英国型（ウェールズ⾵）
ナロー蒸気機関⾞キャブ改造キット
Cab Conversion Kit to Welsh Narrow Gauge Steam Loco.
設計・企画 蝸牛工房 共同企画 銀座軽便倶楽部

エッチング板制作 アルモデル

このキャブキットは、Ｎゲージのパーシーを改造して、英国ウェールズ風のナロータンクロコをつくる
ようにデザインされました。完成させるためにはこのキット以外に Tomix きかんしゃパーシー車両セット
(品番 93808)が必要です。なおこのキットは HO スケール(1/87)ではなく、英国の OO スケール(1/76)009 と
してデザインされています。もちろん日本の 16 番スケール（1/80）にもぴったりです。
This cab kit is designed to make a British small steam engine (009 narrow gauge) converting from
Percy (N gauge by Tomix 93808). This kit is designed as British OO(1/76 4mm) scale not HO (1/87
3.5mm)scale.
最初にエッチング板からパーツを切り離します。
繊細な部品を歪めないように注意してください
At first, cut off parts from an etching plate.
Please be careful handling not to twist or deform
a delicate part.
キャブのコーナーを直角に曲げます。木の角材な
どを使って曲げると簡単です。手すり受けの部分
を曲げないように気をつけてください.
Change the corner of the cab in a right angle as
shown right picture. It is easy when you bend it
with small squared lumber. Please be careful
not to bend the part of the handrail tray.
キャブ床板の前方の位置決め部分を折り曲げ溝が
外側(山折)になるように 180 度折り返します(赤矢
印) 床板の手すり穴 4 個を 0.5mm のドリルであけ
ます（青矢印）
Turn down a forward positioning part of the cab
floor board (red arrow) 180 degrees so that a
folding groove becomes outward. Drill 4 holes for
the handrail with 0.5mm dia. drill (blue arrow)
この部分にキャブのコーナーをあわせて、半田付
けします。手すり受けは手すり(0.4mm 真鍮線)に巻
き付けて半田付けします。
Match the corner of the cab with this positioning
part and solder it. Roll up the handrail tray on
the handrail (0.4mm brass rod) and solder it
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キャブ後妻板も下部の突起を床板の切込みスリッ
トに差し込み半田付けします.上端を図のように
曲げたキャブ後面の手すりを半田付けします。
キャフが組み上がったところで、捨てステーをニ
ッパーなどで切り落としてください。
The rear cab plank inserts to the slit of the floor
board and solders it. Bend the top end of
handrail (0.4mm brass rod) in the same way as
shown in right figure (the red arrow). Solder it to
the rear cab plank. Cut off the dummy stay (the
green arrow) on the cab floor by using a nipper.

屋根板を丸棒や瓶などに指で押し当てて曲げます
※マッハの調色塗料の缶がちょうどでした
屋根板の裏側にスジがついているので簡単に曲げ
ることができます。真ん中ではなく端からまげて
いくのがコツです.最初はきつめのカーブに曲げ
て妻板のカーブにあわせて調整します。
Push the roof panel to a circle stick by a finger
and bend it. You can bend it easily with grooves
in the backside of the roof panel. Not bend from
the center, it is an art to bend the roof panel
from the edge to the center
You should fit it with the roof curve of cab after
bending it in a slightly small curve
パーシーを分解します。後部タンクの中央を押し
ながら持ち上げます。次に天井と煙室正面の顔も
取り外します。
To disassemble Percy, you should push the
center of the rear tank and lift it. Remove cab
roof and the face in the front of the smoke box.
キャブ後部を良く切れるニッパーを使って右図の
ように切り落とします。ラジオペンチなどを使っ
て注意しながらゆっくり汽笛を引き抜きます
Cut off the cab rear with a sharp nipper as
shown right. Pull up a whistle slowly with care
using pliers.
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サドルタンク後端から2-2.5mmの位置で切込みを

Drill 2 mm dia. hole in a dent of the steam dome

入れます汽笛の穴が目安になります。切込みは、

from the backside Remove the original steam

床板面から左右とも約3mmn残します。レーザーソ

dome. Grind it off with a big drill or scrapes it off

ーとマイターボックス使うと簡単に加工できます。

with a retractable knife

※切り目をいれるのが難しければ、この部分をけ
ずりとってもかまいません。
Put a slit in a saddle tank at a position of 2.5
mm from the end. The hole of the whistle should
be a positioning mark of the cutting. The cutting
should be remaining about 3mm (Left and Right
side) from the floor surface. You can work easily
to cut it with the razor saw and miter box.
キャブ内下部の床板に当たる赤い四角で囲まれた
部分を下縁から 1mm 削り取ります。
Scrape off a part, surrounded with the red
square, as shown in the right photo, 1mm from
the hemline.
煙突の中心に煙突取付用の穴を 1mm のドリルで開
けます。最初に 1.6mm のドリルで軽くもんで、中
心を出しておくと簡単です。
Open a hole for screw of the chimney installation
with a drill of 1mm dia. in the center of the
chimney. Before this process give a center with
a drill of 1.6mm dia. in order to easily centering
of 1mm dia. hole making.
ホワイトメタルの煙室戸をはめ込んで穴を1mmの
ドリルで貫通させます。煙突をボイラーから約2mm
残し切りおとします。
Insert the smoke box door made by white metal
into smoke box and drill with a drill of 1mm dia
throughout this part. Cut off a chimney about
2mm from the boiler.
☆ドーム付属キットのみ
ドームは裏側から凹みをガイドに 2 ミリの穴を貫
通させます。表面のドームを太いドリルで皿もみ
するか、カッターナイフで削り取ります
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煙突取り付け用 1.2 ㎜ネジを上からねじこみます。
タップを切る必要はありません。煙突の胴体をネ
ジで固定します。キャップは塗装後に接着します。
Screw M1.2mm screw through the chimney body
in this hole without tapping.
Tighten the chimney body with this screw.
Glue the chimney cap after painting.
真鍮製ドームを接着します。磨き出すときは塗装
後に接着してください。
Glue a steam dome of the lost wax brass. Adhere
it after the painting if you prefer to polishing.
キャブはサドルタンクの切り込みに差し込みます。
はめ込むときはサドルタンク両側を指で押さえて
幅を狭くして差し込みます。
Place the cab into the slit of saddle tank.
Press it with a finger and narrow its width when
insert it.
汽笛はキャブの天井にねじ込んでください（1mm ネ
ジタップ加工済み）キャブは塗装後床板に接着す
るか、両面テープで固定してください。
Screw the whistle into the hole of cab roof (being
M1.0mm tapped). Glue the cab on the floor
board of loco after painting.
サービスパーツとして、エッチングの煙室戸ハン
ドルや銘板、キャブステップが付属していますの
でご活用ください
You can find some additional parts, handle of
smock box door, maker’s plate, cab step on the
etched plate. Please enjoy with them.
塗装する色は赤や緑などが似合うと思います。
上の完成見本はタミヤのイタリアンレッドを塗っ
ております。下の完成見本は、エコ－のスチーム
ドームに交換して、キャブ後妻板上半分を切り取
りセミオープンキャブに改造しています。色はタ
ミヤのブリティシュグリーンを塗ってみました。
このようにいろいろ改造をお楽しみください。
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注意
中・上級者向けの組み立てキットです。小さなお
子様や鉄道模型工作の知識のない方には向きませ
ん。

設計企画 蝸⽜⼯房 kagyu-kobo

キャブは半田付けで組むように設計されています

703-8291 岡山市中区徳吉町 1-2-31-601

ので、接着剤での組み立ては困難です。

店舗はありませんのでご注意ください

完成後の運転については TOMIX パーシー製品パッ

1-2-31-601 Tokuyoshi-cho Naka-ku

ケージに記載されている注意事項をよくお読みく

Okayama-shi OKAYAMA JAPAN J703-8291

ださい。

http://www.kagyukobo.com
e-mail: nqe10549@nifty.com

パーツリスト

fax: 086-803-2553 (+81-86-803-2553)

エッチング板

１枚

ファックスは蝸牛工房宛とご明記ください

手すり用 0.4mm 真鍮線

１本

連絡、ご質問などはメールかファックスでお願い

煙室戸（ホワイトメタル）

１個

します。

煙突胴体（真鍮挽物）

１個

煙突キャップ（真鍮挽物）

１個

スチームドーム（真鍮ロスト）１個

日本国内向発売元 ナローガレージ

煙突固定用 1.2mm ネジ

１本

http://www.narrow-garage.com/

汽笛（真鍮挽物）

１個
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Parts List
Etched Plate

1

Handrail (0.4mm brass rod)

1

Smoke box door (white metal) 1
Chimney body (brass)

1

Chimney cap (brass)

1

Steam dome (lost wax brass) 1
1.2mm screw

1

Whistle (brass)

1
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