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●極●剤や重料 は使 用する前 にそれぞれの注意
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{P47Dレ イザーパ ックの塗姜》

アメ リカ陸軍機の基本塗装 は 上面オ リー

プ ドラフ 下面ニュー トラルグレイでしたが

1943年 12月 以降の生産機 は全面無塗装 とき

れ ました。P47Dレ イザーバ ックの場合は

オ リープ トラブ塗装が多 く見 られ ます。 ま

た配備当初は機影の似ているFM 9oと の誤

2を 避けるため 機首や尾翼の一部 を自で

塗ま し 主翼下面の国籍攘識 を標準 より大

き く描いた例 も多かったようです.後には

航空群や飛行隊のユニ ッ トカラーでカウ リ

ング前縁や方向舵を注装 した機体も多 く見

られました。細部の塗装は醜羽■中に0の
マークで示 してあります。
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第嚇 空軍 第50n関航空群 第61戦固飛行隊長フランク クリッピー中尉機 1"年 3月 ベイルズワース
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《スライ ドマークの貼 り方〉

■貼 つたいマークを八サ ミで切 りぬきます。

2マ ークをめるま矮に 10秒 ほどひた してか

らタオル等の市の上におきます。

0台紙の端 を手で持ち 貼るところにマー

クをスライ ドさせてモデルに移 してください.

0指に少 し水をつけてマークをぬらしながら

正しい位 IEに す らします。

0やわ らかい布でマークの内側 の気泡をお

し出 しながら お しつけるように して水分

をとります.
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部品をなくしたり こわした方は 下のステッカーが

貼られたカスタマーサー ビス取次店でご注文 いた
だけます。当社 カスタマーサー
ビスに口接こ注文する場合 は

このカー ドの必要部品を●てか
とみ代鐘 現金

=日
または 定

額小為
=(100円

以下修切手可 )

と一緒にお中し込みください。な
お こ送金にはタミヤカー ドや郵

便機普もこ利用いただけます。

(お同い合わせ電話番号 )

Eパーツ………… … … … 2Ю円  ⅨD撻%
2× 鋼 ポ リキヤップ (節)… 100円  04-
マーク  … …  … … 2Ю円  馴暇沿関

説明日     …      2● 円  1田 ゛∞

鞭 振■の _‐ 利用法 )

邸便局の払込用紙の通信欄 にこのカー ドを鬱考
に TEM番号  スケール 製品名 部品名 致量
を必ず ご記入 ください.振込人住所襴 には電話
番号もお,き いただき 口饉番号 α謁1091118
加入者名 田富横型でお撮込 ください  この時か
かる振 り込み手餃将はお客様負担とな ります

"関
t154230‐ 1003

東京03‐0099‐3765("岡べ自い
営業時間 :平日)由Ю=滓 ∞ ■ 8祝 日)84X 17X

∫ヨIIIF:鸞:鸞
TAMIYA
株式会社 タミヤ

"田
市鳳日凛37 〒

“
珀́60

★ 左記の価格 は予侑なく変更となる場合がありま丸
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