
○ ○

（ DAラーニア付属胸の乳首造形 ）

にうりんデカールは円錐状の物体に円形のシールを貼ると言う事なので、先端の角度が急なほどデカールに余りが出ます。
また、デカールのサイズが大きいほど余りが多くなります。その余りが解消出来ないとシワになってしまい、綺麗な仕上がりになりません。
にうりんデカールを貼る難易度は、胸の大きさではなく胸先の形状によって違ってきます。

胸先の曲面がなだらかであれば、デカールに多少余りが出ても
溶剤を使って密着度を上げる事で普通のデカールと同じ様に
貼れます。

胸先の起伏が大きいとデカールが余ってシワになります。この余りの
解消については、次ページの［2］胸先の起伏が大きい場合のデカー
ルの余りについてで説明します。

 ＊乳首造形をそのままにしておきたい時は素材ちゃんボディの使用をオススメします。胸の大きさ
は変わってしまいますが、お洋服と合わせやすくなる利点もあります(´▽｀)＊

■ 乳首造形がある胸先の場合

［ 1 ］ にうりんデカールを貼る事について

乳首造形があるとデカールが余り過ぎて　
シワがたくさん寄ってしまうので、やすりで形
状をなだらかにする必要があります。
少しでも角があるとそこで確実にシワが寄り
ます。

先端の角でシワが
寄る 乳首部分の円周が

小さすぎてデカール
が余り過ぎる

デカールを貼る範囲の形状の起伏が大きい
ので、デカールの余りが出る。

胸は小さいがデカールを貼る範囲の形状の起伏
が大きく面積が狭いので、デカールの余りが多く
なって貼る難易度が一番高い。

胸は大きいがデカールを貼る範囲の形状が
なだらかで面積が広いので、大きいサイズも
貼りやすい。

デカールを貼る範囲の形状がなだらかで
貼りやすい。貼るサイズが大きいと少し余
りが出る。

DAラーニア付属胸の塗装を落とした状
態です。ここから乳首造形の角をなだら
かにする為にやすります。

角がなくなって乳首造形がほんのり残って
いる状態。このくらいであればデカールを
綺麗に貼る事が出来ます。

■ 貼る難易度が低い ■ 貼る難易度が高い

○ 台所用かお風呂用の中性洗剤かMr.カラーうすめ液・・・胸パーツの表面を洗浄してデカールを付きやすくします。
○ カッター・・・デカールの切り離しに使います。
○ デカール用溶剤・・・にうりんデカール貼りに使える溶剤は限られています。2ページ以降で説明します。
○ 筆・・・デカールの移動やシワをならす為に使うので安い筆で大丈夫です。説明ではタミヤ モデリングブラシHF 平筆No.02を使用。
○ 一般用の綿棒・・・デカールを伸ばすのに使います。
○ 水と水を入れる容器・・・底が浅い物が使いやすいです。
○ タイマー・・・分刻みで作業するので時間を計ります。
○ 乳首造形をなだらかにする場合はスポンジやすりか紙やすりの400番、塗装を落とすにはMr.カラーうすめ液かMr.ペイントリムーバー

【 作業に必要な物 】

【 1/12にうりん（大）】 サイズ：7～11  色：5A～7B
【 1/12にうりん（小）】 サイズ：1～6    色：1A～4B

【 1/12にうりん2（大）】 サイズ：7～11  色：3C～8C
【 1/12にうりん2（小）】 サイズ：1～6    色：1C～8C

[R66オリジナルデカール] 1/12にうりん貼り方説明書      ver.2.0
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（難易度低い）
△

メガミMSGトップスS
ポリニアン クローバ、イアンナ
メガミMSGトップスM
ピコニーモ L胸
ピコニーモ M胸
素材ちゃんM
素材ちゃんS

乳首造形をなだらかにしたDAラーニア付属胸
乳首造形をなだらかにしたDAソフィア付属胸

ピコニーモ S胸
▽

（難易度高い）

・・・サイズ10,11は余りすぎてシワなしで貼れない

＊貼る難易度は胸の大きさではなく胸先の形状によります

・・・サイズ10,11は余りすぎてシワなしで貼れない
・・・サイズ9～11は余りすぎてシワなしで貼れない

・・・サイズ7～11以降は余りすぎてシワなしで貼れない

［ 4 ］ にうりんデカール貼りにおける各胸パーツ・ボディの難易度と限度

デカールのりですがメガミトップスS,M、ポリニアン クローバ、ピコニーモM,L胸にサイズ1～
4辺りまでならデカールの余りが少ないので貼れる感じです。デカールが柔らかくならないの
で扱いやすく貼り直しが容易なのが利点ですが、貼った後にカットラインが目立つのでマーク
フィットやマークソフターの方が仕上がりが綺麗です。なお、デカールのり軟化剤入は軟化成
分が強くないので、デカールを変質させる用途には向きません。

■ デカールフィクサー（ハイキューパーツ）
■ デカールのり（タミヤ）
■ デカールのり 軟化剤入（タミヤ）

にうりんデカールを貼るのに使える溶剤
として一番オススメです。軟化成分が強
すぎず弱すぎず適度で扱いやすいので、
段階的に変質させてデカールを伸ばし
て行く事が出来ます。気温が高い時期以
外は変質度が低くなるので、放置中に温
度を上げて変質を進めます。

■ マークフィット（タミヤ）
こちらもにうりんデカールを貼るのに使
える溶剤ですが、マークフィットよりも軟
化成分が強いのでシワのコントロールが
難しいです。ただし上手く貼る加減が掴
めれば、マークフィットよりも作業時間が
短縮できる利点があります。

■ マークソフター（GSIクレオス）
軟化成分と接着成分が両方入っている溶
剤なので、デカールの余りが少なければ普
通に使えるんですが、変質させて伸ばさな
いと余りが解消できない場合には接着成
分でシワ同士がくっつきやすく作業が難し
くなるので使用をオススメしません。

■ マークセッター（GSIクレオス） 

［ 3 ］ にうりんデカール貼りにおける各溶剤の使用感

余りが解消されて綺麗に貼れた状態です。シ
ワが無い綺麗な仕上がりにする為には、段階
的に柔らかくして伸ばす工程を何度か繰り返
します。詳しい手順は後述[5]のにうりんデカ
ールの貼り方で説明します。

このデカールの余りを解消するには普通
に柔らかくする程度ではダメで、デカール
をビニール状に変質させて外方向にデカ
ールを伸ばす事で余りを無くします。

軟化剤で柔らかくして胸先の曲面に沿
わせた状態です。胸先の起伏が大きい
と、この様にデカールが余ってしまいま
す。

［ 2 ］ 胸先の起伏が大きい場合のデカールの余りについて 
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浮いている箇所が無い様に
曲面に沿わせた状態です。

水を多めに含ませた綿棒でデ
カールを垂直に押し、少しずつ
位置をずらしながら繰り返し垂
直に押して、デカールを胸の曲
面に沿わせます。この際に垂直
に押さないとデカールの位置
がずれるので注意。

下準備で15分放置しておい
たデカールを筆の上に乗せ
て胸の上まで運び、①で塗布
した溶剤の上にデカールを置
きます。溶剤を馴染ませる為
にそのまま6分放置します。

胸先の貼る位置に、にうりんサ
イズよりも広い範囲に溶剤を
塗布します。

メガミトップスS,Mにサイズ1～4を貼る場合はデカールの余りが少ないので、デカールフィクサーやデカールのりだけで貼る事も出来ます。
軟化剤で柔らかくしていないのでデカールが扱いやすく、何度も貼り直しやすい利点があります。ただしカットラインが目立つのでマークフィット
やマークソフター使用の方が仕上がりが綺麗になります。
謎の線と点デカールもデカールを伸ばす必要はないので、普通のデカールと同様に貼ります。

 ＜ 貼り方 A ＞ ・・・  メガミトップスS,Mにデカールのりで貼る場合（ にうりんサイズが1～4の場合のみ ）

貼り方A、Bへ

カットラインより外側の透明
なシートを先に取り去ります
（にうりんデカール部分を取ろ
うとした時に外側と重なると
くっついてしまう為）

そのまま15分放置します。引き
揚げて30秒くらいで貼れる状
態にはなるのですが、デカール
に水を馴染ませる為に15分時
間をおきます。

水に10秒漬けてから引
き揚げます。

貼りたいサイズをカッターで四角
く切り出します。印刷の周囲は事
前に丸くカットされているので、そ
のカットラインより外を切ります。

まず最初ににうりんデカールを貼る胸パーツの表面を中性洗剤で洗浄し、水気を拭いて乾かしておきます。ボディと一体になっていて洗い
にくい場合はMr.カラーうすめ液を綿棒に含ませて拭くだけでも大丈夫です。

 ＜ 貼る前の下準備 ＞ 貼り方全共通

［ 5 ］ にうりんデカールの貼り方

① 

① 

② ③ ④ ⑤ 

② ③ ④ 

カットラインを目立たなく
させる為に、デカールの周
りの透明な部分だけに溶
剤を上から塗布し、6分放
置します。

水を少し含ませた綿棒でカット
ラインを垂直に押して行き、溶
剤と水でカットラインを落ち着
かせます。

⑥ 綺麗に貼れているか良く確認
したら、そのまま乾かして作業
完了です！

⑦ ⑤ 

カットライン
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5ページの④に続く

① ② ③ 水を含ませた綿棒で外に向かってデカール
を伸ばしていく気持ちで放射線状に撫でてい
きます。撫でる時は軽い力でゆっくり丁寧に
撫でます。
この際にサイズが大きいデカールは中心を
押すとこの場所にピッタリくっついてしまって
この後で胸先に移動する際に苦労するので、
大きいサイズは中心を押さない様に気を付
けます。

①で塗布した溶剤の上に、下準備で水に浸し
た後に15分放置したデカールを筆の上に乗
せて胸の上まで運び、①で塗布した溶剤の上
にデカールを置きます。デカールが浮いている
箇所があったら水を含ませた筆で押して溶剤
と密着させます。
軟化剤を馴染ませる為にマークフィット使用は
3分放置、マークソフター・マークセッター使用
は1分放置します。

デカールに軟化剤を均一に馴染ませる為
に、まずは胸先近くの曲面がゆるやかな場
所に貼るサイズよりも広い範囲に溶剤を
塗布します。この際に溶剤は多目に乗せて
おきます。

（ 8月室温27度/湿度73％ ）
工程③マークフィット使用3分放置後に伸ばした状態。変質してい
るのでパーツとの密着度が高くデカールがしっかり伸びている。

（ 11月室温23度/湿度62％ ）
工程③マークフィット使用3分放置後に伸ばそうとした状態。変質
が足りずにパーツとの密着度が低くてデカールが伸びない。

デカールを胸先に置いて作業をスタートさせるとデカールが浮いている箇所とパーツに接地している箇所で溶剤の浸透具合にムラが出
て後の作業が上手く行かないので、まず胸先近くの曲面がゆるやかな場所で軟化剤を均等に馴染ませて変質させた上で外方向に伸ばす
工程を入れます。この工程が非常に重要で、特にデカールが多く余る場合は最初の段階でしっかり伸ばしておかないと後々の作業で余り
が解消できません。

また、軟化剤はデカールの上から塗布すると発色に影響したり表裏の両側から侵食する事でデカールがもろくなって破れる原因になるの
で、軟化剤は出来るだけデカールの下だけに塗布する様にします。デカールを移動させずに下に溶剤を追加する場合は、デカールの端か
ら下に差し入れます。

■  起伏がなだらかな胸先に軟化剤で貼る

［ 作業の一番初めに曲面がゆるやかな場所でデカールを軟化させて全方位にしっかり伸ばす ］

にうりんデカールを最初に制作したのは春夏の気温が高い時期でしたが、その後制作したにうりん2発売時期の11月では以前よりもデカ
ールの伸びが良くなく、気温がデカールの変質に大きく影響する事が判ってきましたのでその対策を考えました。
軟化剤で変質させて全方位に伸ばす事でデカールの余りを解消すると言う貼り方自体は変わらないので、この説明書では気温が高い時
期の貼り方を基本として説明し、その後のページでそれ以外の時期の貼り方について記述する構成にしています。全ページに目を通して
から作業を始める様にして下さい。

［ 溶剤によるデカールの変質に気温が影響する ］

軟化剤で作業する際の注意点

× ×

 ＜ 貼り方 B ＞ ・・・  軟化剤で貼る場合
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6ページの⑫に続く

4ページ③の続き

⑧ 

⑪ デカールのサイズがかなり小さくないと
デカールの余分はまだ解消されないの
で、デカールの端から溶剤を下に足して、
マークフィット使用は6分放置、マークソ
フター・マークセッター使用は3分放置し
ます。

放置してるあいだに溶剤の影響でシワが細
く変化する事があるので時々様子を見ます。
シワが細くなっているとシワ同士がくっつい
てしまうので、すぐに水を含ませた筆でシワ
の隙間に筆先を入れて左右に動かし、シワ
を散らします。

⑦で筆で平らにした箇所を含めたデカー
ルの1/4を、小さいサイズなら1/2を水を
多めに含ませた綿棒で中心から外方向
に向かってアイロンを掛ける様な気持ち
で放射状に軽く撫でて行きます。

⑨ 次に反対側1/4もしくは1/2を⑦と同じ様に筆
でシワを平らにします。

⑩ ⑨で筆で平らにした辺りを⑧と同様に綿棒で
外方向に撫でて行きますす。シワは移動して
いるだけで常にどこかに寄っていますが、そ
れで間違いありません。1/4の場合は残りも
同様に繰り返してデカールをひと通り全方位
に伸ばします。

マークソフター・マークセッター使用でデカー
ルのサイズが小さい場合は、この段階でシワ
が全て無くなるかもしれません。

⑦ 水を含ませた綿棒で中心を軽く押してシワ
を全体に散らし、水を少し含ませた筆でシ
ワを一箇所だけ中央から外側方向に向け
て押して平らにします。この際に綿棒で同じ
事をするとシワのままアイロンを掛けちゃっ
た様になりがちなので、シワは必ず筆で撫
でて潰します。
シワを押すと他の場所にシワが寄りますが、
そのシワはそのままにして⑧の作業に移り
ます。

シワを外方向に向かっ
て撫でて平らにする。

筆で平らにした付近を
綿棒と水でアイロンを
掛けて伸ばす様な気
持ちで放射状に撫でて
行く。

細いシワはこのままに
しておくとくっついてし
まう事があるので早目
にシワを散らす。

デカールの下に溶剤のブラシ
で全周囲の端から溶剤を差
し入れて行く。デカールの上
に塗らない様に注意。

⑤ ④ デカールを綺麗に伸ばせたら、胸先に移動
させる為にすぐに水を含ませた筆でデカー
ルの全周囲から下に水を差し入れて行きま
す。

デカールが水に浮いてスルスルと動く様にな
ったら、胸先に溶剤をデカールの大きさより
も広い範囲に塗布します。この際にも溶剤は
多目に乗せておきます。
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⑥ 筆の腹の部分でデカールの端を押して胸先
の溶剤の上に移動させます。浮いている箇所
を筆で軽く押してデカールの下に溶剤を行
き渡らせたらマークフィット使用は6分放置、
マークソフター・マークセッター使用は3分
放置します。



デカール下に溶剤が足りて
いない箇所があったら端か
ら下へ差し入れる。

7ページの⑦に続く

⑥ ⑤でデカールが水に浮いてスルスルと動く
様になったら、胸先に溶剤をデカールの大き
さよりも広い範囲に塗布します。この際にも
溶剤は多目に乗せておきます。

① ② ③ 水を含ませた綿棒で外に向かってデカール
を伸ばしていく気持ちで放射線状に撫でてい
きます。撫でる時は軽い力でゆっくり丁寧に
撫でます。
この際にサイズが大きいデカールは中心を
押すとこの場所にピッタリくっついてしまって
この後で胸先に移動する際に苦労するので、
大きいサイズは中心を押さない様に気を付
けます。

①で塗布した溶剤の上に、下準備で水に浸し
た後に15分放置したデカールを筆の上に乗
せて胸の上まで運び、①で塗布した溶剤の上
にデカールを置きます。デカールが浮いている
箇所があったら水を含ませた筆で押して溶剤
と密着させ、溶剤が足りていない箇所には追
加します。
軟化剤を馴染ませる為にマークフィット使用は
3分放置、マークソフター使用は1分放置しま
す。

デカールに軟化剤を均一に馴染ませる為
に、まずは胸先近くの曲面がゆるやかな場
所に貼るサイズよりも広い範囲に溶剤を
塗布します。この際に溶剤は多目に乗せて
おきます。

⑤ ④ デカールが綺麗に伸ばせた状態です。胸先に移動させる為にすぐに水を含ませた
筆でデカールの全周囲から下に水を差し入
れて行きます。

■  起伏が大きい胸先に軟化剤で貼る

⑬ 

⑫ ⑪で放置後にまた⑦～⑩の工程を繰り返
して段階的に変質させながら外方向に伸
ばして行く訳ですが、それを何回繰り返す
かは胸先の形状と貼るデカールのサイズ
によります。

胸先がなだらかでデカールの余りが少な
い場合は大体の目安としてマークフィット
使用は⑦～⑪の工程を2、3回繰り返し、
マークソフター・マークセッター使用は1、
2回繰り返す位で余りが解消されます。
作業中のデカールの余り具合を見ながら
工数を加減して下さい。 段階的にデカールを全方位に伸ばしてき

たので、余りが解消されて綺麗に貼れまし
た。デカール周囲に浮いた部分が無くピッ
タリ密着できているかを良く確認したら作
業完了です！

5ページ⑪の続き
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8ページの⑮に続く

⑭ ⑬で放置後にまた⑨～⑫の工程を繰り返
して段階的に変質させながら外方向に伸
ばして行く訳ですが、それを何回繰り返す
かは胸先の形状と貼るデカールのサイズ
によります。

胸先の起伏が大きくてデカールの余りが
多い場合は大体の目安としてマークフィッ
ト使用は⑨～⑬の工程を2～4回繰り返し
、マークソフター使用は1、2回繰り返す位
で余りが解消されます。
作業中のデカールの余り具合を見ながら
工数を加減して下さい。

⑪ 次に反対側1/4もしくは1/2を⑨と同じ様
に筆でシワを平らにします。

⑫ ⑪で筆で平らにした辺りを⑩と同様に綿
棒で外方向に撫でて行きますす。シワは
移動しているだけで常にどこかに寄って
いますが、それで間違いありません。1/4
の場合は残りも同様に繰り返してデカー
ルをひと通り全方位に伸ばします。

⑬ デカールのサイズがかなり小さくないと
デカールの余分はまだ解消されないの
で、デカールの端から溶剤を下に足して、
マークフィット使用は6分放置、マークソ
フター使用は3分放置します。

放置してるあいだに溶剤の影響でシワが細
く変化する事があるので時々様子を見ます。
シワが細くなっているとシワ同士がくっつい
てしまうので、すぐに水を含ませた筆でシワ
の隙間に筆先を入れて左右に動かし、シワ
を散らします。

⑩ ⑨で筆で平らにした箇所を含めたデカール
の1/4を、小さいサイズなら1/2を水を多めに
含ませた綿棒で中心から外方向に向かってア
イロンを掛ける様な気持ちで放射状に軽く撫
でて行きます。

筆で平らにした付近を
綿棒と水でアイロンを
掛けて伸ばす様な気
持ちで放射状に撫でて
行く。

細いシワはこのままに
しておくとくっついてし
まう事があるので早目
にシワを散らす。

デカールの下に溶剤のブラシ
で全周囲の端から溶剤を差
し入れて行く。デカールの上
に塗らない様に注意。
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⑧ 浮いている箇所を筆で軽く押してデカー
ルの下に溶剤を行き渡らせ、溶剤が足り
ていない箇所には端からデカール下に
溶剤を追加して、マークフィット使用は6
分放置、マークソフター使用は3分放置
します。

⑨ 水を含ませた綿棒で中心を軽く押してシワを
全体に散らし、水を少し含ませた筆でシワを
一箇所だけ中央から外側方向に向けて押し
て平らにします。この際に綿棒で同じ事をする
とシワのままアイロンを掛けちゃった様になり
がちなので、シワは必ず筆で撫でて潰します。
シワを押すと他の場所にシワが寄りますが、
そのシワはそのままにして⑩の作業に移りま
す。

⑦ 筆の腹の部分でデカールの端を押して胸先
の溶剤の上に移動させます。

シワを外方向に向かっ
て撫でて平らにする。



基本の貼り方の②の曲面がゆるやかな箇所で放置する時間をマークフィット使用では20分に、マークソフター使用では2分30秒に変更。
その後⑧・⑬の胸先で放置する時間をマークフィット使用では40分に、マークソフター使用では4分30秒に変更。マークフィットは気温の影響が顕著に
出ていて軟化がなかなか進みません。また、この放置時間は室温23度湿度62%の環境下での実験結果なので、室温がもっと低い場合は更に放置時間
を長くする必要があると思われます。

■ 対策 A： 放置時間を長くする

デカールを水から引き上げて15分放置している間に、お湯を準備します。
お湯入りの容器にフタをしてビニール袋に入れ、袋の口をねじって留めるか縛っ
て閉じた状態にしておきます。電子レンジ用の容器のフタはかぶせてあるだけで
外れやすいので、容器を持ち上げる時にはフタではなく本体をしっかり持ちます。

基本の貼り方を進めて、溶剤を塗布後に放置をする工程でデカールを置いた胸パ
ーツもしくはボディを袋の中の容器のフタの上に乗せ、袋の口を閉じて放置します
。基本の貼り方の②の曲面がゆるやかな箇所で放置する時間をマークフィット使
用では4分に、マークソフター使用では10秒に変更。
その後⑧・⑬の胸先で放置する時間をマークフィット使用では3分に、マークソフ
ター使用では20秒に変更。

お湯はどんどん温度が下がっていってしまうので、続けて作業していてお湯が冷め
てきたらまた再加熱して温度を上げます。

○ フタ付きの耐熱容器・・・お湯を入れて使うのでフタも耐熱の電子レンジ対応の物が向いています。おススメは「アスベル 早ワザレンジ名人 4個入 　
Mサイズ」（ヨドバシで278円）、100均でも同様の商品が売っていると思います。
○ 鍋敷き等の熱で変形しない物・・・お湯を入れた容器を置くのに使います。不要な雑誌でもOK。
○ ビニール袋・・・温度を保つ為に袋に入れて密閉状態を作ります。実験ではキッチン用ポリ袋Lサイズ(38cm×32cm）使用。
○ あれば袋の口を閉じる道具・・・何度も開け閉めするのでひと手間で留められるクリップ状の物が便利です。実験では「イノマタ化学 ネームクリップL 
7本入」（ヨドバシで274円）を使用。無ければ電化製品購入時にケーブルを束ねてあるビニールタイや、普通に袋の口をねじって縛ってもOK。
○ 80度くらいのお湯・・・容器の8分目位まで水を入れて、電子レンジで3分程加熱すると大体80度くらいになります。
＊万一ひっくり返した時に火傷を負う家庭内事故の危険があるのでお湯の扱いには充分注意して下さい。使用は自己責任で。

【 用意する物 】

■ 対策 B： 放置中にお湯で温度を上げる 

再実験したところ放置時間を長くする事で一応解決するのですが、マークフィット使用は適切な状態になるのに時間が掛かりすぎる事と
変質が足りずに綿棒と一緒にデカールが動いてしまい伸ばしにくく作業のストレスになる、マークソフター使用は放置時間が長くなる程
デカールが扱いにくくなるので、温度を上げてあげて気温の高い時期と同じ状況を作る対策がおススメです。

［ デカールの余りが多い場合の気温が高くない時期の貼り方について ］

⑮ 段階的にデカールを全方位に伸ばして
きたので、余りが解消されて綺麗に貼
れました。デカール周囲に浮いた部分
が無くピッタリ密着できているかを良く
確認したら作業完了です！

どのタイミングでシワを全部つぶして行けるのかの目安
です。

高さのあるシワが中心まで走
っている状態です。溶剤を追
加して放置し伸ばす工程が必
要です。

作業を進めた状態です。シワ
がだいぶ浅くなってきました
が、これでもまだ溶剤を追加
して放置し伸ばす工程が必
要です。

シワが小さくなりデカールも
一見して軟化が進んでいる
事が判る状態です。ここまで
来ればもう溶剤の追加は必
要なく、筆と綿棒で全方位に
伸ばして行く事で⑮の状態
になります。

【 変質の度合いの見極め 】
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カッターマット等の作業用マットは熱で変形しやすいので、
鍋敷きや不要な雑誌等の上に乗せる様にします。

空気を多めに
残す様に袋の
口を閉じて、
温かい空間を
作ります。



色5B サイズ11 色7B サイズ11 色7A サイズ11

色6A サイズ11 色7B サイズ11 色7C サイズ11

この胸パーツは服と肌の境が曲線なので、デカールをカットする目安になるガイドシートを作成。透明か
半透明で柔らかい素材がいいと思い、通販した時に良く入っている半透明の緩衝材のビニールを使ってみ
ました。

適度な大きさにカットして胸パーツをくるみ、裏をマステで固定してからマッキーの極細で服と胸の境目の
ラインと乳首があると思われる位置に印を付けます。

食品用ラップでも同様に出来ましたが、柔らかすぎてカッターでラインをなぞる際によれてやりにくかった
ので、そこそこハリのある素材の方がオススメ。

使うデカール（まだ水には漬けていない状態）の上にガイドシートを乗せて、動かない様にマステで固定
してからデザインナイフでラインをなぞる様に切れ目を入れます。

①では乳首位置が服の中にある設定でガイドの印を付けたのですが、それでカットして貼ってみた所にうり
ん部分が少なすぎて絵的に面白みが無い仕上がりになったので、やり直した 2 テイク目では白のハイライ
トが全部と乳首が半分見える位置にデカールをずらして置いてカットしました。（画像は 2 テイク目のもの）

服表現のある胸パーツの形状に合う様にカットして、チラ見えしている胸を作ってみました (´▽｀) 
バランスと見栄えを考えた結果この作例はチラ見えをちょっと超えてる見え方になりましたが、どのくらい
見せるかはマスターのお好みで。。。

②

①

［ 6 ］ 部分的に隠れている胸パーツに合わせてみる
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 色2B サイズ1 サイズ4 サイズ6  色2B サイズ1 サイズ4 サイズ6

 色5A サイズ7  色3B サイズ6  色7B サイズ7

 色5A サイズ7 サイズ8 サイズ9  色5B サイズ7 サイズ8 サイズ9

［ 7 ］ 各作例写真
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【 1/12にうりん（大）】 サイズ：7～11  色：5A～7B
【 1/12にうりん（小）】 サイズ：1～6    色：1A～4B

【 1/12にうりん2（大）】 サイズ：7～11  色：3C～8C
【 1/12にうりん2（小）】 サイズ：1～6    色：1C～8C



色1C サイズ1 色2C サイズ3 色4C サイズ5 色6C サイズ2 色7C サイズ4 色8C サイズ6

色3C サイズ7 色4C サイズ8 色5C サイズ9 色6C サイズ7 色7C サイズ8 色8C サイズ9

 色5A サイズ9  色5B サイズ9  色5B サイズ11
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 色1A サイズ4  色6B サイズ7  色6B サイズ9 

 色6B サイズ9  色6A サイズ11  色6B サイズ11 

 色1A サイズ1  色2B サイズ6  色7B サイズ11 
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 色1C サイズ5  色3C サイズ6  色7C サイズ4 

 色6C サイズ7  色5C サイズ11  色6C サイズ11 

 色2C サイズ6  色7C サイズ11  色8C サイズ11 
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R66-AEL 何かありましたら、お手数ですがサイトのメールフォームからご連絡をお願い致します。

ガレキディーラー R66-AEL　サイト： http://r66ael.web.fc2.com/　ツイッター：https://twitter.com/R66_AEL


