
2015 New Items

質感さえも表現する
ハイグレード塗装
タミヤエアーブラシシステム
筆塗りに比べて薄く均一に塗装でき、自由に調色したカラーが使え、グラデーションや複雑な

迷彩などハイテクニックな塗装が楽しめるのがタミヤのエアーブラシシステム。ベーシックな

コンプレッサーとエアーブラシのセットから、上級モデラーもなっとくの繊細な塗装が可能な

エアーコンプレッサーやエアーブラシまで豊富にラインナップ。塗装表現の幅を広げてモデル

の仕上がりにいっそうのリアリティをプラスします。また、各エアーブラシは塗料の薄め方や

吹き付け距離、手入れの仕方などが詳しく書かれた説明書付きですから初めての方でも安心。

さらにスプレーワークとコンビで使って塗装作業の効率を高めるペインティングスタンド、

また室内での吹き付け塗装に欠かせないペインティングブースなども揃っています。
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21,800円（税別）

夜間の塗装作業でも音や振動が気にならな

い低騒音設計のコンプレッサーです。特殊な

内部構造により作動音を極力おさえるととも

に、モーターの回転運動をそのまま利用して

圧縮できる4つの空気室を持ち、脈流が少な
く安定したエアーを供給。細い線の連続吹き

やグラデーションでも塗料がとぎれることな

く、美しいエアーブラシ塗装が楽しめます。

スプレーワーク 
HGコンプレッサーレボII

8,600円（税別）

今までにない低価格と、軽量コンパクトなサイ

ズが魅力のコンプレッサーです。ちょっとした

塗装や細やかな迷彩などに使える吐出量を確

保。電源は家庭用の100Vコンセント。HGエア
ーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タ
ミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそ
のまま使えます。コンプレッサー本体に加えて

ACアダプターやエアーホースもセットしました。

スプレーワーク 
コンパクトコンプレッサー

33,600円（税別）

安定したエアー供給と静かな作動音が特徴

のHGコンプレッサーレボIIにダブルアクショ
ンタイプのエアーブラシをセットしました。コ

ンパクトで場所を取らない本体ボディはホワ

イトカラー。HGエアーブラシIIIは、広い面積
の塗装から幅1mm以下の細吹きもこなすス
タンダードタイプです。形状が違う3種類の
エアーブラシホルダーと防振マット付き。

スプレーワーク HG コンプレッサー
レボ II （HGエアーブラシIII付き）

10,800円（税別）

グラデーションや迷彩塗装などを手軽に楽し

める吹き付け塗装用の基本セットです。メタリ

ックやクリヤーカラーもきれいに仕上がり、好

きな色が使えるのも魅力。エアーブラシのノズ

ル口径は0.3mmで、広い面積から幅約2mm
の細い線まで塗装可能。コンプレッサーはタ

ミヤ7.2Ｖバッテリー各種（別売）、または専用
のACアダプター（別売）が使える2電源方式。

スプレーワーク ベーシック
コンプレッサーセット（エアーブラシ付き） 

繊細な吹き付け塗装に威力を発揮するエアー

ブラシです。幅0.5mm以下の細い線の吹き
付けも行え、1/72の飛行機モデルの細かな
迷彩塗装などに最適です。また容量3ccの塗
料カップは本体と一体化してヘッドまわりを

軽量化。取り回しが楽で安定した作業ができ、

使用後の洗浄も簡単です。本体は高精度の

金属製クロームメッキ仕上げ。

11,000円（税別）

スプレーワーク
HGスーパーファインエアーブラシ

16,000円（税別）

カーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗

装、またメタリック塗料やサーフェイサーの

吹きつけに最適な太吹き用の高性能エアーブ

ラシです。本体は精度が高く耐久性に優れた

金属製。長時間の作業でも指がつかれにくい

トリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グ

リップを採用しました。容量15ccの大型塗料
カップ付き。ノズル口径は0.5mm。

スプレーワーク
HGエアーブラシワイド（トリガータイプ）

0.5mm
ノズル口径

長時間の作業でも指が疲れにくいトリガータ

イプの高性能エアーブラシです。グリップは

握りやすい樹脂製、ノズル口径は細吹き性能

を重視した0.2mmで、幅0.5mm以下の細い
線の吹き付けができ、ニードルストッパー付

きですので、吹き幅を一定にできます。容量

7ccの塗料カップは洗いやすい一体型で、塗
料のたれを防ぐ溝もついています。

15,800円（税別）

スプレーワーク  HGトリガー
エアーブラシ（スーパーファイン）

0.2mm
ノズル口径

長時間の作業でも指が疲れないトリガータイ

プを採用したエアーブラシです。幅1mm以下
の細吹きがこなせ、しかもダブルアクション

タイプですから吹きはじめの塗料の飛びが

ほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。本

体は塗料カップも含めて高級感ある金属製

です。HGコンプレッサーをはじめ一般の模
型用コンプレッサーに接続できます。

15,800円（税別）

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ

0.3mm
ノズル口径

0.2mm
ノズル口径

0.3mm
ノズル口径

0.3mm
ノズル口径

28,800円（税別）

本格的な吹き付け塗装が手軽に行えるエア

ーブラシとコンプレッサーのセットです。夜間

の作業でも音や振動が気にならない低騒音

設計に加えて、脈流が少なく安定したエアー

供給が特長のHGコンプレッサーレボIIと、構
造がシンプルで、細吹きから広い面積の塗装

まで幅広くこなすHGシングルエアーブラシを
組み合わせました。

スプレーワーク HGコンプレッサー
レボII（HGシングルエアーブラシ付き）

0.3mm
ノズル口径

36,600円（税別）

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる

セットです。低騒音設計のHGコンプレッサー
レボIIに、HGトリガーエアーブラシをプラス。
繊細な作業が可能なダブルアクションタイプ、

しかも樹脂製グリップ付きで、長時間の作業

でも指が疲れにくいのが特徴。ボカシ塗装や

グラデーションなどのハイグレードな塗装仕

上げが楽しめます。家庭用100V電源を使用。

スプレーワーク HGコンプレッサー
レボII（HGトリガーエアーブラシ付き）

0.3mm
ノズル口径

サイズ：100×105×55mm

600円（税別）

長さ1.5mの透明ホースの両端
にジョイントキャップを備えた

エアーブラシ用ホースです。

エアーブラシ用エアーホース
（1.5m レボII用）

1,800円（税別）

1台のコンプレッサーのエアー
を3つに分岐させるための
ジョイントです。

エアーブラシ用3連ジョイント

※ジョイントはPF1/8（S）サイズ

※ジョイントサイズはPF1/8（S）仕様
※使用圧力は0.15MPa以下

1,500円（税別）

エアーブラシとホースの間に

接続し、ダイヤルを回して

エアー圧を調整します。

エアー調整バルブ

※ジョイントサイズはPF1/8(S)
※ベーシックコンプレッサー、
コンパクトコンプレッサーには使用できません。

容量7ccのカップを一体型としたトリガーエア
ーブラシです。洗いやすく、奥まったところに

残りやすいメタリック塗料の粒子もきれいに

取り除けるのが一体型の特徴。カップには塗

料のたれを防ぐミゾも付いています。もちろ

んトリガーならではの疲れにくさもポイント。

ノズル径は0.3mm。幅１mm以下の細い線の
吹きつけから広い面積の塗装までこなします。

15,500円（税別）

スプレーワーク HGトリガー
エアーブラシ（カップ一体型）

0.3mm
ノズル口径

ダブルアクションの定番モデル「スプレーワー

クHGエアーブラシIII」に細吹き性能を重視し
たノズル口径0.2mmタイプが登場です。指先
にフィットするボタン形状で微妙なコントロー

ルが可能。幅0.5mm以下の細い線の吹き付け
も行え、1/72の飛行機モデル、1/48戦車モデ
ルの迷彩など繊細な塗装に最適。塗料カップ

は容量7cc、別売の塗料カップも装着できます。

12,800円（税別）

スプレーワーク HGエアーブラシIII 
（スーパーファイン）

0.2mm
ノズル口径

★ACアダプターSWA-3［ITEM 74529］4,000円（税別）
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380円（税別）

ペインティングスタンドやワークスタンド、卓

上塗料スタンドのスリットに差し込んで固定

可能。パーツの塗装や乾燥に便利です。

ペインティングスタンド用
ワニグチクリップ（4個）

1,500円（税別）

スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機

種をクリーニングするためのツールです。クリ

ーニングブラシ極細、中、ノズルシール剤、高

粘度グリス、ノズルレンチをセットしました。

スプレーワーク エアーブラシ用
クリーニングセット

17cc・300円（税別）
40cc・500円（税別）

大型モデルの塗装や厚吹きする時などに便

利に使える大容量カップ。半透明の樹脂製で

軽く、取り回しも気になりません。

スプレーワーク 
塗料カップ（樹脂製17cc/40cc）

1,500円（税別）

スプレー塗装の作業効率を高める回転式の

塗装スタンドです。1/24カーボディを固定で
きるスタンドと、テーブルの2種類をセット。
スタンドは固定用スプリングの調整が可能。

直径16cmのテーブルには数種類の穴が開け
られ、パーツが付いたままのランナーやプラ

棒などが差し込めます。パーツを固定するの

に便利なクリップ4個もついています。

スプレーワーク
ペインティングスタンドセット

24,800円（税別）

室内での吹き付け塗装に欠かせない塗装用

ブースです。前面パネル周辺部にスリット状

の吸気口を配置して塗料の吹き返しを防止

し、2基のシロッコファンが余裕の排気風量
を実現。エアーブラシをはじめ、1/35MMや
1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも対応。
折りたたみ式エプロンフードや取っ手付き。

家庭用電源AC100V専用。

スプレーワーク
ペインティングブースII（ツインファン）

16,800円（税別）

シロッコファンを1基搭載したエントリーモデ
ルです。ツインファンと同じ本体構造により

塗料の吹き返しを低減。迷彩塗装やつや消

し塗装など、塗料の噴射量が比較的少ない

作業に適しています。また、ファンを増設（別

売）すれば、ツインファン仕様にパワーアップ

できるので、模型製作が上達した後も安心で

す。家庭用電源AC100V専用。

スプレーワーク
ペインティングブースII（シングルファン）

塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まった

ところに残るメタリック塗料の粒子もきれい

に取り除けます。カップは塗料のたれを防ぐ

溝付き。メインレバーは操作しやすいR形状。
幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装
やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、

全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げ可能。

ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7cc。

12,300円（税別）

スプレーワーク 
HGエアーブラシ（カップ一体型）

0.3mm
ノズル口径

グラデーションや迷彩などのハイテクニック

な吹きつけ塗装が楽しめる、入門用に最適な

セット。エアーブラシはシンプルな構造のシン

グルアクション、幅約1mmの細吹きから広い
面積の塗装までこなします。付属のエアーカ

ンは地球温暖化防止のためにDME（ジメチル
エーテル）ガスを採用。ホースは柔軟性に優

れ、取りまわしがしやすいカールタイプです。

9,400円（税別）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシセット（180D）

0.3mm
ノズル口径

※模型キット、塗料、エアーブラシなどの
　工具類はセットに含まれていません。

※模型キット、塗料、エアーブラシなどの
　工具類はセットに含まれていません。

★別売り交換用フィルターもあります。ペインティングブースII 交換フィルター［ITEM 74535］1,400円（税別）

Item No：74539

1,400円（税別）

エアーブラシを2本同時にかけられる樹脂製
スタンド。トレイ状のベースにはスペアボト

ルや調色スティックを置くことが可能。塗料

の希釈に便利なロングタイプのスポイト付き。

スプレーワーク
エアーブラシスタンドII

幅1mm程度の細吹きや繊細な迷彩塗装、
グラデーション、さらにカーモデルのボディ

など広い面積のつやあり塗装まで幅広くこ

なすエアーブラシです。シンプルな構造のシ

ングルアクションタイプで扱いやすいのも

ポイント。本体は精度の高い金属製のクロ

ームメッキ仕上げで耐久性も十分です。金

属製カップの容量はたっぷり入る15cc。

7,200円（税別）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシ

12,800円（税別）

吹き付けながら吹き幅を調整できるダブルア

クションタイプを採用。幅1mm以下の細吹き
までこなす本格派です。作業時のポイントと

なるメインレバーは操作がしやすいR形状と
し、滑り止め加工を施して使いやすさをいっ

そう追求しました。ボカシ塗装やグラデーシ

ョンのような微妙な塗装はもちろん、全面塗

装やグロス塗装も美しく仕上げられます。

スプレーワーク
HGエアーブラシIII

0.3mm
ノズル口径

0.3mm
ノズル口径

※エアーブラシ、
スペアボトル、
調色スティック
は付属しません。

本格的な吹き付け塗装の入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのシ

リーズです。本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは洗いやすい一体成形。ニードル保持部

分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しました。

●スプレーワーク エアーブラシ用 
クリーニングブラシ 極細（74550）500円（税別）
●スプレーワーク エアーブラシ用
クリーニングブラシ 中（74551）460円（税別）

★塗料カップ7cc。

7,800円（税別）

スパーマックス 
エアーブラシ SX 0.3D

9,600円（税別）

スパーマックス 
エアーブラシ SX 0.5D

霧の粒子《細かい》

HGワイド ●
HGシングル  ●

●HG スーパーファイン

●HG 
　エアーブラシ III

ベーシック
エアーブラシ  ●

●タミヤバジャー
　350 II

タミヤバジャー
　　　250 II ●

霧の広がり
《狭い》

霧の粒子《粗い》

霧の広がり
《広い》

カーモデルのボディなど
広い面積のつやあり塗装に

情景のベースや繊細さを
必要としない塗装に

小スケールの迷彩塗装
など繊細な吹き付けに

●HGトリガー

おもなエアーブラシの霧の状態（イメージ図）

単品売りのブラシもあります。《エアーブラシライトシリーズ》

各エアーブラシの性格をイメージしたもの
です。吹き幅は塗料の量を調節したり、塗装
する物との距離で変えることができます。

0.3mm
ノズル口径

★塗料カップ15cc。

0.5mm
ノズル口径

3,300円（税別）

ベーシックコンプレッサーセットのエアーブ

ラシです。メタリック塗料用やクリヤー塗料

用など、塗料に合わせた使い分けのために揃

えておくと便利。幅約2mmの細い線から幅
広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、メンテナ

ンス性にも優れています。エアー源としては、

ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサ
ーレボがそのまま使えます。

スプレーワーク
ベーシックエアーブラシ

0.3mm
ノズル口径

中

極細
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TAMIYA SPRAY-WORK HG-S

キャリングハンドル

タミヤエアーブラシシステムの各エアー源と各種エアーブラシの接続方法

タミヤ・カスタマーサービス 取り扱いパーツ

●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。●予告なしに価格、製品内容などが変わる場合があります。●情報は2015年5月現在のものです。

最新情報はこちらへ ［tamiyashop.jp］［www.tamiya.com］ 便利なネットショッピング 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原 3-7 株式会社 タミヤ

《送料について》個々の製品の送料については、タミヤカスタマーサービスにお問い合わせください。

タミヤバジャー用スペアボトル
（11967001）

調色した塗料の保存に最適。タミヤバジャーエアーブラシに直接取
り付けが可能。120円（税別）

変換用ジョイントバルブ S
（17807073）

他メーカー品のエアーカン直付式エアーブラシをPF1/8サイズオス
ネジ（S）に変換する場合に使用。1,300円（税別）

ベーシックエアーブラシ用
ジョイントキャップ（17807158）

ツインファン用背面パネル・ハンドル
（19804399）

ファンユニット（ビス付き）
（19804398）

エアーカン用レギュレーター
Oリングセット（89932）

ジョイントキャップが交換できる、他メーカーのエアーホース（PF1/8
サイズ）を接続する場合に必要です。300円（税別）

スプレーワーク・HGコンプレッサー
エアーチューブ（89931）

ベーシックコンプレッサーセットやHGコンプレッサーレボ用のエア
ホース、ジョイントキャップ等のセット。420円（税別）

エアーカンに取り付けるレギュレーター用のOリング。エアーの漏
れを防ぐため定期的な交換が効果的。100円（税別）

ペインティングブース用排気ホース
（50cm）（89933）

ペインティングブース各タイプに使える、延長用排気ホースです。
自由に曲げられる蛇腹タイプ。700円（税別）

スペアポリタンク250（2個）
（89938）

混色した塗料を保存するのに便利な、たっぷり入る250mlサイズ
の容器。メモ用ステッカー2枚付。400円（税別）

スプレーワーク ペインティングブースII（シングルファン）［74538］を下
記パーツの追加でツインファン仕様（風量2倍）にパワーアップできます。
●ペインティングブース用排気ホース（50cm）（89933）・700円（税別）×1
●ツインファン用背面パネル・ハンドル（19804399）・1,200円（税別）×1
●ファンユニット（ビス付き）（19804398）・5,200円（税別）×1

使　　用　　用　　途製　　　品　　　名

高品質な上級者向けまで豊富に揃ったタミヤエアーブラシシステム・スプレーワーク。下図を参考に、用途に合わせてシステムを完成させてください。

スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセット（74520）
★付属エアーホース：ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク・コンパクト
コンプレッサー（74533）
★付属エアーホース：
　ジョイントサイズ 1/8（S）

タミヤ7.2V バッテリー各種（別売）

ベーシックコンプレッサーセット
付属エアーブラシ（74520）

ベーシックエアーブラシ（74531）

★スプレーワークエアーブラシセット（74501）
付属のエアーブラシも使えます。

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシ
（74519）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGシングルエアーブラシセット
（180D)（74525）

ACアダプター
SWA-3（別売）
（74529）

アタッチメントセット（74506）
1,500円（税別）

アタッチメントセット（カールホース）
（74526）2,400円（税別）

スプレーワーク 
HG コンプレッサーレボ II（74542）
/HGエアーブラシIII付き（74541）
/HGシングルエアーブラシ付き（74543）
/HGトリガーエアーブラシ付き（74544）
★付属エアーホース：
　ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
エアーカン180D（74517）

スプレーワーク
エアーカン420D（74516）

タミヤバジャー・250II
エアーブラシセット（74404）

タミヤバジャー・350II
エアーブラシセット（74405）

接続する場合はエアー
バルブ部品を取り外して
ご使用ください。
（取り扱い説明書を参照）

接続ジョイント（74536）
460円（税別）

HGエアーブラシシリーズ
との接続はアタッチメント
セットが必要です。

エアー源 エアーブラシ

★ジョイントサイズ
 　1/8（S）

アダプタージョイント・
ジョイントキャップセット（19807037）

タミヤバジャーの専用ホースに1/8（S）サイズのエアーブラシを接
続する場合に必要。500円（税別）

他メーカー品を接続する場合に使用。PF1/4サイズメスネジ（L）・
PF1/8サイズオスネジ（S）600円（税別）

ガンジョイント AG-84（S→L）
（17807089）

エアーブラシジョイント GA-48（L→S）　
（17807090）

★他メーカーのエアーブラシを
接続する場合はサイズを確かめてください。

他メーカー品を接続する場合に使用。PF1/8サイズメスネジ（S）・
PF1/4サイズオスネジ（L）650円（税別）

使　　用　　用　　途製　　　品　　　名

ご注意ください
●＜火気厳禁＞エアーカンは可燃性ガスを使用して

　います。火気のない換気のよいところで作業して

　ください。

●エアーカンは他メーカーのエアーブラシ等では使

　用できない場合があります。確認の上、ご使用く

　ださい。

●お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

スパーマックス エアーブラシ SX 0.3D（74801）
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D（74802）
★ジョイントサイズはどちらも 1/8（S）

※HGエアーブラシ（74503）、
HGエアーブラシII（74527）も同様

※HGトリガーエアーブラシ
スーパーファイン（74549）も同様

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ
（74510）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGトリガーエアーブラシ
（カップ一体型）（74540）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGエアーブラシ
（カップ一体型）（74537）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGスーパーファインエアーブラシ
（74514）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク 
HGエアーブラシIII
（スーパーファイン）
（74545）
★ジョイントサイズ1/8（Ｓ）

スプレーワーク
HGエアーブラシIII（74532）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

スプレーワーク
HGエアーブラシワイド
（トリガータイプ）（74523）
★ジョイントサイズ 1/8（S）

600円
（税別）

800円
（税別）

3,500円（税別） 6,800円（税別）

タミヤバジャー
エアーブラシシステム
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