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D 0毎兵隊第124戦闘飛行隊 ケネス Aウォルシュ中尉搭乗機)
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1ヴォートF4Ulコルtアの塗姜 :

アメリカ海軍と海兵隊の戦閾機の塗装は1941

年10月 から上面カ レーグレイ 下面はライトグ
レイとされ 1940年 始めに戦場に姜を現した
F4Ulに もこの妻装 が施 されて いました
1943年 2月 からは機体と翼の上画がネイビー

カ レー 機体側面がインターミディエイトカ レ

ー 下面インシグニアホヮイトとされ 主翼折
りたたみ部分から外側の主田下面はインター
ミディエイトカ レーで塗装されていました
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md insignia wh te under suraces Folding
●.ings were 

“

inled overal io the upper
su l●●o colo( Rel‐r to the]lustraions on
pages 6 7&3 and box attwork for paint
schemes

LACK[ERUNG DER F4U l CORSA:R
MI Beginn Oklober1941 venvendele dlo Nwy
der Vereinigten Staalen ein Farbschema,nt

Olao9rauen oberen FIに hen und he gは , an
den Untese t刈 lm Febiuar1943 wude d es

9ea lderl in Nallblauo Oborse ten mittel
blaoe Rumpise lenlachen und losignlenwei
3o  unterso“   Klapp● 891¨ hen  wurden
in,9esamtin der Rrte der Obersett gest,
chen Beach℃ n Sie fOr die tackie,ung dle

Abbldun9en aui Seite 6 7 & 3 sol.ie das
Kun,ldiookbld aui do`Verpaokung

DECORAT10N DU F4U‐l CORSA[R
A Parlir du octobre 1941 1es chasseurs de
lUnited Stま os Navy ′。,urent un camou‐
llage constitu`de 9● s bleutO su`les surla

ces sup`rieures e1 9rs clair surles sura
ces infe,ieures En fevrier1943 un■ o●veau
sch`rra entra en v19● our comporlant des
suraces supbr eures blouFonc6 desilancs
de fuselage bleu moyen et d‐  suraCes
infereures blanches te dessous des sec‐
t ons α ternes de volu`e recovatla meme
teinte que les surfaces supも roures So

``lee,aux i 
●゙ rations oes pages 6 7 et3

ainsl qu a la bOlte du k t po●
`|∞

,oh`mぉ
docamo,1● 9e

1スライ トマークの貼 り方 :

11は りた いマー クをハサ ミで 切 り抜 きま ,
,マ ー クをぬ る ま湯 に 10秒ほ どひ た して か ら

タオル 等 の布の上 に置 きます

0台紙のはしを手で持ち 貼るところにマーク
をスライトさせてモ

"'に
移してください

Oi首 に少し水をつけてマークをぬらしながら
正しい位置にずらします

0やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出
しながら 押しつけるようにして水分をとりま,
DECAL APPL[CAnON
ocm oiideca〔om sh● et
lDDip the decal n tepid ttate`for about iO

sec and place on a clean cloth
3 Ho d the backng sheet edge and side
d∝a ontothe mode
O [Иove decal into postio■  by wettng

群溜鯉rimydoWn.● lha mi ddh
ontl●xce,s●.atei and a r bubblos aro 9one

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
Ⅲ bJohb d Ю m Blattaus,chne den
●Dお Abz ehb]d ungefう h`10 sek nlau‐
、″armes Vヽasser ta● chen dann aui sau

ODξ瀾 1∬もnte‖ a●e hdten und das
Abziohbld aur das Mooel schieben
eD‐ A02ehbld an die rchige Stele
sch eben uno dab・ im■ dem Fnger da,

Abziehbld na3m¨ hen
ODas abJohb d ml wechem St昴 9anz
andrucken bis kein tboイ10ssiges tVas, 「
und k‐ioe Lo■ blasen mehr vorhanden sind

APPLlCAT[ON DES DECALCOMAN{ES
CD`ooopo la decaloomanie de sa roullo
CPloogez la d“ aloommie dans de leau
tede pendant 10 secondes env`on et
poser sur un linge propie

r,Relene2 a leu‖ e de prol‐‖on par e oole el
gls,e21a d“ aloomanie surlo modOlo redu t

(DPlocα la d6caloomanie a londrO t voulu
en la mouilant avec un de vos do10ts

●Pres,o2 dOu∝ ment la d6calcomanio
avoo un tissu doux,usqu'a ce que leau en
exё s etles boles alent disparu

☆部品をなくしたり こわした方

は こ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

文いただけまま また 当社 カス

タマーサー ビスに直 接ご注 文す
る場合 は 右記の方法でき注 文

することができま,詳 しくは当

社カスタマーサービスまでお問い

合わせください

● 椰 便振替のご利用法 1

郵使局の払込用紙の通信機 に下のカー トを参考に

TEM番 号 スケール 製品名 部品名 致■を必ず
ビ記入くたさい 振込人住所欄にはお電話番号 も

お書きいただき 口屋番号 0031091118加 入者

名 (株 )タ ミヤでお振込ください

じ ,代 金引換のご利用法 :

′ヽ一ツ代金 に加えて代引き手数料 (315円 )をご負
担いただけれは お電話又は本―ムページより代金

号換によるこ注文をお受けいたしま,
t,タ ミヤカートのご利用法 ,

タミヤカー トをご利用の場合 代金はご指定金融機

関の 口座ζき落 としとな りま■ ご注文 はお電 話又

は本―ムベージよりお受けいた しま,

てお問い合 わせ電 話番 号 ,

ゆ岡●54‐ 283‐ 0003
東京 03‐ 3899‐ 3765(静 岡べ 自動 転送 )

営業 時間′平 日 (月 ―金 曜 日)● 800-2000
■ 日 祝B>8`00‐ 17,00

1カ スタマーサービスアドレス|

http:〃

撼mlyaoom/1apan′ ●●3t●mer/c8JOP htm

AFTER MARKET SERVICE CARD
VVhen PurchaSing Tamlya replocement
parts pleaso take oi sond this io`ml●

you: |。 cal Tamiya doaler so thal the
parts  iequ■ ed  can  bo  co,rect y
ldenti ed and supp ed Please note thal
spec ficallo■ s aalabllt/and prce are
SuⅢ eCtto Change w thoutnotce
Pa‖るoode              lTEM 6077
0006003… …            …   A Parts
O006304   …           … 8 PaFs
OO06470 …                 D Pat,
9006459                   E Pans
●406058            Poly Cap(2 pCS,
9496030                    Decal
1056338                1nstructio● ,

ValGETRU‐lmCAC

ヴォートF4Ul
′■ ドケージ
ヨルセア
Aパーツ          580円  OO00303
8パーツ          480円  0006304
Dパ ーツ           30o円  0006470

=パ
ーツ          320円  O006459

ｌ

ｒ
●
■

ポ リキャップ (2個 )    i00円  9406058
マーク           230円  9496080
説明図           220円  '056338

8
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