
OJ.O 専門工房 

INAMI 
SINCE 1946 

 
[2022 年版 OJ.O パーツリスト] 

 
 [通信販売、ご利用のお客様へ] 
  ★ご注文合計額が ¥10,000-以下の場合は、送料として ¥400-ご負担願います。 
   分割納品の場合、2 回目以降の送料は当所にて負担致します。 
   但し 特殊品（長物 及び 重量物）の場合は、別送料となります。 個別確認ください。 
    ＊ご注文合計額 + 消費税 + 送料 ¥400- =ご送金合計額 
 
  ★下記、ご都合の良い方法にてご送金ください。 
   ・三菱 UFJ 銀行 横浜駅前支店 (普通)2279111   口座名：稲見鉄道模型製作所 
                               （イナミテツドウモケイセイサクジヨ） 
 
   ・PayPay 銀行 本店営業部 (普通)6951146 口座名：稲見鉄道模型製作所 
                               （イナミテツドウモケイセイサクジヨ） 
 
   ・ゆうちょ銀行 10240-21254751         口座名：稲見鉄道模型製作所 
                               （イナミテツドウモケイセイサクジヨ） 
     ＊他の金融機関から振込みの場合は、下記をご記入ください。 
       店名=〇二八(ゼロニハチ) 店番=028 (普通)2125475 
 
   ・郵便振替口座 00290-4-30423          口座名：稲見鉄道模型製作所 
 
   ・現金書留 
 
   ・切手代用：ご注文合計額が ¥2,000-以下の場合、ご利用頂けます。 
         （但し 額面 ¥100-以下の切手にてお願い致します） 
 
   ・代金引換（着払い）：ご注文合計額が ¥50,000-以下の場合、ご利用頂けます。 
              代金引換手数料として ¥700-加算させて頂きます。 
 

M  O  D  E  L     C  R  A  F  T 
稲 見 鉄 道 模 型 製 作 所 

〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺 3-11-8 
Tel/Fax 045-481-0311 

 
     営業時間 =13:00〜18:00 日曜日、祭日休業（水曜日、臨時休業あり） 
           水曜日ご来所の節は、事前にご連絡お願い致します。 
      ●HP   =http://inamimodel.jimdofree.com 
      ●E-mail =inami@asahi.email.ne.jp 

    
 ・横浜駅西口 3 番バスのりば（ジョイナス地下街バス B階段上がる）または、東急東横線 
  「反町駅」前 バス停より、横浜市営 50 系統バス 及び 35 系統バス「神大寺入口(カン 
   ダイジイリグチ)」バス停下車、徒歩 1 分。 
   （横浜駅西口よりバス 20 分=12 停留所目、反町駅よりバス 15 分=8 停留所目） 
 ・横浜市営地下鉄「三ッ沢下町駅」または、「三ッ沢上町駅」下車、徒歩 15 分。 
 ・新横浜駅より 3.5Km 及び 横浜駅より 2.5Km。 神大寺入口信号より 150m。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【旧型直流電気機関車パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
●EL 上廻りパーツ 
 E-101 ヘッドライト（大型=250W タイプ） 2 ヶ入 ¥1,080- 簡易レンズ付 LW 
 -102 ヘッドライト（小型=150W タイプ） 2 ヶ入 ¥1,080- 簡易レンズ付 LW 
 -103 ワイパー 4 ヶ入 ¥1,320-  LW 
 -104 標識灯 4 ヶ入 ¥1,160- EL.SL 共通 LW 
 -105 EF57 ガーランド型ベンチレーター 4 ヶ入 ¥3,080- 下板付 LW 
 
 -106 汽笛 2 ヶ入 ¥600-  LW 
 -107 締切ハンドル 2 ヶ入 ¥400- EL.SL 共通 LW 
 -108 EF57 蒸気暖房缶 煙突 1 ヶ入 ¥2,570- EF56 後期型 使用可 LW 
 -109 EF57 蒸気暖房缶 安全弁 1 ヶ入 ¥350-  LW 
 -110 EF57 蒸気暖房缶 給水ハッチ 2 ヶ入 ¥1,080- EF56.EF58 使用可 LW 
 
 -111 EF57 蒸気暖房缶 補助ハッチ 2 ヶ入 ¥580- 角型タイプ LW 
 -112 EF57 屋根上サイドベンチレーター 12 ヶ入 ¥5,400-  LW 
 -113 EF57 車体側板フック 8 ヶ入 ¥2,080- EF56.他 使用可 LW 
 -114 EF53 モニター吊りフック 4 ヶ入 ¥640-  LW 
 -115 EF53 復元装置 車体側受け 2 ヶ入 ¥1,140-  LW 
 
 -116 高圧回路用 3 段碍子 6 ヶ入 ¥720- パンタグラフ 使用可 L 
 -117 信号炎管 2 ヶ入 ¥460- EL.SL 共通 L 
 -118 エアタンク EF57 4 ヶ入 ¥1,920- バンド付 L 
 -119 エアタンク EF53 4 ヶ入 ¥1,920- バンド付 L 
 -120 窓枠 EF57 1 輌分=24 点入 ¥1,440-  E 
 
 -121 窓枠 EF53 1 輌分=24 点入 ¥1,440-  E 
 -122 窓枠 EF50 1 輌分=16 点入 ¥960-  E 
 -123 ベンチレーター枠 EF57 1 輌分=12 点入 ¥720-  E 
 -124 ベンチレーター枠 EF53  1 輌分=12 点入 ¥720-  E 
 -125 EF50 サイドベンチレーター 1 輌分=64 ヶ入 ¥6,400- ED17 使用可 しぼり成型 P 
 
 -126 渡り板 2 ヶ入 ¥320- 菱目エッチング板使用 P 
 -127 PS-14 型パンタグラフ用 シュー.スリ板 
   2 基分 ¥800-  E 
 -128 マスコン（EF57 タイプ） 2 ヶ入 ¥1,760-  LW 
 -129 運転台ブレーキ弁 2 ヶ入 ¥1,600- EL.SL 共通 LW 
 -130 運転台イス 4 ヶ入 ¥2,160- EL.SL 共通 LW 
 
 -131 運転室ハンドブレーキハンドル 1 ヶ入 ¥410-  LW 
 -132 E.E 型パンタグラフ用 シュー.スリ板 2 基分 ¥800-  E 
 -133 パンタグラフ用 ヒンジ 8 ヶ入 ¥720-  E 
 -134 EF56 蒸気暖房缶 補助ハッチ 2 ヶ入 ¥580- 丸型タイプ LW 
 -135 EF56 床下ベンチレーター 4 ヶ入 ¥2,400-  LW 
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＊OJ ゲージ ：1/45、G=24.0mm 
＊O ゲージ ：1/45 [SL のみ 1/43]、G=32.0mm 
  材質   ：特記あるもの以外は、「真鍮製」で
す。 
  加工工程 ：略号で記載してあります。 
   LW=ロストワックス P=プレス  L=挽物 
   E =エッチング   F=フライス 



 
 
 -136 EF56 蒸気暖房缶 煙突（ガーランド型）1 ヶ入 ¥5,400-  組立済 
 -137 渦巻きチリコシ 1 ヶ入 ¥290- EL.SL 共通 LW 
 -138 乗降ドア 取ッ手 2 ヶ入 ¥400- EL.SL 共通 LW 
 -139 締切コック 2 ヶ入 ¥320- EL.SL 共通 LW 
 -140 各種継手 1 セット=10 点入 ¥330- EL.SL 共通 LW 
 
 -141 電線管継手 A.B.C 各 1 ヶ入 ¥160- EL.SL 共通 LW 
 -142 EF57 電気暖房表示灯 2 ヶ入 ¥840-  LW 
 -143 EF57 避雷器（角型） 1 ヶ入 ¥400-  F 
 -144 EF57 乗降ドア枠 2 ヶ入 ¥140-  E 
 -145 EF53 乗降ドア枠 2 ヶ入 ¥140-  E 
 
 -146 避雷器本体（LA-12） 1 ヶ入 ¥550-  LW 
 
 
●EL 下廻りパーツ 
 E -201 軸箱 A 6 ヶ入 ¥2,160- ボルト=右側 LW 
 -202 軸箱 B 6 ヶ入 ¥2,160- ボルト=左側 LW 
 -203 コロ軸箱 6 ヶ入 ¥2,400- EL.SL 共通 LW 
 -204 砂箱 A 6 ヶ入 ¥2,280- 砂まき管元栓=左側 LW 
 -205 砂箱 B 6 ヶ入 ¥2,280- 砂まき管元栓=右側 LW 
 
 -206 イコライザー受け A 4 ヶ入 ¥1,800- 短手イコライザー側用 LW 
 -207 イコライザー受け B 4 ヶ入 ¥1,800- 長手イコライザー側用 LW 
 -208 補助バネ 8 ヶ入 ¥2,160-  LW 
 -209 ブレーキテコ.シュー A 6 ヶ入 ¥2,460- 第 1.2 働輪間用 LW 
 -210 ブレーキテコ.シュー B 6 ヶ入 ¥3,960- 第 2.3 働輪間用 LW 
 
 -211 ブレーキ引き棒 12 ヶ入 ¥4,680-  LW 
 -212 ブレーキシリンダー テコ受け（EF57 タイプ） 
   L.R 各 2 ヶ入 ¥1,180-  LW 
 -213 A. カプラー 2 ヶ入 ¥1,000- EL.SL 共通 LW 
  B. カプラー（ナックル可動タイプ）完成品 2 ヶ入 ¥4,140- EL.SL 共通 LW 
  C. カプラー（ナックル可動タイプ）キット 2 ヶ入 ¥2,540- EL.SL 共通 LW 
  D. KD カプラー [No804] 交換カプラー 2 ヶ入 ¥1,200- EL.SL 共通 LW 
 -214 エアホース（EL タイプ） 2 ヶ入 ¥900- 受け=下側タイプ LW 
 -215 ジャンパー栓（蒸気暖房用） 2 ヶ入 ¥780-  LW 
 
 -216 ジャンパー栓（KE-3 型） 2 ヶ入 ¥780-  LW 
 -217 EF57 先台車サイド枠 L.R 各 2 ヶ入 ¥5,600- EF56 後期型 使用可 LW 
 -218 EF50 軸箱（E.E タイプ） 12 ヶ入 ¥4,320- ED17 使用可 LW 
 -219 EF50 砂箱  製作中止 →E-229.230 に変更 
 -220 EF50 主台車 軸箱守控え 12 ヶ入 ¥4,800- ED17 使用可 LW 
 
 -221 EF50 先台車 軸箱守控え L.R 各 8 ヶ入 ¥2,880-  LW 
 -222 デッキ手すり座 20 ヶ入 ¥1,800-  L 
 -223 ブレーキシリンダー  製作中止 →E-239.242 に変更 
 -224 ブレーキシリンダー（EF50 タイプ）  製作中止 →E-232 に変更 
 -225 EF57 主台車イコライザー A.B 各 4 ヶ入 ¥4,000- EF53.他 使用可 F 
 
 -226 A.軸箱守 12 ヶ入 ¥2,280-  F 
  B.軸箱守 12 ヶ入 ¥5,040-  LW 
 -227 先台車イコライザー EF57 8 ヶ入 ¥800- EF53.他 使用可 E 
 -228 先台車イコライザー EF50 8 ヶ入 ¥800-  E 
 -229 EF50 砂箱 A 4 ヶ入 ¥1,960- 砂まき管元栓=左 LW 
 -230 EF50 砂箱 B 4 ヶ入 ¥1,960- 砂まき管元栓=右 LW 
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 -231 EF50 ブレーキテコ.シュー 6 ヶ入 ¥3,840-  LW 
 -232 EF50 ブレーキシリンダー 2 ヶ入 ¥1,860- テコ.受け=一体成型品 LW 
 -233 EF50 カプラー復心装置 2 ヶ入 ¥1,020-  LW 
 -234 EF50 主台車側 荷重受け 4 ヶ入 ¥1,560-  LW 
 -235 EF50 ボディボルスター 2 ヶ入 ¥3,140-  LW 
 
 -236 EF50 主台車イコライザー 4 ヶ入 ¥2,000-  F 
 -237 EF53 先台車 2 ヶ入 ¥6,800- 一体成型品 LW 
 -238 EF53 ボディボルスター 2 ヶ入 ¥2,860-  LW 
 -239 ブレーキシリンダー（EF53 タイプ） 4 ヶ入 ¥1,920-  LW 
 -240 ブレーキシリンダー テコ受け（EF53 タイプ）  
   4 ヶ入 ¥1,320-  LW 
 
 -241 EF57 ボディボルスター 2 ヶ入 ¥2,860-  LW 
 -242 ブレーキシリンダー（EF57 タイプ） 4 ヶ入 ¥1,920-  LW 
 -243 蒸気暖房缶ホース 取付け口  製作中止  LW 
 -244 EF58 ブレーキテコ.シュー L.R 各 6 ヶ入 ¥7,200-  LW 
 -245 EF58 ブレーキロッド調整ネジ 4 ヶ入 ¥1,040-  LW 
 
 -246 EF58 ブレーキテコ受け 4 ヶ入 ¥1,200-  LW 
 -247 EF15 砂箱 A 6 ヶ入 ¥3,540- 砂まき管元栓=左側 LW 
 -248 EF15 砂箱 B 6 ヶ入 ¥3,540- 砂まき管元栓=右側 LW 
 -249 先台車イコライザー EF58 8 ヶ入 ¥800-  E 
 -250 EF50 主台車 軸箱（高崎線タイプ） 12 ヶ入 ¥6,240-  LW 
 
 -251 EF50 先台車 軸箱（高崎線タイプ） 8 ヶ入 ¥4,160-  LW 
 -252 EF50 ブレーキシリンダー（高崎線タイプ） 
   4 ヶ入 ¥4,560-  LW 
 -253 EF50 主台車側 荷重受け（高崎線タイプ） 
   4 ヶ入 ¥3,120-  LW 
 
 
 【蒸気機関車パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
●SL 上廻りパーツ 
 S-301 複式コンプレッサー 1 ヶ入 ¥1,580-  LW 
 -302 複式コンプレッサー用 クリーナー 1 ヶ入 ¥360-  LW 
 -303 動力逆転機 1 ヶ入 ¥1,600-  LW 
 -304 給水ポンプ 1 ヶ入 ¥1,730- 2 点セット LW 
 -305 空気分配弁 1 ヶ入 ¥510-  LW 
 
 -306 火格子シリンダー 1 ヶ入 ¥540-  LW 
 -307 逆止弁（C62 タイプ） 1 ヶ入 ¥410-  LW 
 -308 逆止弁（耐寒タイプ） 1 ヶ入 ¥570-  LW 
 -309 発電機  製作中止 →S-336 に変更 LW 
 -310 ヘッドライト（大型=250W タイプ） 1 ヶ入 ¥540- 簡易レンズ付 LW 
 
 -311 ヘッドライト（小型=150W タイプ） 1 ヶ入 ¥540- 簡易レンズ付 LW 
 -312 汽笛 1 ヶ入 ¥450-  LW 
 -313 砂まき管元栓 4 ヶ入 ¥800-  LW 
 -314 煙室戸ハンドル 1 ヶ入 ¥330-  LW 
 -315 調圧器 1 ヶ入 ¥310-  LW 
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 -316 渦巻きチリコシ 1 ヶ入 ¥290- EL.SL 共通 LW 
 -317 加減弁テコ A.B（C57 タイプ） 1 セット ¥660-  LW 
 -318 加減弁テコ A.B（C62 タイプ） 1 セット ¥660-  LW 
 -319 C57 フロントデッキ ステップ 4 ヶ入 ¥1,200-  LW 
 -320 C57 キャブ吊りフック 4 ヶ入 ¥800-  LW 
 
 -321 C57 ドーム 1 ヶ入 ¥3,270-  LW 
 -322 C57 バックプレート 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 -323 安全弁 1 セット ¥900-  LW 
 -324 ドロダメ 1 ヶ入 ¥410- →S-342 LW 製もあり L 
 -325 チリコシ 1 ヶ入 ¥430- →S-343 LW 製もあり L 
 
 -326 テンダー給水口 1 ヶ入 ¥560-  L 
 -327 C57 煙突 1 ヶ入 ¥1,300- スカート部付 L 
 -328 C57 煙室エンド 1 ヶ入 ¥2,400-  L 
 -329 C57 給水温メ器  製作中止 →S-341 に変更 L 
 -330 C57 エアタンク 2 ヶ入 ¥1,540-  L 
 
 -331 キャブ天窓 1 ヶ入 ¥450-  しぼり成型 P 
 -332 C57 煙室戸 1 ヶ入 ¥600-  しぼり成型 P 
 -333 菱目板ステップ 10 ヶ入 ¥800- 菱目エッチング板使用 P 
 -334 逆止弁（C57 タイプ） 1 ヶ入 ¥440-  LW 
 -335 C51 給水温メ器 1 ヶ入 ¥3,740-  LW 
 
 -336 発電機（排気管付） 1 ヶ入 ¥630-  LW 
 -337 調圧器（旧タイプ） 1 ヶ入 ¥420-  LW 
 -338 オイルポンプ 1 ヶ入 ¥660-  LW 
 -339 オイルポンプ油口  製作中止 
 -340 逆止弁（C51 タイプ） L.R 各 1 ヶ入 ¥1,250-  LW 
 
 -341 C57 給水温メ器 1 ヶ入 ¥3,740-  LW 
 -342 ドロダメ 1 ヶ入 ¥1,120-  LW 
 -343 チリコシ 1 ヶ入 ¥480-  LW 
 -344 ATS 発電機 1 ヶ入 ¥570-  LW 
 -345 タブレット キャッチャー L.R 各 1 ヶ入 ¥960- 北海道タイプ LW 
 
 -346 シールドビーム 1 ヶ入 ¥510-  LW 
 -347 吹出弁 1 ヶ入 ¥580-  LW 
 -348 空気分配弁（耐寒タイプ） 1 ヶ入 ¥610-  LW 
 -349 締切コック 2 ヶ入 ¥320-  LW 
 -350 テンダー ATS 車上子 2 ヶ入 ¥1,660-  LW 
 
 -351 テンダー ブレーキシリンダー 1 ヶ入 ¥930-  LW 
 -352 テンダー コック 1 ヶ入 ¥450-  LW 
 -353 テンダー 火かき棒受け 2 ヶ入 ¥320-  LW 
 -354 標識灯 4 ヶ入 ¥1,160- EL.SL 共通 LW 
 -355 締切ハンドル 2 ヶ入 ¥400- EL.SL 共通 LW 
 
 -356 信号炎管 1 ヶ入 ¥230- EL.SL 共通 L 
 -357 C59 ドーム 1 ヶ入 ¥3,270-  LW 
 -358 C59 バックプレート 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 -359 C59 ボイラーステップ 4 ヶ入 ¥1,200-  LW 
 -360 加減弁テコ A.B（C59 タイプ） 1 セット ¥660-  LW 
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 -361 複式コンプレッサー用 クリーナー（C59 タイプ） 
   1 ヶ入 ¥390-  LW 
 -362 洗口栓 12 ヶ入 ¥3,600-  LW 
 -363 洗口栓（被いタイプ） 12 ヶ入 ¥3,600-  LW 
 -364 煙室戸ハンドル（梅子路タイプ） 1 ヶ入 ¥330-  LW 
 -365 乗降ドア 取ッ手 2 ヶ入 ¥400- EL.SL 共通 LW 
 
 -366 テンダー ハンドブレーキハンドル 1 ヶ入 ¥410-  LW 
 -367 各種継手 1 セット=10 点入 ¥330- EL.SL 共通 LW 
 -368 電線管継手 A.B.C 各 1 ヶ入 ¥160- EL.SL 共通 LW 
 -369 ヘッドライト（小型=150W タイプ/フック付） 
   1 ヶ入 ¥560- 簡易レンズ付 LW 
 -370 C59 テンダーカプラー復心装置 1 ヶ入 ¥640- C62 使用可 LW 
 
 -371 煙室戸止め金具 1 ヶ入 ¥640-  LW 
 -372 キャブ ブレーキ弁 1 ヶ入 ¥800-  LW 
 -373 テンダー側 ストーカー継手 1 ヶ入 ¥700-  LW 
 -374 C57 フロントデッキつかみ棒（座×2 含む）  在庫切れ 洋白製 L 
 -375 単式コンプレッサー 1 ヶ入 \1,280-  LW 
 
 
●SL 下廻りパーツ 
 S-401 メインロッド L.R 各 1 ヶ入 ¥2,830-  LW 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥7,070- 洋白製 LW 
 -402 リターンクランク 2 ヶ入 ¥580-  LW 
   2 ヶ入 ¥1,450- 洋白製 LW 
 -403 クロスヘッド L.R 各 1 ヶ入 ¥2,130-  LW 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥5,890- 洋白製 LW 
 -404 すべり棒 2 ヶ入 ¥1,280-  LW 
   2 ヶ入 ¥3,230- 洋白製 LW 
 -405 鞘棒座 2 ヶ入 ¥780-  LW 
 
 -406 弁心棒ガイド 2 ヶ入 ¥820-  LW 
 -407 シリンダー空気弁 2 ヶ入 ¥580-  LW 
 -408 カプラーポケット 1 ヶ入 ¥470-  LW 
 -409 エアホース 2 ヶ入 ¥900- 受け=上側タイプ LW 
 -410 ブレーキシュー L.R 各 3 ヶ入 ¥2,340-  LW 
 
 -411 C57 一軸従台車 軸箱 2 ヶ入 ¥1,560-  LW 
 -412 C57 一軸従台車 担いバネ受け 2 ヶ入 ¥920-  LW 
 -413 C57 一軸従台車 担いバネガイド 2 ヶ入 ¥940-  LW 
 -414 C57 一軸従台車 イコライザー 2 ヶ入 ¥1,140- C59 共通 LW 
 -415 C57 一軸従台車 イコライザー受け 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥980-  LW 
 
 -416 C57 モーションプレート L.R 各 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 -417 D51 モーションプレート L.R 各 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 -418 C57 テンダー台車 サイド枠 4 ヶ入 ¥5,600-  LW 
 -419 C57 テンダー台車用 リーフバネ 4 ヶ入 ¥2,560-  LW 
 -420 C57 二軸先台車 1 ヶ入 ¥3,270- 一体成型品 LW 
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 -421 働軸用 軸箱体 6 ヶ入 ¥2,520- 軸穴=5.0φ F 
 -422 ブレーキシリンダー 2 ケ ¥1,000-  L 
 -423 C57 主台車イコライザー 4 ヶ入 ¥2,000-  F 
 -424 C57 シリンダーカバー A.B 1 セット ¥1,080-  L 
 -425 C57 バルブカバー A.B 1 セット ¥1,170-  L 
 
 -426 開放テコ受け 4 ヶ入 ¥360-  P 
 -427 加減リンク L.R 各 1 ヶ入 ¥580-  組立済 
 -428 C57 サイドロッド L.R 各 1 ヶ入 ¥15,600-  組立済 
 -429 C57 エキセントリックロッド=偏心棒（加減リンク、リタークランク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥3,500-  組立済 
 -430 C57 バルブギヤ=弁心棒（心向棒、合併テコ、結びリンク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥2,600-  組立済 
 
 -431 C57 逆転アーム A.B（釣りリンク付）1 セット ¥1,120-  組立済 
 -432 C57 シリンダー妻板 2 ヶ入 ¥3,180-  E 
 -433 C57 先台車イコライザー 4 ヶ入 ¥400-  E 
 -434 先台車 軸箱体 4 ヶ入 ¥1,680- 軸穴=4.0φ F 
 -435 シリンダー安全弁 4 ヶ入 ¥1,120-  LW 
 
 -436 D51 テンダー台車 軸箱 8 ヶ入 ¥2,880-  LW 
 -437 D51 テンダー台車 軸箱守控え 8 ヶ入 ¥3,120-  LW 
 -438 D51 テンダー台車 吊りピン受け 
   L.R 各 8 ヶ入 ¥2,640-  LW 
 -439 コロ軸箱 4 ヶ入 ¥1,600- EL.SL 共通 LW 
 -440 A. カプラー 2 ヶ入 ¥1,000- EL.SL 共通 LW 
  B. カプラー（ナックル可動タイプ）完成品 2 ヶ入 ¥4,140- EL.SL 共通 LW 
  C. カプラー（ナックル可動タイプ）キット 2 ヶ入 ¥2,540- EL.SL 共通 LW 
  D. KD カプラー [No804] 交換カプラー 2 ヶ入 ¥1,200- EL.SL 共通 LW 
 
 -441 C59 一軸従台車 軸箱 2 ヶ入 ¥1,560-  LW 
 -442 C59 一軸従台車 担いバネ受け 2 ヶ入 ¥780-  LW 
 -443 C59 一軸従台車 担いバネガイド 2 ヶ入 ¥820-  LW 
 -444 C59 一軸従台車 イコライザー受け 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥1,000-  LW 
 -445 C59 モーションプレート L.R 各 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 
 -446 逆転アーム A.B 1 セット ¥720-  LW 
 -447 C59 サイドロッド L.R 各 1 ヶ入 ¥15,600-  組立済 
 -448 C59 エキセントリックロッド=偏心棒（加減リンク、リタークランク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥3,500-  組立済 
 -449 C59 バルブギヤ=弁心棒（心向棒、合併テコ、結びリンク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥2,600-  組立済 
 -450 C59 テンダー台車 サイド枠 4 ヶ入 ¥5,960- C62 使用可 LW 
 
 -451 C59 テンダー台車 端梁 4 ヶ入 ¥2,560- C62 使用可 LW 
 -452 C59 テンダー台車 リーフバネ 4 ヶ入 ¥2,560- C62 使用可 LW 
 -453 C59 テンダーボルスター A.B 各 1 ヶ入 ¥5,160- C62 使用可 LW 
 -454 C62 先台車枠  1 ヶ入 ¥3,270-  LW 
 -455 C62 モーションプレート L.R 各 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
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 -456 C62 従台車 サイド枠 L.R 各 1 ヶ入 ¥4,720-  LW 
 -457 C62 従台車 後端梁 1 ヶ入 ¥640-  LW 
 -458 C62 従台車 ボルスター 各 1 ヶ入 ¥660-  LW 
 -459 ストーカーエンジン 1 ヶ入 ¥1,030-  LW 
 -460 A.軸箱守 6 ヶ入 ¥840-  F 
  B.軸箱守 6 ヶ入 ¥2,520-  LW 
 
 
 【共通パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
●担いバネ関係 パーツ 
 ES-101 担いバネ A バネ台付 4 ヶ入 ¥1,880- 標準タイプ 組立済 
 -102 担いバネ B 4 ヶ入 ¥1,800- EF50 タイプ 組立済 
 -103 担いバネ C スリ座付 2 ヶ入 ¥1,020- 一軸従台車タイプ 組立済 
 -104 担いバネ D 2 ヶ入 ¥900- 先台車タイプ 組立済 
   ＊上記、担いバネ=0.3t 燐青銅板重ね組立済品 
 
 -105 担いバネ付属品 A=標準タイプ用 4 セット ¥1,600- 
  （吊りピン A [LW]×8 ヶ、六角カラー×16 ヶ、平ピン×16 ヶ） 
 -106 吊りリンク A（EL 用） 16 ヶ入 ¥320- 穴心間=7.5mm E 
 -107 吊りリンク B（SL/EL 補助バネ側用） 16 ヶ入 ¥320- 穴心間=9.0mm E 
 -108 担いバネ付属品 B=EF50 タイプ用 4 セット ¥2,160- 
  （吊りピン B×8 ヶ、吊りピン受け[LW]×8 ヶ、角型カラー×8 ヶ、六角カラー×16
ヶ） 
 -109 吊りピン A 8 ヶ入 ¥720-  LW 
 -110 六角カラー [平径=1.5mm、厚さ=0.7t、心穴=0.9φ]  
   50 ヶ入 ¥1,250- ナット表現用 L 
 
 -111 平ピン [1.0φ×3.5] 30 ヶ入 ¥900- 可動部かしめ用 L 
 -112 EF50 吊りピン受け 8 ヶ入 ¥920-  LW 
 -113 吊りピン B（EF50 用） 8 ヶ入 ¥640- 
 
 
●働車軸、働車輪 
 ES-151 OJ 車軸 A. 5.0φ×M4.0 ネジ×先 2.8φ 4 本入 ¥1,200- ステンレス製 
   B. 4.0φ×M3.0 ネジ×先 2.0φ 4 本入 ¥1,200- ステンレス製 
 -152 O  車軸 A. 5.0φ×M4.0 ネジ×先 2.8φ 4 本入 ¥1,200- ステンレス製 
   B. 4.0φ×M3.0 ネジ×先 2.0φ 4 本入 ¥1,200- ステンレス製 
 
 -153 OJ 両切り車軸 4.0φ×M3.0 ネジ  2 本入 ¥1,100- ステンレス製 
 -154 O  両切り車軸 4.0φ×M3.0 ネジ  2 本入 ¥1,100- ステンレス製 
 
 -155 SL 用 OJ 働軸 5.0φ×軸先 3.9φ圧入仕様  3 本入 ¥1,800- ステンレス製 
 -156 SL 用 O  働軸 5.0φ×軸先 3.9φ圧入仕様  3 本入 ¥1,800- ステンレス製 
 
 -157 19.0φスポーク車輪 タイヤ絶縁 @1,400- 軸ネジ=M3.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @1,300- 軸ネジ=M3.0 
 
 -158 19.0φプレート車輪 タイヤ絶縁 @1,400- 軸ネジ=M3.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @1,300- 軸ネジ=M3.0 
 
 -159 20.5φスポーク車輪/EF50.C51.他 タイヤ絶縁 受注作製 軸ネジ=M3.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 受注作製 軸ネジ=M3.0 
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 -160 EL 用 25.0φディスク働輪/EF66 タイヤ絶縁 @3,600- 軸ネジ=M4.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @3,400- 軸ネジ=M4.0 
 
 -161 EL 用 25.0φボックス働輪/EF65.他 タイヤ絶縁 @3,600- 軸ネジ=M4.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @3,400- 軸ネジ=M4.0 
 
 -162 EL 用 27.5φスポーク働輪/EF57.EF56.EF53.他 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製） タイヤ絶縁 @3,200- 軸ネジ=M4.0 
    無絶 @3,000- 軸ネジ=M4.0 
 
 -163 EL 用 31.0φスポーク働輪/EF50.他 タイヤ絶縁 @3,600- 軸ネジ=M4.0 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @3,400- 軸ネジ=M4.0 
 
 -164 SL 用 39.0φボックス働輪 [OJ 用] タイヤ絶縁 @4,300- C57.C59.他 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @4,100- 
 
 -165 SL 用 39.0φスポーク働輪 [OJ 用] タイヤ絶縁 @4,300- C51 [18 本スポー
ク] 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 @4,100- 
 
 -166 SL 用 40.0φボックス働輪 [O 用] タイヤ絶縁 受注作製 C62.他 
  （輪心=LW、タイヤ=ステンレス製）  無絶 受注作製 
 
   ＊受注作製の車輪 及び 働輪に関しては、個別にお問い合わせください。 
   ＊SL 働輪 [軸穴=3.9φ圧入仕様]の、位相合わせ圧入は別途申し受けます。 
 
 
●駆動関係 パーツ 
ES-201 ユニバーサルジョイント/スチール製 軸穴=2.0φ-2.0φ  1 ヶ入 ¥1,540- 

                    軸穴=2.0φ-3.0φ  1 ヶ入 ¥1,650- 
                    軸穴=2.3φ-3.0φ  1 ヶ入 ¥1.650- 
                    軸穴=3.0φ-3.0φ  1 ヶ入 ¥1.650- 
 -202 高精度 ユニバーサルジョイント/ステンレス製 軸穴=2.0φ-3.0φ 1 ヶ入 ¥2.930- 
 
 -203 チューブ ジョイント/シリコン製 内径=2.0φ/外径=4.0φ×60mm  2 ヶ入 ¥320- 
                  内径=3.0φ/外径=5.0φ×60mm  2 ヶ入 ¥340- 
 
 -204 クラウンギヤ/真鍮製 3：1 クラウン軸穴=5.0φ/外径=15.0φ 1 セット ¥1,690- 
 -205 クラウンギヤ/真鍮製 4：1 クラウン軸穴=5.0φ/外径=20.0φ 1 セット ¥1,840- 
 
 -206 ウォームギヤ（ホイール=真鍮製/ウォーム=真鍮製） 
   13：1 [m0.75] ホイール軸穴=5.0φ/外径=11.2φ  1 セット ¥1,540- 
  18：1 [m0.75] ホイール軸穴=5.0φ/外径=15.0φ  1 セット ¥1,590- 
  24：1 [m0.75] ホイール軸穴=5.0φ/外径=19.5φ  1 セット ¥1,680- 
 -207 高精度 ウォームギヤ（ホイール=真鍮製/ウォーム=ステンレス製） 
  20：1 [m0.5] ホイール軸穴=3.0φ/外径=11.3φ  1 セット ¥3,760- 
  30：1 [m0.5] ホイール軸穴=4.0φ/外径=16.3φ  1 セット ¥3,880- 
 
 -208 高精度 コースティング ウォームギヤ（ホイール=燐青銅製/ウォーム=スチール製） 
   28：3 [m0.6/逆駆動タイプ] ホイール軸穴=3.9φ/外径=18.7φ 1 セット ¥3,760- 
 
 -209 ボールベアリング        外径=4.0φ、内径=1.5φ  4 ヶ入 ¥1,800- 
                  外径=5.0φ、内径=2.0φ  4 ヶ入 ¥1,600- 
                  外径=7.0φ、内径=4.0φ  4 ヶ入 ¥1,640- 
                  外径=8.0φ、内径=5.0φ  4 ヶ入 ¥1,680- 
 
 -210 フランジ付 ボールベアリング  外径=5.0φ、内径=2.0φ  4 ヶ入 ¥1,920- 
                  外径=7.0φ、内径=4.0φ  4 ヶ入 ¥1,960- 
                  外径=8.0φ、内径=5.0φ  4 ヶ入 ¥2.000- 
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 -211 スラスト ボールベアリング   外径=7.0φ、内径=2.5φ  2 ヶ入 ¥1,020- 
                  外径=8.0φ、内径=3.0φ  2 ヶ入 ¥1,020- 
                  外径=9.0φ、内径=4.0φ  2 ヶ入 ¥1,020- 
 -212 オイルレスメタル軸受 外径=6.0φ、内径=3.0φ、厚さ=4.0t  4 ヶ入 ¥400- 
 
 -213 28.0φ×38.0mm DC 缶モーター（MABUCHI 製） 1 ヶ入 ¥4,000- DC12V/軸径=2.4φ 
 
 -214 FAULHABER 高性能コアレスモーター（Germany 製） DC12V 
    ・16.0φ×24.0mm [軸径=1.5φ]    ・17.0φ×17.0mm [軸径=1.5φ] 
    ・22.0φ×32.0mm [軸径=2.0φ]    ・23.0φ×42.0mm [軸径=3.0φ] 
    ・26.0φ×42.0mm [軸径=3.0φ]    ・32.0φ×42.0mm [軸径=5.0φ] 
    ・35.0φ×57.0mm [軸径=4.0φ]    ・38.0φ×63.0mm [軸径=6.0φ] 
      ＊価格は、お問い合わせ下さい。 上記以外のサイズもあります。 
       他にも 各種ギヤ/各種モーター/各種ベアリング 等の駆動関係パーツ 
       ありますので、個別にお問い合わせください。 
 
●エッチング パーツ 
 ES-251 菱目エッチング板 [パターン小：長手寸法=1.7mm] 
             0.5t×115mm×240mm  1 枚入 ¥1,200- E 
 -252 菱目エッチング板 [パターン大：長手寸法=2.8mm] 
             0.5t×  90mm×300mm 1 枚入 ¥1,350- E 
 -253 木目エッチング板   0.7t×  95mm×180mm  製作中止 E 
 
 -254 票差し（旧タイプ） 1 輛分=4 ヶ入 ¥150- E 
 -255 票差し（新タイプ） 1 輛分=4 ヶ入 ¥150- E 
 
 -256 ナンバープレート 各種 1 輛分=4 ヶ入 ¥530- E 
   EL 用 
  EF501.EF504.EF506.EF508.8001 
  EF533.EF535.EF5319 
  EF561.EF562.EF563.EF564.EF565.EF566.EF567.EF568.EF569.EF5610.EF5611.EF5612 
  EF573.EF575.EF577.EF5713.EF5715 
 
  AB101.EB531.ED112.ED131.ED143.ED152.ED167.ED1618.ED171.ED1729.ED183.ED191. 
  ED271.ED272.ED421.ED428.ED4216.ED473.ED501.ED5001.ED5051.ED5501.506 
  EF1035.EF114.EF125.EF142.EF1631.EF1834.EF511.EF526.EF542.EF553. 
  EF584.EF5816.EF5828.EF5829.EF5849.EF5857.EF5860.EF5864. 
  EF596.EF6648 
 
   DL 用 
  DD501.DD502 
 
   SL 用 
  C571.C575.C576.C5711.C5762.C5765.C57121.C57126.C57144.C57176.C57196 
  C593.C5955.C5995.C59101.C59104.C59108.C59118.C59123.C59124.C59127.C59129. 
  C59132.C59164.C59165 
  C621.C622.C623.C625.C626.C6212.C6216.C6217.C6218.C6221.C6230 
 
  B203.B205.B2010.C1015.C1139.C1164.C121.C1268.C12285.8630.8635.58681.68669. 
  C5021.C5168.C51201.C51225.C51239.C523.C524.C531.C5345.C5415.C551.C5526. 
  C5550.C561.C5685.C56129.C56149.C56160.C581.C58352.C58426.C6016.C612.C6111. 
  C6130 
 
  9608.9633.39600.79615.79618.D50131.D50200.D511.D5111.D5125.D5142.D51241. 
  D51414.D5166.D51118.D511120.D511149.D51170.D51187.D51498.D51752.D51754. 
  D511020.D511100.D5228.D5270.D52131.D52148.D52153.D52200.D52219.D52341. 
  D52403.D52468.D6026.D6057.D612.D615.D6210.D6217.D6220.E102.923.950.2171.7140 
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 -257 製造銘板 各種 1 輛分=2 ヶ入 ¥420-  E 
   日立、川崎車輛、三菱、他あり 
 -258 C62 デフレクター つばめマーク1 輛分=2 ヶ入 ¥840- 洋白製 E 
 -259 EL エンドマーク 1 輛分=2 種各 2 ヶ入 ¥150-  E 
 -260 SL 換算表記プレート 1 輛分=2 ヶ入 ¥420-  E 
  ・C62（積：14.5、空：10.0） ・C59（積：14.0、空：10.0） 
  ・C58（積：9.5、空：7.5） ・C57（積：11.5、空：8.0） 
  ・D52（積：14.0、空：9.0） 
 -261 つばめヘッドマーク 1 セット ¥2,520- 洋白製 E 
 
 
●各種ネジ、ワッシャー 
 ES-301 M1.4×2.5mm ネジ 20 ヶ入 ¥140- 黒メッキ付 スチール製 
 -302 M1.4×4.0mm ネジ 20 ヶ入 ¥140- 黒メッキ付 スチール製 
 -303 M1.4×6.0mm ネジ（パンタグラフ用） 20 ヶ入 ¥180- 黒メッキ付 スチール製 
 -304 M1.4×8.0mm ネジ 20 ヶ入 ¥200- メッキ付 スチール製 
 
 -305 M2.0×3.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥120- メッキ付 
 -306 M2.0×4.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥120- メッキ付 
 -307 M2.0×4.0mm 皿ネジ 30 ヶ入 ¥150- メッキ付 
 -308 M2.0×6.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥150- メッキ付 
 -309 M2.0×8.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥180- メッキ付 
 
 -310 M3.0×4.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥150- メッキ付 
 -311 M3.0×6.0mm ネジ 30 ヶ入 ¥150- メッキ付 
 -312 M3.0×6.0mm 皿ネジ 30 ヶ入 ¥180- メッキ付 
 
 -313 M2.0×8.0mm 段付ネジ [段部=3.0φ×4.0mm、ネジ部=M2.0×4.0mm] 
   4 ヶ入 ¥200- 
 -314 M3.0×13.0mm 胴付きボルスターネジ [胴部=3.0φ×9.0mm、ネジ部=M3.0×4.0mm] 
   4 ヶ入 ¥480- 
 -315 M3.0×    SL 用センターネジ 1 ヶ入 ¥400- 
 
 -316 M2.0×4.0mm ポリ製ネジ 10 ヶ入 ¥120- 
 -317 M2.0×8.0mm ポリ製ネジ 10 ヶ入 ¥120- 
 -318 M3.0×15.0mm ポリ製ネジ 4 ヶ入 ¥100- 
 
 -319 絶縁ワッシャー（ポリスライダー製） 
      内径  外径  厚さ 
 A. 1.7φ-3.2φ-0.25t 30 ヶ入 ¥210- 
 B. 2.1φ-4.0φ-0.25t 30 ヶ入 ¥210- 
 C. 2.1φ-4.0φ-0.5t 30 ヶ入 ¥210- 
 D. 3.1φ-5.4φ-0.25t 30 ヶ入 ¥240- 
 E. 3.1φ-5.4φ-0.5t 30 ヶ入 ¥270- 
 F. 4.1φ-6.5φ-0.25t 30 ヶ入 ¥240- 
 G. 4.6φ-7.2φ-0.5t 30 ヶ入 ¥270- 
 H. 5.2φ-8.0φ-0.25t 30 ヶ入 ¥240- 
 I. 5.2φ-8.0φ-0.5t 30 ヶ入 ¥270- 
 
 -320 絶縁ワッシャー（ベークライト製） 
      外径  内径  厚さ 
 A. 5.0φ-2.1φ-0.5t 10 ヶ入 ¥100-  
 B. 8.0φ-3.1φ-0.5t 10 ヶ入 ¥150- ボルスター絶縁用 
 C. 10.0φ-3.1φ-1.0t 10 ヶ入 ¥250- ボルスター絶縁用 
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●その他 パーツ 
 ES-351 12V ヘッドライト用 電球（ON/OFF 用ダイオード×2 ヶ付） 
   2 ヶ入 ¥560- 
    
 -352 1.5V ヘッドライト用 電球  在庫切れ 1.5V 定電圧点灯用 
 -353 ボルスター集電ラグ 2 ヶ入 ¥80-  P 
 -354 小ラグ 10 ヶ入 ¥80-  P 
 -355 ナックル 10 ヶ入 ¥500-  P 
 
 -356 窓ガラス用 エンビ板 [17mm×300mm] 2 ヶ入 ¥140- 
 -357 KD カプラー（No804=プラ製） 1 袋=2 セット ¥760- 
 -358 KD カプラー（No805=金属製） 1 袋=2 セット 在庫切れ 
 -359 パンタグラフ用 3 段碍子 [白プラ製]  在庫切れ →E-116 に変更 
  パンタグラフ用 2 段碍子 [白プラ製]  在庫切れ  
 -360 ヘッドライト用 簡易レンズ 2 ヶ入 ¥60- 
 
 -361 六角ボルト [平径=1.0mm、足部=0.7φ×3.0mm]  六角ボルト表現用 L 
   10 ヶ入 ¥550- 
   50 ヶ入 ¥2,750- 
 -362 3 線式 O ゲージ用 コロ軸箱 4 ヶ入 \1,680-  LW 
 
 A-001 収納化粧箱 [長さ:550mm×巾:100mm×高さ:120mm] 
   1 ヶ入 ¥1,800- EL.SL 収納可 
 -002 エアパッキン [500mm×600mm] 2 ヶ入 ¥240- 収納用パッキン 
 
 
 【EF65 専用パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
 E-701 軸受 12 ヶ入 ¥6,960-  LW 
 -702 ブレーキシリンダー 12 ヶ入 ¥5,880-  LW 
 -703 エアフィルター 12 ヶ入 ¥2,400-  E 
 -704 ジャンパー栓（KE-70） 2 ヶ入 ¥780- 他 使用可 LW 
 -705 ジャンパー栓（KE-59） 2 ヶ入 ¥780- 他 使用可 LW 
 
 -706 ジャンパー栓（KE-3） 2 ヶ入 ¥780- 他 使用可 LW 
 -707 避雷器 円筒カバー（上部覆い、取付け台付） 
   1 ヶ入 ¥640- 他 使用可 L 
 
 
 【EF66 専用パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
 E-601 砂箱 A 6 ヶ入 ¥3,300- 砂まき管元栓=左側 LW 
 -602 砂箱 B 6 ヶ入 ¥3,300- 砂まき管元栓=右側 LW 
 -603 ステップ 4 ヶ入 ¥1,680-  LW 
 -604 エアフィルター 14 ヶ入 ¥16,940-  LW 
 -605 ヘッドライト ケース 4 ヶ入 ¥4,480-  LW 
 
 -606 ワイパー（大型タイプ） 4 ヶ入 ¥1,320- 他 使用可 LW 
 
 
 【C62 [1/43.G=32.0mm] O ゲージ 専用パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
 S-901 ドーム（日立タイプ） 1 ヶ入 ¥7,200-  しぼり成型 P 
   スカート部未成形品 1 ヶ入 ¥2,970-  しぼり成型 P 
 -902 煙室エンド 1 ヶ入 ¥2,400-  L 
 -903 煙室戸 1 ヶ入 ¥600-  しぼり成型 P 
 -904 煙突 1 ヶ入 ¥1,300- スカート部付 L 
 -905 エアタンク A.B 各 1 ヶ入 ¥1,540-  L 
 
 
 
                                         11 



 
 
 -906 主台車 前端梁 1 ヶ入 ¥1,810-  F 
 -907 シリンダーカバー A.B 各 1 ヶ入 ¥1,080-  L 
 -908 バルブカバー A.B 各 1 ヶ入 ¥1,170-  L 
 -909 サイドロッド L.R 各 1 ヶ入 ¥15,600-  組立済 
 -910 エキセントリックロッド=偏心棒（加減リンク、リターンクランク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥3,500-  組立済 
 
 -911 バルブギヤ=弁心棒（心向棒、合併テコ、結びリンク付） 
   L.R 各 1 ヶ入 ¥2,600-  組立済 
 -912 逆転アーム A.B（釣りリンク付） 1 セット ¥1,120-  組立済 
 -913 バックプレート 1 ヶ入 ¥2,950-  LW 
 -914 先台車枠 1 ヶ入 ¥4,150-  LW 
 -915 モーションプレート L.R 各 1 ヶ入 ¥2,800-  LW 
 
 -916 従台車 サイド枠 L.R 各 1 ヶ入 ¥4,720-  LW 
 -917 従台車 後端梁 1 ヶ入 ¥640-  LW 
 -918 従台車 ボルスター 1 ヶ入 ¥660-  LW 
 -919 ストーカーエンジン 1 ヶ入 ¥1,030-  LW 
 -920 テンダー台車 サイド枠 4 ヶ入 ¥5,960-  LW 
 
 -921 テンダー台車 端梁 4 ヶ入 ¥2,560-  LW 
 -922 テンダー台車 リーフバネ 4 ヶ入 ¥2,560-  LW 
 -923 テンダーボルスター A.B 各 1 ヶ入 ¥5,160-  LW 
 -924 テンダー側 ストーカー継手 1 ヶ入 ¥700-  LW 
 
 
 【D52 [1/43.G=32.0mm] O ゲージ 専用パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
 S-950 テンダー台車サイド枠 4 ヶ入 ¥5,600-  LW 
  -951 テンダー台車ボルスター 2 ヶ入 ¥2,800- OJ ゲージ用あり LW 
 
 
 【１番ゲージ [1/30.G=45.0mm] 専用パーツ】  ★消費税は別途申し受けます。 
 E-801 EF15 コロ軸箱  受注作製 EF58.他 使用可 LW 
 -802 EF15 砂箱 A  受注作製  LW 
 -803 EF15 砂箱 B  受注作製  LW 
 -804 EF15 軸箱守  受注作製 EF58.他 使用可 LW 
 -805 EF15 ブレーキテコ、シュー  受注作製 EF58.他 使用可 LW 
 
 -806 EF15 ブレーキテコ受け  受注作製 EF58.他 使用可 LW 
 -807 EF15 補助バネ台  受注作製 EF58.他 使用可 LW 
 -808 吊りピン  受注作製  LW 
 -809 吊りリンク A 8 ヶ入 ¥560- 穴心間=12.5mm E 
 -810 吊りリンク B（補助バネ側用） 8 ヶ入 ¥560- 穴心間=14.0mm E 
 
 -811 ナンバープレート 各種 1 輛分=4 ヶ入 ¥1,500-  E 
  EF157.EF167 
  C593.C622.C6226.D5166 
 -812 EL エンドマーク 1 輛分=2 種各 2 ヶ入 ¥850-  E 
 -813 C62 デフレクター つばめマーク1 輛分=2 ヶ入 ¥1,700- 洋白製 E 
 
   ＊受注作製パーツに関しては、個別にお問い合わせください。 
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【OJ.O オリジナル塗装済完成品 及び 分売パーツ一式】  ★消費税は別途申し受けます。 
 ◆C62（日立タイプ） O=1/43  ¥701,000- 塗装済完成品 
    ¥374,000- 分売パーツ一式 
    ¥132,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥189,000- 下廻り分売パーツ一式 
    ¥53,000- テンダー分売パーツ一式 
 
 ◆C62（日立タイプ） OJ=1/45  ¥189,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆C59（後期型） OJ=1/45  ¥678,000- 塗装済完成品 
    ¥363,000- 分売パーツ一式 
    ¥127,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥185,000- 下廻り分売パーツ一式 
    ¥51,000- テンダー分売パーツ一式 
 
 ◆C57（一次形） OJ=1/45  ¥669,000- 塗装済完成品 
    ¥358,000- 分売パーツ一式 
    ¥127,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥180,000- 下廻り分売パーツ一式 
    ¥51,000- テンダー分売パーツ一式 
 
 ◆EF57（東海道タイプ） OJ=1/45. O=1/45  ¥599,000- 塗装済完成品 
    ¥275,000- 分売パーツ一式 
    ¥117,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥158,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆EF56（前期型） OJ=1/45. O=1/45  ¥600,000- 塗装済完成品 
    ¥283,000- 分売パーツ一式 
    ¥124,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥159,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆EF56（後期型） OJ=1/45. O=1/45  ¥589,000- 塗装済完成品 
    ¥278,000- 分売パーツ一式 
    ¥118,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥160,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆EF53（一次形） OJ=1/45. O=1/45  ¥597,000- 塗装済完成品 
    ¥263,000- 分売パーツ一式 
    ¥104,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥159,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆EF50 OJ=1/45. O=1/45  ¥600,000- 塗装済完成品 
    ¥257,000- 分売パーツ一式 
    ¥109,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥148,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
 ◆8000 形  OJ=1/45. O=1/45  ¥614,000- 塗装済完成品 
    ¥266,000- 分売パーツ一式 
    ¥109,000- 上廻り分売パーツ一式 
    ¥157,000- 下廻り分売パーツ一式 
 
  尚 分売パーツ一式には、ギヤ/ギヤボックス/モーターは含まれておりません。 
   EL の場合 ：ボディー本体（成形加工済）、メインフレーム枠（組立済）、 
         パンタグラフ（完成品） 
   SL の場合 ：ボイラー本体＋キャブ本体（組立済）、メインフレーム枠（組立済） 
   ＊上記の EL パーツ/SL パーツに関しては、全て単品分売致しますのでご相談ください。 
 
 
                                         13 



 
 
 ◇EL 吊り掛け駆動ユニット [片絶仕様/OJ.O]  ＊両絶仕様への変更可能です。 
  ・27.5φスポーク働輪(EF53.EF56.EF57.他用)/コアレスモーター組込品 
      1 基 ¥33,100- 完成品 
  ・25.0φボックス働輪(EF65.他用)/コアレスモーター組込品  1 基 ¥33,900- 完成品 
  ・25.0φディスク働輪(EF66 用)/コアレスモーター組込品  1 基 ¥33,900- 完成品 
  ・31.0φスポーク働輪(EF50.他用)/コアレスモーター組込品  1 基 ¥33,900- 完成品 
 
  ・パーツ一式（働輪 及び モーター 別）    1 基  ¥4,190- 
   （サイド枠×2、モーターハウジング×1、軸受け×2、働軸×1、55Z スパーギヤ 
    [外径=22.8φ/厚さ=1.0t/軸穴=4.9φ]:10Z スパーギヤ [外径= 4.8φ/厚さ=1.0t/ 
    軸穴=1.4φ]×1 セット 含む） 
  ・吊掛け駆動ユニット本体組立済（働輪 及び モーター 別） 1 基 ¥14,500- 
 
    ＊OJ ゲージ 及び O ゲージの既存 5.0φネジ切り車軸対応仕様です。 
     （25.0φ以上の働輪に組込み可能です） 
 
 ◇EL インサイドギヤボックス [OJ.O] 
  ・EF57.EF56.EF53 用   1 輛分 ¥38,200- 完成品 
  ・EF50 用   1 輛分 ¥38,200- 完成品 
   （クラウンギヤ＋スパーギヤによる全働軸駆動、DC 缶モーター×2 ヶ搭載調整済） 
 
 ◇EL 各軸ギヤ BOX [OJ.O] 
  ・4:1 クラウンギヤ使用   1 基  ¥6,800- 完成品 
   （働軸=フランジ付 ボールベアリング組込品）   1 基  ¥9,000- 完成品 
 
  ・3:1 クラウンギヤ使用   1 基  ¥6,650- 完成品 
   （働軸=フランジ付 ボールベアリング組込品）   1 基  ¥8,950- 完成品 
 
 ◇SL ギヤボックス [OJ.O] 
  ・C57 [OJ]用.C59 [OJ]用.C62 [OJ]用   1 基 ¥15,400- 完成品 
  ・C62 [O]用   1 基 ¥15,400- 完成品 
   （高精度 20:1 ウォームギヤ [ホイール=真鍮製/ウォーム=SUS304 ステンレス製] 
    組込み、働軸 [軸先=4.0φ圧入仕様]、3.0φウォーム軸 含む） 
 
 ◇SL コースティング ギヤボックス [OJ.O] 逆駆動タイプ 
  ・C57 [OJ]用.C59 [OJ]用.C62 [OJ]用   1 基 ¥31,000- 完成品 
  ・C62 [O]用   1 基 ¥31,000- 完成品 
   （28:3 コースティングウォームギヤ 組込み、働軸 [軸先=4.0φ圧入仕様]、 
    3.0φウォーム軸 含む） 
 
 ◇パンタグラフ 
  ・PS-14 型 パンタグラフ（3 段碍子×16 ヶ、取付けネジ×8 ヶ付） 
    2 基 ¥19,000- 完成品 
    2 基 ¥11,000-台枠組立済キット 
    2 基 ¥9,100- パーツ一式 
 
  ・E.E 型 パンタグラフ（M1.4 取付けネジ×8 ヶ付） 2 入 ¥18,000- 完成品 
 
 ◇スクリューカプラー（可動式）  2 ヶ入 製作中止 組立済 
    2 ヶ入 製作中止 キット 
 
 ◇EL ボディー本体（妻板、乗降ドア、床板取付け材含む） 
  ・EF57  1 輛分 ¥44,300- 成形加工済品 
  ・EF56  1 輛分 ¥48,500- 成形加工済品 
  ・EF53  1 輛分 ¥44,300- 成形加工済品 
  ・EF50  1 輛分 ¥40,200- 成形加工済品 
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 ◇EL メインフレーム枠 [OJ=1/45.O=1/45] 
  ・EF57 1 輛分 ¥39,200- 枠組立済品 
  ・EF56 1 輛分 ¥39,200- 枠組立済品 
  ・EF53 1 輛分 ¥39,200- 枠組立済品 
  ・EF50 1 輛分 ¥37,100- 枠組立済品 
 
 ◇SL ボイラー本体及キャブ本体 
  ・C57 [OJ=1/45] 1 輛分 ¥66,000- 半完組立品 
  ・C59 [OJ=1/45] 1 輛分 ¥66,000- 半完組立品 
  ・C62 [O  =1/43] 1 輛分 ¥66,000- 半完組立品 
 
 ◇SL メインフレーム 
  ・C57 [OJ=1/45] 1 輛分 ¥56,700- 組立済 
  ・C59 [OJ=1/45] 1 輛分 ¥56,700- 組立済 
  ・C62 [OJ=1/45] 1 輛分 ¥56,700- 組立済 
  ・C62 [O  =1/43] 1 輛分 ¥56,700- 組立済 
 
 ◇TR41 台車 [OJ] 
  ・1 台車（19.0φスポーク車輪 [片絶]、車軸）     ¥14,300- 完成品 
  ・1 台車（車輪、車軸 省く）              ¥8,300- 組立済 
  ・1 台車パーツ一式（車輪、車軸 省く）         ¥5,680- 
 
 
【工具】  ★消費税は別途申し受けます。 
  ◆ドリル 材質=ハイス（高速度鋼）HSS 
    ・0.3φ〜0.4φ 1 本入  ¥580- ・5.0φ〜5.9φ 1 本入  ¥750- 
    ・0.5φ〜0.9φ 1 本入  ¥390- ・6.0φ〜6.9φ 1 本入  ¥970- 
    ・1.0φ〜1.9φ 1 本入  ¥380- ・7.0φ〜7.9φ 1 本入 ¥1,290- 
    ・2.0φ〜2.9φ 1 本入  ¥330- ・8.0φ〜8.9φ 1 本入 ¥1,770- 
    ・3.0φ〜3.9φ 1 本入  ¥370- ・9.0φ〜10.0φ 1 本入 ¥2,220- 
    ・4.0φ〜4.9φ 1 本入  ¥510- 
 
  ◆タップ（中タップ=#2） 材質=ハイス（高速度鋼）HSS 
    ・M1.0 1 本入 ¥3,110- ・M2.6 1 本入  ¥1,480- 
    ・M1.2 1 本入 ¥2,850- ・M3.0 1 本入  ¥1,020- 
    ・M1.4 1 本入 ¥2,490- ・M3.5 1 本入   ¥970- 
    ・M2.0 1 本入 ¥1,610- ・M4.0 1 本入   ¥990- 
 
  ◆ハンドリーマ 材質=コバルトハイス（高速度鋼）HSS-Co 
    ・2.0φ 1 本入 ¥2,650- ・6.0φ 1 本入 ¥2,420- 
    ・3.0φ/4.0φ/5.0φ 1 本入 ¥2,250- ・7.0φ 1 本入 ¥2,650- 
 
  ◆ヤスリ（中目） 五本組 [全長=210mm] 
    ・平  1 本入  ¥540-   ・半丸  1 本入  ¥540-   ・丸  1 本入  
¥540- 
   ヤスリ（中目） 十本組 [全長=180mm] 
    ・平  1 本入  ¥490-   ・半丸  1 本入  ¥490-   ・丸  1 本入  
¥490- 
 
  ◆糸ノコ刃 SUPER PIKE/スイス製 ＊バローベ社 OEM 生産品 
        ＃000（3/0） 5 本  ¥250- 
        ＃00（2/0） 5 本  ¥250- 
        ＃0 5 本  ¥250- 
        ＃1 5 本  ¥250- 
        ＃2 5 本  ¥250- 
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  ◆エンドミル 材質=コバルトハイス（高速度鋼）HSS-Co 
   ・0.8φ/1.0φ/1.5φ 1 本入 ¥3,730- 
   ・2.0φ/2.5φ 1 本入 ¥3,240- 
   ・3.0φ/3.5φ/4.0φ/5.0φ/6.0φ 1 本入 ¥2,730- 
   ・7.0φ/8.0φ 1 本入 ¥3,050- 
   ・9.0φ/10.0φ/11.0φ/12.0φ 1 本入 ¥3,600- 
 
  ◆平ハンダこて [100W] 1 ヶ入 ¥2,650- 
 
  ◆平ハンダこて スペアヒーター 60W 1 ヶ入 ¥440- 
                  80W 1 ヶ入 ¥500- 
                  100W 1 ヶ入 ¥580- 
  ◆ハンダこて先 [銅棒 6.0t×15mm×75mm] 1 ヶ入 ¥400- 
  ◆棒ハンダ（スズ=60%） 1 本入=100g ¥840- 
  ◆フラックス 50mL ¥490- 
 
   ＊その他 各種工具も取り扱っておりますので、ご用命ください。 
 
 
 
 
【各種素材】 
 ●真鍮、洋白、燐青銅、銅、他（平板/平棒/丸棒/六角棒/丸直線/他）の、素材分売 
  致します。 
 
 
 
 
【受注作製】 
 ●OJ.O ゲージ 専門工房としてオリジナル完成品から各種パーツ分売、各種機械加工 
  （旋盤/ミーリング/プレス/シャーリング/ボール盤/他）、ロストワックス、エッチング、 
  他の少量受注作製まで取り扱っておりますので、ご用命ください。 
  作製品の概要をお知らせ頂ければ、見積りさせて頂きます。 
 
 各種機械加工（旋盤/ミーリング/プレス/シャーリング/ボール盤/他）、 
 ロストワックス、エッチングの加工例 
   ・旋盤加工      =働輪、車輪、煙突、エアタンク、特殊ネジ、他 加工。 
   ・ミーリング加工   =フレーム、軸箱体、ロッド類、他 加工。 
   ・プレス加工     =各種板金加工。（抜き、曲げ、リベット、他） 
   ・シャーリング加工  =指定寸法切断加工。 
   ・ボール盤加工    =各部穴あけ加工。 
 
   ・ロストワックス作製 =各種精密パーツ 作製。（元型作製 含む） 
   ・エッチング作製   =ナンバープレート、製造銘板、各種パーツ、他 作製。 
              （版下作製 含む） 
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  「鉄道模型の病院開設。。。」 
     破損してしまった模型の修理。 
      O ゲージから OJ ゲージへの改軌。（OJ ゲージから O ゲージへの改軌も OK！） 
       動力化したい模型。 
        各種改良したい模型。 
         走行不良な模型の調整。 
          AC（交流式）から DC（直流式）へ変更したい模型。 
           組立途中の模型。 
            他社製キットの組立。 
             その他、鉄道模型全般のトラブル。 
 
 
  ＊その他、お困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。 
   （ゲージを、問わず承ります） 
 
  ＊ご要望の詳細（修理 及び 改良内容、ゲージ、他）をメール/郵便/Tel/Fax 等で 
   お知らせ頂ければお見積り致します。 
 
 
 
 
 
  ★リスト記載以外にも、分売可能な半完成品 及び 各種パーツ/各種素材/工具 等も 
   取り揃えておりますので、ご用命ください。 
 
  ★やむを得ず仕様 及び 価格等を変更する事がありますが、その際はご了承ください。 
 
  ★消費税は別途申し受けます。 
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