆塗り！
乾いたら放置せずにすぐ
下地色を塗ります。

ミッチャクロン

入手しやすくマジックスムースに近
い強力なエポキシ接着剤。
ホームセンターや Amazon で購入可

マジックスムースが買えない場合は！

ガイアマルチプライマーと全く同じもの。
価格はこちらが断然お得。
缶スプレータイプと 1L 缶タイプあり。
スプレーは細部に行き届きにくいので、
１L缶で筆塗りをおすすめ！
※フィニッシャーズのプライマーも
　良いらしいです！

ポイント


