
まるで本物！美味しそう！
気軽に楽しめるスイーツ作りのお手伝い

ツール

アイテム&レシピ

新しいツールや
アクセサリーも
続々登場します。
お楽しみに！

レシピで使用した
ツールです。

左右87mm

※お皿の画像はCGです。

左右70mm

ミニチュア食器 
ハートのお皿 （白・87ミリ）
Item No.76628

ハートのお皿 （透明・87ミリ）
Item No.76629
各 136円（本体価格  各130円）

ミニチュア食器 
ハートのお皿 （白・70ミリ）
Item No.76630

ハートのお皿 （透明・70ミリ）
Item No.76631
各 115円（本体価格  各110円）

薄手ゴム手袋 （子供サイズ） 6枚
Item No.76632
各 168円（本体価格  各160円）

タミヤクラフトボンド
Item No.87078
315円　（本体価格 300円） 

15皿パレット（5枚）
Item No.87125
357円　（本体価格 340円） 

調色スティック（2本セット）
Item No.74017
315円　（本体価格 300円） 
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今女性の間で人気が高まっている《スイーツデコレーション》。粘土など
の素材から本物そっくりのお菓子を作り上げるホビーです。タミヤの 《タ
ミヤデコレーションシリーズ》は、愛好家の方はもちろん、これから製作
を始めたい、挑戦したいという方にピッタリのアイテムが揃っています。
美味しそうでかわいいスイーツ作りをお手伝いする、製作には欠かせない
素材やツールなど、模型メーカーならではの豊富なバリエーションと、女
性の方にも気軽に手に取っていただけるかわいいデザインが魅力です。

まるで本物！美味しそう！
気軽に楽しめるスイーツ作りのお手伝い

1

製作例

★盛りつけと飾りつけ

『パフェグラス』にチョコレート
ソースを入れます。（器の底から
8 mmぐらいの高さぐらいまで）

2 チョコレートソースを入れたらス
ポンジケーキを全部入れます。 3 ソースが乾くまで2～3日間待っ

て、乾いたら『ホイップの達人』
の「カスタード」をしぼります。

4 スポンジケーキがかくれるよう
に全体を覆います。 5 2～3 日間ホイップを乾燥させ、

乾いたら残ったチョコレートソー
スをまわりだけにかけます。

6 ソースが乾くまで 2～3日間待っ
て、乾いたら『ホイップの達人』の
「ミルク」を全体にしぼります。

7 真ん中にアイスをのせます。アイ
スの作り方はP.3をご覧ください。8 アイスをのせたら横に『ホイップ

の達人』の「ミルク」をしぼります。9 チョコブラウニーとクッキーを飾
りつけて完成です。クッキーの作
り方はP.7をご覧ください。

★1で使ったソースの残りはラップでしっかりくるんで乾かないように保管します。

★ホイップのしぼり口は、すべて《しぼり口大小セットの大（花8切）》を使います。
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どれにしようか迷っちゃうぐらい美味しそうな名

前の塗料がいっぱい ! スイーツ作品の表現力を
アップさせることはもちろん、お部屋に飾っても

かわいいキュートなボトルデザインも魅力です。

ITEM
76601-76013

各157円
（本体価格  各150円）

カラー

D-1  みかん　みかんなどオレンジ色のフルーツの表現に。
D-2  いちご　いちごやチェリーなど赤い色のフルーツの表現に。
D-3  レモン　パイナップルなど黄い色のフルーツの表現に。
D-4  レモンシロップ　バナナなどのフルーツの表現に。★
D-5  メロンシロップ　メロンや、D-3を混ぜてキウイの表現に。★
D-6  オレンジシロップ　オレンジ色のフルーツの表現に。★
D-7  いちごシロップ　赤い色のフルーツの表現に。★

デコレーションカラーを軽量粘土

や樹脂粘土に練り込むと色が均等

に混ざり合い、きれいなベースに

仕上がります。粘土は乾くと色が

濃くなるので、混ぜている時には

仕上がりの色のイメージよりも少

しうすいぐらいでOK！

乾燥した粘土には筆塗りで着色が

できます。鮮やかな色合いが手軽

に楽しめ、クリヤー系の色はフ

ルーツやゼリーなど透明感のある

ものの表現に効果的です。筆洗い

や用具の手入れ、ふきとりには

X-20A 溶剤を使います。

★使用する前に中身をよくかきまぜます。
★粘土に練り込む時は、手袋の装着を
　おすすめします。
★使用する際は部屋の換気を十分行っ
　てください。

D-8  ブルーハワイ  アイスや、D-7を混ぜてブルーベリーの表現に。★
D-9  いちごミルク  アイスやいちごチョコなどの表現に。
D-10  ミルクティ　バニラアイスやクッキーの生地作りに。
D-11  抹茶　抹茶のチョコ、クッキーなどの表現に。
D-12  チョコレート　チョコレートなどの表現に。
X-20A 溶剤　デコレーションカラーのうすめやふきとりに。

★はクリヤーカラーです。

★チョコブラウニーとチョコレートソースを作る

1 デコレーションカラー D-12 チョ
コレートをつまようじを使って軽
量粘土にたっぷりめにつけます。

2 色ムラがなくなるまで手早くまぜ
ます。 3 指で長方形に形を整えます。

4 全ての面に歯ブラシを押し付けて
表面をザラつかせます。 5『焼き色の達人』の「こげ茶」をツールのスポンジで全ての面に均一

にぬります。
6 焼き色をつけた後に『つや消しニ

ス』を使って焼き色が取れないよ
うにコートします。

7『15 皿パレット』の「五角形」をハサミでカット。中に『クラフトボ
ンド』を容器いっぱいに入れます。

8 デコレーションカラー D-12 チョコレートを『調色スティック』ですくい、
30滴入れて、色ムラがなくなるまでまぜます。

色はこのぐらいでOK！

　デコレーションカラーは全12色。
お好みのカラーを選んでください。

   9    2

CSTA(11/11/14) CMYBk



（ホワイト・110g）

まるでマシュマロのような感触は、手にするだけで楽しくなります。

軽くてよくのび、きめが細かい真っ白な軽量粘土です。クッキーや

マフィン､アイスクリームなどやわらかいスイーツ作品の生地作り

に欠かせないアイテムです。

デコレーションカラーと粘土を使って簡単に作れるアイスクリーム

です。カラーのまぜ方で、マーブル状のミックスアイスもできます。

《タミヤ軽量粘土  生地作りの達人》
には欠かせません。

アイスクリームを作ってみよう

1 2 3

ITEM 76615

420円
（本体価格400円）よくのびてマシュマロの

ような感覚。

素材

レシピ
1

粘土にデコレーションカラーを
数滴まぜて練り込みます。

粘土を丸め、歯ブラシで表面を
ザラつかせて質感を出します。

つまようじを使って、溶けた感じ
を出します。

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》
●お好みのデコレーションカラー ●歯ブラシ ●つまようじ

製作例

かわいいパフェ作りはスイーツデコレーションの楽しさいっぱい！

粘土で作ったパーツや「ホイップの達人」で盛りつけよう！ワイヤー

をさしてメモスタンドを作るなどインテリア小物としても大活躍。

チョコレートパフェを作ってみよう
レシピ
3

★スポンジケーキを作る

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》
●タミヤデコレーションカラー （D-3レモンとD-12チョコレート）
●焼き色の達人 ●タミヤつや消しニス ●ホイップの達人としぼり口（大）
●タミヤクラフトボンド ●ミニチュア食器（パフェグラス）
●15皿パレット●調色スティック●歯ブラシ●つまようじ

製作例

1 つまようじを使って軽量粘土にデ
コレーションカラー D-3 レモン
を少しつけます。

2 色ムラがなくなるまで手早くま
ぜ、色が混ざったらちぎって
1cm角のサイコロを作ります。

ホイップをかえたり、お好みの
ソースを作ればオリジナルのパ
フェ作りも楽しめます。

3 指で四角く形
を整えます。 4 全ての面に歯ブラシを押し付けて

表面をザラつかせます。 5 5個から7個ぐらい用意します。
　
　　　　　　　（P.9に続きます）
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4 種類の型を使って手軽なクッキー作りを楽しもう！仕上げに「焼
き色の達人」で焼き色をつければ本物そっくりの仕上がりに。出来

上がったらアクセサリーやパフェのパーツとしても使えます。

クッキーを作ってみよう

ITEM 76614

630円
（本体価格600円）

ITEM
76616・76617

各315円
（本体価格  各300円）

化粧品のアイカラーにそっくりなかわいいパッケージのパレット。付

属のツールで塗るだけで……あれ？ 何これ？ こんなに美味しそう！
短時間で簡単にこんがり焼き色が表現できる感激のツールです。

《タミヤつや出しニス/つや消しニス》
作品の仕上げに欠かせない、質感アップと表面保護ができるつ

や出しタイプとつや消しタイプのニスです。キャップにハケが

付いているので、マニキュア感覚で使えます。

レシピ
2

仕上げ

仕上げ

つやを出してみずみずしさを表現。 つやをおさえてより本物らしく。

1 2 3

5

《かたち作りの達人》の型にティ
ッシュペーパーなどでベビーオイ
ルを塗ります。

色をつけた軽量粘土を型の奥まで
いきわたらせるように押し込みます。

4 型の上から押し出すようにして粘土をはずします。
粘土がそったり変形した場合は手で整えてください。

粘土を一日乾燥させて、《焼き色の達人》で焼き色をつけ、
最後に仕上げの《つや消しニス》を塗って完成です。 トッピングの達人《砂糖》《粉砂糖》の

定着剤としても使えます。

《うす茶》 《こげ茶》《茶》

ベースの色がうすすぎた時

などに、全体のトーンにな

じませるように使います。

焼き色をつける作業は主にこ

の色で。外側は濃く、内側は

うすくぼかしながらつけます。

クッキーなどの角ところにだ

け少しつけると立体感が出て

メリハリがつき、よりリアルに。

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》●かたち作りの達人
●タミヤデコレーションカラー （D-10ミルクティとD-6オレンジシロップ）
●焼き色の達人●タミヤつや消しニス●市販のベビーオイル 製作例

　　タミヤ軽量粘土《生地作りの達
　　人》にデコレーションカラー のミ
ルクティとオレンジシロップを少し
つけてクリーム色になるまで混ぜま
す。ゆっくりこねていると粘土が乾
いてくるので手早く作業しましょう。
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《トッピングの達人》
焼き色をつけた上に塗り広げると、とってもリアルで美味しそ

うなお砂糖が表現できます。ペーストタイプで作業もスムーズ。

ザラつきのある《砂糖》ときめの細かい《粉砂糖》の 2 タイプ。
乾くと定着がよいのも魅力です。

使いやすいシュガーペースト。

ITEM
76626・76627

各231円
（本体価格  各220円）

ITEM
76621-76624

各1,029円
（本体価格  各980円）

（砂糖）/（粉砂糖）《ホイップの達人》  4種類

作品をはなやかに彩るホイップクリームがこんなに簡単

にできるなんて驚き！《ホイップの達人》は、しぼり口を

チューブに取り付けるだけですぐに使えます。水性タイプ

でにおいや変色が少なく、初めての方にもおすすめです。

大サイズ（花 8切）と
小サイズ（星5切）を
セットしました。

100ml ラミネートチューブ入り

多彩なホイップ表現が楽しめます。

●しぼり口
（中・星６切）つき 
 

《ツノ》ホイップを盛り付ける面
に軽く押し付けるようにしぼり出
し、力を抜いたまま垂直にゆっく
りと引き上げます。

《ソフトクリーム型》ホイップを
外側から中心へ向かって少しずつ
うずを小さくしながらしぼり、最
後にツノを立てます。

《波型》チューブを斜めに傾けてホイップをしぼり出し、力を抜いて横
に移動。これを繰りかえして波のようにつなげていきます。

飾る 飾る

ツール

●ミルク ●チョコレート ●カスタード

●いちご

ホイップのしぼり方

つまようじなどで作品に
塗りのばします。仕上げ
にニスを塗ればアクセサ
リーのできあがり！

   5    6

CSTA(11/11/14) CMYBk



《トッピングの達人》
焼き色をつけた上に塗り広げると、とってもリアルで美味しそ

うなお砂糖が表現できます。ペーストタイプで作業もスムーズ。

ザラつきのある《砂糖》ときめの細かい《粉砂糖》の 2 タイプ。
乾くと定着がよいのも魅力です。

使いやすいシュガーペースト。

ITEM
76626・76627

各231円
（本体価格  各220円）

ITEM
76621-76624

各1,029円
（本体価格  各980円）

（砂糖）/（粉砂糖）《ホイップの達人》  4種類

作品をはなやかに彩るホイップクリームがこんなに簡単

にできるなんて驚き！《ホイップの達人》は、しぼり口を

チューブに取り付けるだけですぐに使えます。水性タイプ

でにおいや変色が少なく、初めての方にもおすすめです。

大サイズ（花 8切）と
小サイズ（星5切）を
セットしました。

100ml ラミネートチューブ入り

多彩なホイップ表現が楽しめます。

●しぼり口
（中・星６切）つき 
 

《ツノ》ホイップを盛り付ける面
に軽く押し付けるようにしぼり出
し、力を抜いたまま垂直にゆっく
りと引き上げます。

《ソフトクリーム型》ホイップを
外側から中心へ向かって少しずつ
うずを小さくしながらしぼり、最
後にツノを立てます。

《波型》チューブを斜めに傾けてホイップをしぼり出し、力を抜いて横
に移動。これを繰りかえして波のようにつなげていきます。

飾る 飾る

ツール

●ミルク ●チョコレート ●カスタード

●いちご

ホイップのしぼり方

つまようじなどで作品に
塗りのばします。仕上げ
にニスを塗ればアクセサ
リーのできあがり！
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4 種類の型を使って手軽なクッキー作りを楽しもう！仕上げに「焼
き色の達人」で焼き色をつければ本物そっくりの仕上がりに。出来

上がったらアクセサリーやパフェのパーツとしても使えます。

クッキーを作ってみよう

ITEM 76614

630円
（本体価格600円）

ITEM
76616・76617

各315円
（本体価格  各300円）

化粧品のアイカラーにそっくりなかわいいパッケージのパレット。付

属のツールで塗るだけで……あれ？ 何これ？ こんなに美味しそう！
短時間で簡単にこんがり焼き色が表現できる感激のツールです。

《タミヤつや出しニス/つや消しニス》
作品の仕上げに欠かせない、質感アップと表面保護ができるつ

や出しタイプとつや消しタイプのニスです。キャップにハケが

付いているので、マニキュア感覚で使えます。

レシピ
2

仕上げ

仕上げ

つやを出してみずみずしさを表現。 つやをおさえてより本物らしく。

1 2 3

5

《かたち作りの達人》の型にティ
ッシュペーパーなどでベビーオイ
ルを塗ります。

色をつけた軽量粘土を型の奥まで
いきわたらせるように押し込みます。

4 型の上から押し出すようにして粘土をはずします。
粘土がそったり変形した場合は手で整えてください。

粘土を一日乾燥させて、《焼き色の達人》で焼き色をつけ、
最後に仕上げの《つや消しニス》を塗って完成です。 トッピングの達人《砂糖》《粉砂糖》の

定着剤としても使えます。

《うす茶》 《こげ茶》《茶》

ベースの色がうすすぎた時

などに、全体のトーンにな

じませるように使います。

焼き色をつける作業は主にこ

の色で。外側は濃く、内側は

うすくぼかしながらつけます。

クッキーなどの角ところにだ

け少しつけると立体感が出て

メリハリがつき、よりリアルに。

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》●かたち作りの達人
●タミヤデコレーションカラー （D-10ミルクティとD-6オレンジシロップ）
●焼き色の達人●タミヤつや消しニス●市販のベビーオイル 製作例

　　タミヤ軽量粘土《生地作りの達
　　人》にデコレーションカラー のミ
ルクティとオレンジシロップを少し
つけてクリーム色になるまで混ぜま
す。ゆっくりこねていると粘土が乾
いてくるので手早く作業しましょう。
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（ホワイト・110g）

まるでマシュマロのような感触は、手にするだけで楽しくなります。

軽くてよくのび、きめが細かい真っ白な軽量粘土です。クッキーや

マフィン､アイスクリームなどやわらかいスイーツ作品の生地作り

に欠かせないアイテムです。

デコレーションカラーと粘土を使って簡単に作れるアイスクリーム

です。カラーのまぜ方で、マーブル状のミックスアイスもできます。

《タミヤ軽量粘土  生地作りの達人》
には欠かせません。

アイスクリームを作ってみよう

1 2 3

ITEM 76615

420円
（本体価格400円）よくのびてマシュマロの

ような感覚。

素材

レシピ
1

粘土にデコレーションカラーを
数滴まぜて練り込みます。

粘土を丸め、歯ブラシで表面を
ザラつかせて質感を出します。

つまようじを使って、溶けた感じ
を出します。

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》
●お好みのデコレーションカラー ●歯ブラシ ●つまようじ

製作例

かわいいパフェ作りはスイーツデコレーションの楽しさいっぱい！

粘土で作ったパーツや「ホイップの達人」で盛りつけよう！ワイヤー

をさしてメモスタンドを作るなどインテリア小物としても大活躍。

チョコレートパフェを作ってみよう
レシピ
3

★スポンジケーキを作る

☆用意するもの☆ ●タミヤ軽量粘土《生地作りの達人》
●タミヤデコレーションカラー （D-3レモンとD-12チョコレート）
●焼き色の達人 ●タミヤつや消しニス ●ホイップの達人としぼり口（大）
●タミヤクラフトボンド ●ミニチュア食器（パフェグラス）
●15皿パレット●調色スティック●歯ブラシ●つまようじ

製作例

1 つまようじを使って軽量粘土にデ
コレーションカラー D-3 レモン
を少しつけます。

2 色ムラがなくなるまで手早くま
ぜ、色が混ざったらちぎって
1cm角のサイコロを作ります。

ホイップをかえたり、お好みの
ソースを作ればオリジナルのパ
フェ作りも楽しめます。

3 指で四角く形
を整えます。 4 全ての面に歯ブラシを押し付けて

表面をザラつかせます。 5 5個から7個ぐらい用意します。
　
　　　　　　　（P.9に続きます）
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どれにしようか迷っちゃうぐらい美味しそうな名

前の塗料がいっぱい ! スイーツ作品の表現力を
アップさせることはもちろん、お部屋に飾っても

かわいいキュートなボトルデザインも魅力です。

ITEM
76601-76013

各157円
（本体価格  各150円）

カラー

D-1  みかん　みかんなどオレンジ色のフルーツの表現に。
D-2  いちご　いちごやチェリーなど赤い色のフルーツの表現に。
D-3  レモン　パイナップルなど黄い色のフルーツの表現に。
D-4  レモンシロップ　バナナなどのフルーツの表現に。★
D-5  メロンシロップ　メロンや、D-3を混ぜてキウイの表現に。★
D-6  オレンジシロップ　オレンジ色のフルーツの表現に。★
D-7  いちごシロップ　赤い色のフルーツの表現に。★

デコレーションカラーを軽量粘土

や樹脂粘土に練り込むと色が均等

に混ざり合い、きれいなベースに

仕上がります。粘土は乾くと色が

濃くなるので、混ぜている時には

仕上がりの色のイメージよりも少

しうすいぐらいでOK！

乾燥した粘土には筆塗りで着色が

できます。鮮やかな色合いが手軽

に楽しめ、クリヤー系の色はフ

ルーツやゼリーなど透明感のある

ものの表現に効果的です。筆洗い

や用具の手入れ、ふきとりには

X-20A 溶剤を使います。

★使用する前に中身をよくかきまぜます。
★粘土に練り込む時は、手袋の装着を
　おすすめします。
★使用する際は部屋の換気を十分行っ
　てください。

D-8  ブルーハワイ  アイスや、D-7を混ぜてブルーベリーの表現に。★
D-9  いちごミルク  アイスやいちごチョコなどの表現に。
D-10  ミルクティ　バニラアイスやクッキーの生地作りに。
D-11  抹茶　抹茶のチョコ、クッキーなどの表現に。
D-12  チョコレート　チョコレートなどの表現に。
X-20A 溶剤　デコレーションカラーのうすめやふきとりに。

★はクリヤーカラーです。

★チョコブラウニーとチョコレートソースを作る

1 デコレーションカラー D-12 チョ
コレートをつまようじを使って軽
量粘土にたっぷりめにつけます。

2 色ムラがなくなるまで手早くまぜ
ます。 3 指で長方形に形を整えます。

4 全ての面に歯ブラシを押し付けて
表面をザラつかせます。 5『焼き色の達人』の「こげ茶」をツールのスポンジで全ての面に均一

にぬります。
6 焼き色をつけた後に『つや消しニ

ス』を使って焼き色が取れないよ
うにコートします。

7『15 皿パレット』の「五角形」をハサミでカット。中に『クラフトボ
ンド』を容器いっぱいに入れます。

8 デコレーションカラー D-12 チョコレートを『調色スティック』ですくい、
30滴入れて、色ムラがなくなるまでまぜます。

色はこのぐらいでOK！

　デコレーションカラーは全12色。
お好みのカラーを選んでください。
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今女性の間で人気が高まっている《スイーツデコレーション》。粘土など
の素材から本物そっくりのお菓子を作り上げるホビーです。タミヤの 《タ
ミヤデコレーションシリーズ》は、愛好家の方はもちろん、これから製作
を始めたい、挑戦したいという方にピッタリのアイテムが揃っています。
美味しそうでかわいいスイーツ作りをお手伝いする、製作には欠かせない
素材やツールなど、模型メーカーならではの豊富なバリエーションと、女
性の方にも気軽に手に取っていただけるかわいいデザインが魅力です。

まるで本物！美味しそう！
気軽に楽しめるスイーツ作りのお手伝い

《タミヤデコレーションシリーズ》

1

製作例

★盛りつけと飾りつけ

『パフェグラス』にチョコレート
ソースを入れます。（器の底から
8 mmぐらいの高さぐらいまで）

2 チョコレートソースを入れたらス
ポンジケーキを全部入れます。 3 ソースが乾くまで2～3日間待っ

て、乾いたら『ホイップの達人』
の「カスタード」をしぼります。

4 スポンジケーキがかくれるよう
に全体を覆います。 5 2～3 日間ホイップを乾燥させ、

乾いたら残ったチョコレートソー
スをまわりだけにかけます。

6 ソースが乾くまで 2～3日間待っ
て、乾いたら『ホイップの達人』の
「ミルク」を全体にしぼります。

7 真ん中にアイスをのせます。アイ
スの作り方はP.3をご覧ください。8 アイスをのせたら横に『ホイップ

の達人』の「ミルク」をしぼります。9 チョコブラウニーとクッキーを飾
りつけて完成です。クッキーの作
り方はP.7をご覧ください。

★1で使ったソースの残りはラップでしっかりくるんで乾かないように保管します。

★ホイップのしぼり口は、すべて《しぼり口大小セットの大（花8切）》を使います。

   1    10

CSTA(11/11/14) CMYBk



《タミヤデコレーションシリーズ》

まるで本物！美味しそう！
気軽に楽しめるスイーツ作りのお手伝い

ツール

アイテム&レシピ

新しいツールや
アクセサリーも
続々登場します。
お楽しみに！

レシピで使用した
ツールです。

左右87mm

※お皿の画像はCGです。

左右70mm

ミニチュア食器 
ハートのお皿 （白・87ミリ）
Item No.76628

ハートのお皿 （透明・87ミリ）
Item No.76629
各 136円（本体価格  各130円）

ミニチュア食器 
ハートのお皿 （白・70ミリ）
Item No.76630

ハートのお皿 （透明・70ミリ）
Item No.76631
各 115円（本体価格  各110円）

薄手ゴム手袋 （子供サイズ） 6枚
Item No.76632
各 168円（本体価格  各160円）

タミヤクラフトボンド
Item No.87078
315円　（本体価格 300円） 

15皿パレット（5枚）
Item No.87125
357円　（本体価格 340円） 

調色スティック（2本セット）
Item No.74017
315円　（本体価格 300円） 

CSTA(11/11/14) CMYBk


	表紙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



