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天然素材 接着剤不要 工作キット ギアの仕組み 自由研究



ユーギアーズは高品質の木材を使用し、接着剤なしで組み立てができるように設計された木製のメカニカル組立
キットです。

ユーギアーズの全てのモデルは実際の機器装置からインスピレーションを受け、独創的なアイデアによりデザイ
ンされ、子供から大人まで様々な年齢の方にギフトとして、または趣味としてお楽しみ頂くことができます。

ユーギアーズのデザインの中には、実物のプロトタイプから歴史的な仕組みを元から再解釈したものもあります。
全てのモデルキットでは組立に必要なすべてが同梱されています。部品は全てハイクオリティです。
合版にレーザー切断技術を使用し切断します。組み立てについてはフルカラーマニュアルで詳しく説明されてい
ます。

我々のモデルは全ての年齢層で楽しめるスマートなホビー商品です。ユーギアーズの全てのモデルは堅固な木
材で作られており接着剤や他の道具が必要ではありません。またゴムバンドギア、クランク及び重力によってい
駆動するのでバッテリーや外部からの電力も全く必要ありません。

我々はお客様がより安全で楽しめる方法を模索するため、自社でべニア版をデザインし特許を取得しました。
全てのユーギアーズのモデルは自社生産施設で製造されます。また品質の高い製品や迅速な予備部品の提供
を含めた顧客サービスを約束します。

ユーギアーズは2014年ウクライナ、キエフから設立したスタートアップ企業です。まだ4年が経っていない業歴で
すが、ユーギアーズは既に32個のモデルを提供しております。また200個以上のアイデアで次のモデルについて
の計画も持っています。現在、8個のモデルが開発中で2018年8月までには発表する予定です。我々のファンは5
つの大陸80ヶ国でユーギアーズのモデルを組み立てています。我々はお客様からの応援やフィードバックを大切
にしています。

既に電子工学時代に過ごしている我々はまだ自分の手と心でクリエイティブに生きていきたいのです。
自分の手で何かを作ったりした時こそよりやりがいを感じられますし、自分の子供や孫たちをこのメカニックの世
界へ招待するのはいかがですか？
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ユーギアーズの使命は全ての年齢層に楽しく作っていただく時間を
提供することです。我々は家族や友達同士に楽しくしてほしいのです。
その結果がまさに驚くべき野メカニズムの再誕生でした。
この瞬間を全てのDIYファンたちに紹介していきます！

https://youtu.be/FRE6733TPAU
https://youtu.be/UFsPyNcvy80


本体サイズ: 25.8*8.4*10.5 cm
JANコード: 4820184120822

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 3980円パーツ数: 189

バイク VM-02
最近、ソファーに座りながらテレビを見る時間が長くなっていませんか？
退屈な日常を過ごしていませんか？そう！バイクがあなたを呼んでいます！
革ジャンを着てユーギアーズの美しいバイクでスピードの愉快さを満喫してみませんか？

バイクモデルは強力なゴムバンドモーターで駆動し、1回転すると約3メートルほど走れます。
ベルトドライブのメカニズムを動力に活用しています。バイクのデザインはピストンストロークの
動きをそのまま観察できるように設計されております。
後ろのホイールは幅が広く作られているので安定的に走るように製作されており、
ハンドルを回すとどんな方向にでもこのバイクと共に楽しく旅行することができます。

最終目的地に着きバイクを駐車するときはスタンドを使って飾ってください。
優しくて大胆な新しいバイクモデルは真のロードスピリットをあなたに伝えます。ハイテク的な外観や
環境に優しい素材のコラボのこのモデルはお友達やビジネスパートナーに愛されるモデルとなります。
繊細でリアリズムのデザインでご自宅や事務所などの様々な場所で、見事な装飾になるでしょう。

他のユーギアーズのモデル同様に分かりやすいフルカラーマニュアルを見ながら簡単に作れます。
接着剤や特別な工具は全く必要ありません。バイクは単純な乗り物ではありません。
スピードが象徴であり、真の自由を表してきます。
ユーギアーズの新しいモデルを満喫するためハンドルを握って高速道路を走ってください。

Newest model:
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https://youtu.be/Ve_KB3XNMTo


ロードスター VM-01
ユーギアーズは改めて真のクラシックを感じさせるよう優しくてスピーディーな
ロードスタースポーツカーを紹介いたします。

ユーギアーズの新しいモデルキットを広げると我々の冒険が始まります。
あなたは組立、テスト及び遊びを通じ天然の木の匂いを感じることができます。
このモデルを制作するのはとても興味深く、熱情のある体験ができます。
自分の手でフラットなベニヤ板を組み立てながら3次元の駆動メカニズムの驚きを感じられます。
もちろん、組み立てだけではありません。ロードスターは組み立てた後すぐテストドライブができます。

ロードスターはお家や事務所の見せ場に駐車したほうがいいのです。クラシックなこのユーギアーズの
代表的なこのモデルのデザインはどんなインテリアでも素敵な飾り物になります。

このモデルは独特なカリスマ性が優れ、技術的な特性や繊細なリアリズムデザインからうかがわれます。厚みが違
う（4ｍｍと2ｍｍ）ベニヤ版のコラボでこのロードスターの本体がより流線形に見えます。
ボンネットを開けると強力なV8エンジンが作動しているのを見る事が出来ます。

ロードスタースポーツカーは前進、後進およびニュートラルモードに切替えられるトランスミッションがあります。運
転方向はハンドルで調整できます。前の車輪はこのモデルをより現実的に見得るようにデザインしました。ゴムバ
ンドモーターを使いロードスターは最大4メートルまで移動します。

Newest model:
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本体サイズ: 30.5*13*10 cm
JANコード: 4820184120815

パッケージサイズ: 37*17*4.2 cm

税込小売価格: 6980円パーツ数: 437

https://youtu.be/s_7VTH2SXL8


ヘヴィーボイトラック VM-03
想像してみてください。
さあ、ユーギアーズのヘビーボイトラック VM-03モデルで
トレーラードライバーチームの一員になれる機会です。

堅固で強力なユーギアーズのヘビーボイトラックVM-03はゴムバンドモーターで駆
動するR6エンジンを装着しています。1回転すると約5メートル移動します。このモデ
ルは前進、後進及びニュートラルモードの3モードで動きます。前のスプリングホ
イールが回転し移動方向を決めます。繊細なデザインにはトレーラーの全ての象徴
的な要素が含まれています。ペアの大きいパイプや鏡はもちろん、トラクターユニッ
トをトレーラーに連結する事実的なフックアップシステムもついています。より気軽に
客室に入るため客室のドアの下に小さい橋子がついています。そしてトラックの後
ろ側にはシャベルやガス管があります。またヘビーボイは疲れたドライバーのため
にテレビが設置された寝室を提供しております。

Newest model:

道路上の時間はあなたの頭をきれいにしてくれます。
あなたと親しい人との時間をより大事に感じるようにしてくれます。
ガソリを満タンにしてUGEARSのヘビーボイトラックVM03と共に
新しいルートを開拓してください。
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本体サイズ: 38*13.5*17.8cm
JANコード: 4820184120860

パッケージサイズ: 37.8*17*5 cm

税込小売価格: 9380円パーツ数: 541

https://youtu.be/5Y54aQEORAg


ヘビーボイトラック トレーラーVM-03
ユーギアーズのヘビーボイトラックはそのままでも興味深いモデルです。ト
レーラー部隊は実際に何かを引っ張るさまは、さらにかっこよく映ることでしょ
う。トレーラーの運輸経験を完成するため、ヘビーボイトラックトレーラーVM-
03もご覧ください。

荷物を運ぶためにはトレーラーが必要です。この大型のヘビーボイトラックの
仲間はお好きなもの、チョコレートボックス、小型荷物または果物、船も積めま
す。

Newest model:

魅力的なデザインでどんなインテリアでも似合います。
自動コンベヤーを使い植木鉢に埋めた草花をトレーラーに
乗せると独特な車輪のある庭が誕生します。

ヘビーボイトラックトレーラーを自動カプラーがついているト
ラクターユニットに連結すると完璧なペアになり道路上の強
者になります。この完璧なペアを体験してください。
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本体サイズ: 36.5*12*16cm
JANコード: 4820184120877

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 3980円パーツ数: 138

https://youtu.be/5Y54aQEORAg


駅馬車

ユーギアーズは18世紀後半から19世紀までよく利用された伝説的な乗り物を紹介いたします。このモデルは目を
惹くのは勿論ですが、ワイルドウェストのチャレンジする精神も感じられます。家族と共にロマンチックなときを再現
してみてください。ステージコーチは固いフレームとホイールで飾り物だけではなく、おもちゃとしても堅固で抜群で
すし、繊細な客室のデザインにユーギアーズの象徴的なロゴを追加しました。

乗客の出入り口は開閉できます。家族にメッセージを伝えたい際には、客室の上にある2つの箱に手紙を保管でき
ます。お子様がテーブルの反対側にあるお菓子を食べたい際にもステージコーチの箱を使いお伝えしましょう。ま
たより大きな荷物も運べます。

シンプルだが精巧なこのメカニズムは全ての年齢代の人が楽しく組み立てることができます。ワイルドウェストのス
ピリッツを再解釈し、この楽しいモデルであなたの家族と共に大事な時間を過ごしてください。ステージコーチはゴ
ムバンドモーターを数回転するだけでとても早く走ります。後輪のアクスルをロックするだけでステージコーチは動
きません。全ての荷物を配達しててもこのステージコーチを他の場所に送りたくないでしょう。客室のサイドの美し
いディテール、興味深いのメカニズムでどんなインテリアでも似合います。接着剤を使わずハイクオリティのベニヤ
版で制作されて環境に優しいパズルは全ご家族様がお楽しみいただけるでしょう。

Newest model:
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本体サイズ: 40*12.5*16 cm
JANコード: 4820184120730

パッケージサイズ: 37*17*2.7 cm

税込小売価格: 6480円パーツ数: 248

https://youtu.be/BcpUb_1_WKc


JANコード: 4820184120754

税込小売価格: 6480円

タワーサイズ: 15.3*9.5*9.6 cm

アークバリスタ: 9*8.1*14.2 cm

パッケージサイズ: 37*17*2.7 cm

パーツ数: 292

アークバリスタとタワー
ユーギアーズはロマンチックな中世時代に遡り、新しくて興味深いのモデルアークバリスタとタワーモデルであなた
を功成戦の専門家として命じます。古代の砲兵隊からインスピレーションを受けたこの伝説的な戦闘は映画、書籍
及びゲームから再現された過去の伝説的な戦闘と古代の戦争機械を通じ新しい征服者が誕生します。

ユーギアーズの新しいモデルは包囲機械と機械タワーの２つのパーツがあります。2つのパーツは実際に駆動しま
すし、そのためのディールが含まれています。アークバリスタには2つのモジュールがあります。発射装備と基地で
す。スティルトには発射中に機械を安定させる橋があります。またバリスタは木のボルトを発射します。発射メカニ
ズムは1回転で最大4個のボルトを発射できます。

滑車を利用したメカニズムを活用し、バリスタの最適な目標のために水平や垂直で角度を調節できます。メカニズ
ムのレバーは本体の右側にあります。レバーは目標を設定したり、ボルトを発射する時に引き金の役目をします。

発射モジュールはベースから分離できますし、アークバリスタのタワーモデルの2番目のパーツのタワーの上部に
装着できます。ツタで繊細に飾ってあるタワーには戦場にある伝令のグリフォンやドラゴンがあり、素晴らしい建物
の特長を持っています。タワーのサイド側のギアはタワーの第2レベルで変形させます。ら旋階段
及び内部の構造を表します。あなたがタワーのドラゴンシールドの全てが見えますと
タワーの最後まで拡張された模様です。

発射制度を高めたり、城を落としたり、真の騎士道のロマンチックな時間を満喫してください。

Newest 
model:
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https://youtu.be/jeNhQY0btZE


フレクシｰキューブ
このモデルは8個の関節が結合された構造で作るスチームパックスケルトンキューブの形のアンチーストレスパズ
ルメカニズムで開発しました。このフレキシブルな結合は球体が幾何学的模様を作らせてその結合部がお互いに
かみ合わさって動く構造です。

この幾何学的なアンチーストレスおもちゃはあなたの連結部をお好みに
曲げ長方形や3D形態のキューブの形を作れます。各球体はヒンジジョイントで構成された6個のセグメントで作ら
れた個別のミニメカニズムです。

このキューブは一つの仕事に集中する練習のために設計されました。不安な気持ちやストレス解消をしながら肯定
的な思考や感性を出すように役に立ちます。

このキューブモデルは変形は限りのない可能性があり、より良いアイデアを作らせることに役に立ちます。

Newest model:
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本体サイズ: 11.5*6*2.8 cm
JANコード: 4820184120747

パッケージサイズ: 27.8*18.5*0.5cm

税込小売価格: 1480円パーツ数: 144

https://youtu.be/XMfEC-Zupto


Wolf-01 ハンドガン

ユーギアーズは新しくてユニークなモデルとして木材の機械式の拳銃であるWOLF-01を紹介いたします。

ユーギアーズの新しいこのモデルは単純な飾り物ではありません。WOLF-01は機械式の拳銃で1回転で最大5
発まで発射できます。優れた性能と技術仕様を備えているWOLF-01は安全で平和な面白さを提供します。

WOLF-01は60ｘ1.5ｍｍのゴムバンドで発射できますし、最大10メートルの有効射撃が可能です。
スマートで優しいデザインはもちろん、グリップ感の良い設計で狙い撃ちも可能となります。とてもシンプルながら
も繊細なこのモデルは組立にそれほど時間を必要としません。
家族と共に個の新しいおもちゃで射撃大会を開くのはいかがでしょうか？

スタイリッシュで洗練されたWOLF-01はスパイゲームをするときに使用される武器です。ハンドルの秘密空間は
マイクロフィルムやゴムバンドの弾などを隠します。夜間任務のために拳銃にはクイックリリース肯定装置が装着
されています。また誤射防止のためにセーフティロックもあります。

Newest model:

Technical specifications:

Caliber: 1.5*60 mm

Barrel length: 230 mm 

Total height: 130 mm

Weight: 390 gram

Capacity: 5 rubber bands

Firing range: 10 m
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本体サイズ: 23*13*2.5 cm
JANコード: 4820184120723

パッケージサイズ: 37*17 *3 cm

税込小売価格: 3480円パーツ数: 62

https://youtu.be/sRRXumk6OCI


U-9 グランドプリックスカー

スリルたっぷりのスピード、猛り立つエンジン、そして輝くフレームとホイール。ユーギアーズの魅惑的なU-9グラン
プリの車で自動車産業の黄金時代に遡ってみましょう。

モデルU-9はドライブシャフトからスペアホイールまでグランプリのウイナーのモデルの壮大で印象的な姿を再現し
ます。この新型モデルのボンネットの下には強力なファンと16個のバルブが装着されたV8エンジンがあります。あ
なたの新しい車はトランスミッションがついていてニュートラル、後進、前進モードでレースを楽しめます。U-9にはス
プリングがついているフォークやゴムタイヤがあり、柔らかくて速い加速と長い走行距離が魅力です。

この美しいデザインはイタリアで20世紀の初めに開かれた最初のグランプリ大会に参加したスポーツカーからイン
スピレーションを受けました。ユーギアーズのエンジニアとデザイナーは古いフォーミュラ・ワンのプロトタイプから柔
らかい曲線を採用しこの新型モデルに車の外部のドライブベルトだけではなく独特なデザイン要素を生かし、絶妙
で真の優しさが表れるクラシックな外観を提供します。直角模様のラジエーターグリルの大胆なスタイルとのコンビ
ネーションで車の競争時代を連想させます。

このモデルキットには組立のために必要なものは全て入ってます。ディテールの品質は全てハイクオリティです。こ
のモデルも接着剤または特別な道具がなくても完成できるユーギアーズだけのノウハウが入っています。

Newest model:
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本体サイズ: 35*9.5*13 cm
JANコード: 4820184120815

パッケージサイズ: 37*17*2.7 cm

税込小売価格: 5980円パーツ数: 348

https://youtu.be/5cezLbHvy-Q


ハーディーガーディー
中世時代の職人の技術からインスピレーションを受け、21世紀のスマートなエンジニアリングでユーギアーズの豊
かなラインナップで世界初の機械楽器モデルのHURDY-GURDYを紹介いたします。このモデルは組立式のおも
ちゃにもなり、本格的な楽器としても遜色がないオール・イン・ワンモデルキットです。自分の手でイタリアのバイオ
リンの職人のストラディバリになってり、HURDY-GURDYのスターになってみませんか？ユーギアーズのHURDY-
GURDYのモデルは2017年の7月KICKSTARTERで成功的に紹介されました。

ユーギアーズは15世紀のオルガンの演奏家に基づき、中世時代の精巧で繊細な機能を備えたバージョンで再誕
生しました。完成したモデルは元々16世紀のポータブルHURDY-GURDYとほぼ変わらないような姿で中世時代の
美的感覚が含まれています。この魅力的な木材モデルはとても教育的でロマンチックなスタイルで繊細に飾ってあ
る本物のディテールを持っています。また組立だけではなく演奏も可能なので色変わりの面白さも楽しめます。

民俗から現代まで踊りの旋律を演奏するのは難しくありません。演奏家はハンドルを回し、低音から出します。他の
指で木のボタンを押すとメロディーのピッチが変わります。スプリングがついている木のブロックはストリングを短く
する役目をします。ユーギアーズは演奏に必要な楽譜の一部を提供しております。

ユーギアーズのHURDY-GURDYモデルキットは組立に必要なすべてのものが同梱されています。分かりやすいマ
ニュアルで気軽く組み立ててください。木材部品以外にも2本の弦が入っています。

Newest model:
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本体サイズ: 40*16.5*22 cm
JANコード: 4820184120648

パッケージサイズ: 37.8*17*5 cm

税込小売価格: 9380円パーツ数: 292

https://youtu.be/bQGgFKdjV_U


トーレジャーボックス
ユーギアーズの新しいモデルである真の木材の宝石箱モデルです。絶妙で繊細なメカニズムでギアが動きなが
ら宝石を隠すことが出来ます。

パズル箱の秘密を解く人こそこの美しい宝石箱の中の宝物を手に入れられます。箱を開くためには鍵が必要で
しょう。鍵は箱のフタに隠されています。ふたをそっと右へ回すと鍵が現れます。もちろん鍵を得られるのはこの
楽しみのほんの一部です。鍵を持ち出す前にギアを動かそうとすれば鍵を左へ回すと、ふたを引き上げてからメ
カニズムを解体できます。

秘密が明るみに出て箱が開くと宝石、メモ及び小物を入れられる小さな空間があります。ユーギアーズの新しい
宝石箱を使用すると宝石やあなたの秘密は安心・安全です。

Newest model:

ugearsmodels.jp

本体サイズ: 14.2*14.2*9.1 cm
JANコード: 4820184120594

パッケージサイズ: 37*17*3.3 cm

税込小売価格: 5980円パーツ数: 190

https://youtu.be/7T5LmfQGmoc


トラムライン

全ての都市には運輸システムがあります。メカニカルタウンにはトラムラインがあります。自分の手で作れるモデ
ルで町の中の人たちと共に自分だけの語り場を作れます。この新型モデルは全て木の素材で作られています。
ホビーやコレクションに合うモデルです。各パートには独特なデザインと魅惑的なエンジニアリングを確認できま
す。ユーギアーズのトラムラインモデルは部品を組み立てるための接着剤や他の道具を必要としません。
また組み立てた後、実際に動くので家族と共に楽しく遊べる上、教育的です。
トラムラインパートは14個のパーツで構成されていますし組み立てたり、遊んだりする構成であります。

“ドライブ”モードに切替えられるオーバーヘッドパントグラフとドアを開けるノブが装着されています。
レールの上に列車に乗って駅に入場してください。タンテーブルを180度回転させると自動的にラインの最後まで
移動します。内部には電気的な要素は全くなくギアとホイール、アクスル、ゴムバンドエンジンそして面白さだけで
あります。
トラムプラットフォームで時計、ベンチ、階段そして売り場を作ってください。階段は脱着が可能ですし、プラット
フォームのどの部分でも配置できます。
この駅には次の旅行のためにトラムを180度回転させるタンテーブルが装着されています。タンテーブルのレー
ルには固定された位置から列車を止める特殊な装置がありますし、このタンテーブルを回転させると列車が帰り
道に移動するようにできます。
歩行者専用道路 ： 横断歩道はアーチの形で作られトラックを交わるようになっております。交差点に置くことが
可能ですし、車はそのアーチの下を走ります。

• 10個の追加構成品: 紳士, 直線/曲線トラック, 街灯, 若い発明家, 美しい異邦人, アイスケーキの売人,
馬に乗った保安官、サラリーマン、新聞配達員
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本体サイズ: 90*18*12 сm
JANコード: 4820184120570

パッケージサイズ: 37.5*14*3 сm

税込小売価格: 5380円パーツ数: 284

https://youtu.be/MjEAR4DNyCo


レールマニピュレーター

ユーギアーズの新しい魅惑的なシリーズのメカニカルタウンシリーズの一つのコレクションであるレール・マニ
ピュレーターを紹介いたします。ロボット工場と遠くないメカニカルタウンのドークに設置されるマニピュレーターは
まさに実用的なモデルです。既存のモデルと共にマニピュレーターは組み立てた後、ユニークな作業ができるよ
うに設計されています。箱に入っている数多くの追加機能で新しい面白さを提供します。このモデルにはマニピュ
レーターの本体とレール2つ、建設中の倉庫、ドアのある2個のコンテナ、クレーン及び5名のキャラクターが提供
します。

デザイン
マニピュレーターは3個のレバーのある機械式クローでレールのプラットフォーム上にあります。 レールは並列または

直列で連結します。巨大な屋根のフレームで金属倉庫で完成します。産業時代からすぐに登場したキャラクターの一
人である修理工が倉庫の柱の隣に座っています。旗を持っている労働者はマニピュレーターの操作をしていたが、シャ
ベルを持っている労働者やレンチで作業する人は自分の事業を営んでおります。このモデルには港で最も重要な装備
であるクレーンが入っています。このクレーンは分解でき、またすぐに元に戻せます。また重要なパーツであるのは化
物運輸パーツです。
全ての部品はハイクオリティベニヤ版で作られていて、組み立て中に他の材料や道具は必要はありません。

クローは手動またはバルブで回転するようにプラットフォームの上にあります。保護フタと調節できるヘッドライトが装着
され運転席はモデルの前の部分にあります。客室を左回ししますとモード切替わります。１）走行モード２）90度（自由
モード）回転プラットフォームのロックが開場されます。３）180度回転（ローディングモード）モデルのホイールがレール
の棚に連結された先とアクスルのギアと共にロックされます。モデルの裏面には4個のスティルトを引き上げたり、下げ
たりするレバーがついていてクロー操作する間にも安定的です。ユーギアーズのマニピュレーターは屈折式クローでコ
ンテナを1ｃｍの精密度で積載して移動できます。実際のプロトタイプに基づきマニピュレーターはクレーン、掘削機、ロ
ボットアームなどのように実際の機械の作動および構造的な特性があります。
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本体サイズ: 40*50*21 сm
JANコード: 4820184120600

パッケージサイズ: 37*14*3 cm

税込小売価格: 5380円パーツ数: 356

https://youtu.be/ujeLQ0oKRuQ


カレンダーナビゲーター

カレンダーナビゲーターは2017年から2044年に起こる冒険を追跡してくれるパートナーです。
内部には美しいスチームパンク恒星のメカニズムがあります。年月日を設定しどの曜日か調べてみま
しょう。決して時間の道で迷わないでください。
カレンダーナビゲーターは2017年から2044年までの全ての日に曜日を知らせてくれるので未来の計画
を組むことに役立てます。
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本体サイズ: 10.5*9.8*1.8 cm
JANコード: 4820184120655

パッケージサイズ: 18.5*27.5*5 cm

税込小売価格: 1280円パーツ数: 24

https://youtu.be/4u_2QgmtVIk


蒸気機関車

ユーギアーズ460ロコモティブとテンダーは前のモデルで我々が見せた全ての技術ソリューションを活用します。
このモデルは現実的でもあり独創的です。回転ギア、ピストン及びホイールは機関車が技術的な進歩を代表す
る、19世紀の工学の魂をもっています。各先進国間に蒸気船の建設で熾烈な競争がある時でした。

このモデルは2015年KICKSTARTERのキャンペーンでとても愛されました。これをヒントに豊かなディテールや最
も数多くの部品で構成されていてユーギアーズのモデルのなかで最も優れたモデルだと言えます。完了すると最
もやりがいを感じるモデルでしょう。（そこまで難しくはありません！）
巨大なギアホイールセットを使用したこのモデルは5メートルの距離まで走れます。移動距離と速度はゴムバンド
エンジンをどのようにして巻くかによって違います。エンジンは運転席側にあるレバーで始動します。

我々はピストンやバルブを利用し機関車の重要メカニズムを実現し、実物と同じように動かすためにベストを尽く
しました。蒸気が蒸気チャンバーに入る方法を全て見られるように設計しました。

蒸気機関車サイズ: 31.5*10*12.5 cm

ヂンダーサイズ: 16*9*11.5 cm

パッケージサイズ: 37*17*4 cm

パーツ数: 443

JANコード: 4820184120235

税込小売価格: 10280円

ugearsmodels.jp

https://youtu.be/LYka0-gkXCs


プラットフォ―ム
全ての列車は適切な場所に駅を必要とします。時計、ランプ及びベンチを備えているヨーロッパの駅を美しく再現
すること以外にも保安を強化した秘密の引き出しもあります。

レールと踏み切り

鉄道のある所に交差点があります。もちろんそれぞれのキットにもあります！
4メートルのレールと横断歩道はレバーで停止表示とゲート(バー)が上下に作動します。
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本体サイズ: 74.8*18.2*24.5 cm
JANコード: 4820184120242

パッケージサイズ: 37*17*3.5 cm

税込小売価格: 9080円パーツ数: 196

本体サイズ: 407*12*22.5 cm
JANコード: 4820184120266

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 4680円パーツ数: 200

https://youtu.be/oFWa6EfIkkk
https://youtu.be/XE9X12iy8lc


UGM-11 トラック

UGM-11 トラックは次世代の機械モデルを代表します。このモデルを組み立てるには1時間以上かかるかもしれ

ないモデルですが、修理工のファンたちには十分に価値のあるモデルです。このモデルにはクランクシャフトに
よって駆動する4気筒エンジンが装着されていて、クランクシャフトはギアシステムを通じゴムバンドエンジンに
よって駆動されます。

トラックのサイドにあるレバーで3つのモード（前進、後進、ニュートラル）に切替えできます。

ゴムバンドエンジンはトラックの運転席の上部にあるレバーメカニズムを利用し、便利です。ニュートラルモードで
エンジンをかけるとボンネットの下部でリアルなピストンの動きが見えます。客室のドアを開きハンドルを回すと前
方のサスペンションと繋がってリアルに動くホイールを観察してみましょう。それに加え、作動中のガスペダルもあ
ります。

我々は意図的にこのモデルをリアルなメカニズムが見えるようにデザインしたため、全てのファンはメカニズムに
魅惑されることでしょう。
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本体サイズ: 34*12*12 cm
JANコード: 4820184120259

パッケージサイズ: 37*17*4 cm

税込小売価格: 10280円パーツ数: 420

https://youtu.be/jSvxdJoM2Rc


UGM-11 トラック 追加セット
ユーギアーズのトラックシリーズには ３つの追加セット（タンカー、はしご、トレーラーシャーシ）より多くの技術要
素とディテールに揃えた次世代の機械モデルでより興味深いです。UGM-11トラックのために追加セットには次の
品目が含まれます。

ユーギアーズのトラックシリーズ– タンク, 消防はしご, トレーラーシャーシ –
より多くの技術要素とディテールに揃えた次世代の機械モデルでさらに興味深いです。
UGM-１１トラックに追加するパッケージは次にようになります。

• ユニークな開閉装置のあるタンクは標準の0.33Lのカンに合わせて設計されました。タンクのフタにあるハンド
ルで開いてください。タンクの内部はトラックのファンでない方が見ても驚くべきの体験ができます。

• 3段折り畳みのはしごは70ｃｍの長さを誇ります。はしごは想定されるいくつかの動きが可能です。レバーを押
しはしごを引き上げられます。またプラットフォームの上に左右で動けます。しかも特別な歯車で特定な位置
で固定できます。 このような3つの機能に加え、はしごが拡張される機能もあります。数秒かの内にレス
キューがトラックに乗るためのはしごもあります。実際の消防車と同じように後ろ側に装着されています。

• トレーラーシャーシは運転中に動くとてもリアルなスプリングがついています。
• 特殊なラックでこのモデルを独立に立てられます。

Newest model:
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タンカー: 17*11.5*13.5 cm

JANコード: 4820184120280消防橋子: 36*12*17.5 cm

本体サイズ: 22.5*11*10.5 cm

パッケージサイズ: 37.5*17*3.6 cm
税込小売価格: 9080円

パーツ数: 322

https://youtu.be/3Ja-jsRR0qk


メカニカルフラワー

メカニカルフラワーは好きな方へ魅惑的なプレゼントです。優しい花弁、木の香り、好きな宝石が入ってい
るバレリーナと幸運の木。あなたの愛が始まります。

あなたの花房にあるリングを回すと花弁が開きます。メカニカルフラワーの中にはお菓子、小物、宝石を
保存しプレゼントできます。キットにはバレリーナの形と幸運の木の2つのタイプのスタンドが入っています。

ugearsmodels.jp

本体サイズ: 13*13*16 cm
JANコード: 4820184120273

パッケージサイズ: 37.4*17*3 cm

税込小売価格: 4680円
パーツ数: 101

https://youtu.be/mdKf4m2QYus


ダイヤルロック

ダ・ヴィンチ・コードからインスピレーションを受けたモデルです。新しくて興味深いのモデルを設計しながら
暗号化の世界に飛び込みました。ロックのコンビネーションが2つのパーツで構成されています。3桁の数
字を組み合わせて開きます。鍵、小物及び自分の秘密を隠せます。
ロック装置には錠を掛けられる便利な穴があります。自分のダ・ヴィンチ・コードの3桁のコードの1000個の
コンビネーションを作って見てください。ユーギアーズのロックを組み立てて現代的なロックの原理につい
てアイデアを得てください。
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本体サイズ: 9.7*6.6*9.8 cm
JANコード: 4820184120297

パッケージサイズ: 37.5*17*3 cm

税込小売価格: 2680円
パーツ数: 34

https://youtu.be/s9-By3qJahM


メカニカルタンク

新たなユーギアーズのトラックコレクションのモデル

• ユニークな開閉装置のあるタンクは標準の0.33Lのカンに合わせて設計されました。タンクのフタに
あるハンドルで開いてください。タンクの内部はトラックのファンではない方が見ても驚くべきの体験
ができます。

メカニカルタンカーは4つのシリンダーゴムバンドエンジンが装着されていて前進・後進・ニュートラル
モードがあり、ニュートラルモードでエンジンスタートをすると折り畳みのボンネットの下からリアルに動
く4つのピストンをご覧頂けます。

ugearsmodels.jp

本体サイズ: 33*18*12.5 cm
JANコード: 4820184120303

パッケージサイズ: 37.2*17*5.7 cm

税込小売価格: 11580円パーツ数: 594

https://youtu.be/jW-1IkaXCsY


ファイヤートラック
ファイヤートラックはユーギアーズのトラックコレクションのモデルの一つです。インテリジェントなデザ
インはスマートなエンジニアリングと共にコンビネーションされています。消防車は実際のものと同じ構
造でフックのある実際のクレーンに変身します。

• 3段折り畳みのはしごは70ｃｍの長さを誇ります。はしごは想定されるいくつかの動きが可能です。
レバーを押しはしごを引き上げられます。またプラットフォームの上に左右で動けます。しかも特別
な歯車で特定な位置で固定できます。 このような3つの機能に加え、はしごが拡張される機能もあ
ります。数秒かの内にレスキューがトラックに乗るためのはしごもあります。実際の消防車と同じよ
うに後ろ側に装着されています。

• 実際の消防車と同様に後方に装着されています。

ファイヤートラックは4つのシリンダーゴムバンドエンジンが装着されていて前進・後進・ニュートラル
モードがあり、ニュートラルモードでエンジンスタートをすると折り畳みのボンネットのしたからリアルに
動いている4つのピストンを見てください。
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本体サイズ: 34.5*20*12.5 cm
JANコード: 4820184120310

パッケージサイズ: 37.2*17*5.7 cm

税込小売価格: 11580円パーツ数: 594

https://youtu.be/pFGfsstFMVg


金庫
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このモデルは３桁の暗証番号で開閉できる金庫です。独特なロックのコンビネーションで安全な金庫を
作り貴重な物を保管してください。ハンドルを回しながら“カチッ”とするとおに集中するとそのコンビ
ネーションが分かるようになります。（マニュアルに書いてあるロックの基本アルゴリズムをしている場
合）ユーギアーズの金庫モデルはカスタマイズ可能なモデルで面白さを提供します。

本体サイズ: 25.8*8.4*10.5 cm

JANコード: 4820184120228
金庫内のスペ―ス: 15*14*10 cm

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 7380円
パーツ数: 189

https://youtu.be/gtiZJbjLfUc


トラクター

ユーギアーズのトラクターは電力がなくてもベニヤ版、ゴムバンドモーターだけで十分です。“駐車”、“ドラ
イブ”、“スポーツ”の3つのモードで切替が出来るスイッチがあります。ドライブモードはおよそ5㎝/秒の速
さでゆっくり移動します。スポーツモードにするとトラクターはより速くなります。

ugearsmodels.jp

本体サイズ: 20*9*14 cm
JANコード: 4820184120181

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 3980円
パーツ数: 97

https://youtu.be/nFvkzVAZZ3E


トラクターのトレーラー

トラクターの最大の見所はこのトレーラーです。トレーラーのサイド側にはトレーラーに荷物を積み下ろしす
るレバーがあります。農家が必要とするフォーク、シャベル、ほうきと小さなバケツがトレーラーの下部に掛
けられています。トレーラーにはトラクターと連結するフックアップ装置が装着されています。
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本体サイズ: 21*10*10 cm
JANコード: 4820184120143

パッケージサイズ: 37*14*3 cm

税込小売価格: 未定
パーツ数: 68

https://youtu.be/eUqdHfIAXr0


コンバインハーベスター

ユーギアーズのコンバインは力学の驚異を見せてくれるモデルです。コンバインが前に向く時にリールは
実際のプロトタイプのように回転します。運転席の右側にあるレバーを作動すると内蔵された秘密箱があ
ります。コンバインのゴムバンドエンジンは、ねじをまいてそのモデルを後ろに引っ張ったり、大きい後輪を
回します。運転席の他の方はコンバインをロックする手動ブレーキレバーがあります。
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本体サイズ: 27*16*13 cm
JANコード: 4820184120136

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 5380円
パーツ数: 154

https://youtu.be/Cxl91wIIOn0


20分タイマー

ユーギアーズで最も美しいモデルの一つの。20分タイマーは魅惑的な機械装置として1分から20分まで設

定できます。時間になりますとアラームが鳴ります。タイマーの裏面にあるローラーには振り子と振幅調節
メカニズムがあります。他のユーギアーズのモデルのようタイマーは一般のゴムバンドで作動します。我々
は完璧な結果を出すためにこのモデルを何度もアップグレードしました。
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本体サイズ: 17*8*26 cm
JANコード: 4820184120167

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 5380円
パーツ数: 107

https://youtu.be/sgnpydDI1yY


シアター

このモデルは芸術な感覚を持った繊細なメカニズムが含まれています。
ホイールを回すと王子様、王様、お姫様、ドラゴン、魔女、役者及び宝石箱が登場します。
お子様は自分だけの物語をつくり、そして機械演劇のキャラクターを好みます。
このモデルは特別なプレゼントとしても良いでしょう。
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本体サイズ: 21*19*8 cm
JANコード: 4820184120174

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 4680円
パーツ数: 70

https://youtu.be/q-qfEpC_8P8


エンジン

さて、今度はスチームエンジン時代に旅立ちましょう。ユーギアーズのニューマチックエンジンは小さくても
優れた機能を備えています。シンプルな風船を使い空圧エンジンを作動します。エンジンは空圧回転速度
計と予備部品のための2つの部屋が存在します。
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本体サイズ: 16.2*7.8*10 cm
JANコード: 4820184120129

パッケージサイズ: 37*14*3 cm

税込小売価格: 2680円
パーツ数: 81

https://youtu.be/6NbsY4yFlf0


メカニカルボックス

この綺麗な箱はご自宅や事務所にささやかな魔法を吹き込む素敵なボックスです。ボックスは名刺やプラ
スチック自動車おもちゃなどの保管所として使用できます。サイドのレバーを押すとフタが開き、中の物が
現れます。このセットには2個の脱着式のパネルが同梱されています。一つ目はカード用のパネル、カード
用のパネルです。他にはない、独特でユニークな名刺入れとしても人気です。

ugearsmodels.jp

本体サイズ: 20*9*19 cm
JANコード: 4820184120211

パッケージサイズ: 37*17*3 cm

税込小売価格: 3980円
パーツ数: 61

https://youtu.be/lOxglP0eP9k


ダイナモメーター

このモデルはニューマチックエンジンと同様に、制作された独特なゲーム要素が追加された
モデルです。上部のギアに空気を吹き入れるとメカニズムが作動する原理です。

気圧によって矢印の先にある写真を指します。ダイナモメーターはユーギアーズの最も簡単なモデルの一
つとなります。ジュネーブドライブで知られている機械のいくつかの基本原理、特にギアと機械的な階段式
の接合部を見ることが可能です。
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本体サイズ: 15*7*17 cm
JANコード: 4820184120150

パッケージサイズ: 37*14*3 cm

税込小売価格: 2680円
パーツ数: 48

https://youtu.be/0beH8DY3kXU


トラム

ケーブルカーは都市交通の一番古い乗り物の一つです。ユーギアーズのケーブルカーは最初の路面電
車及びケーブルカーからインスピレーションを受け、全モデルの中でも最もロマンチックなモデルです。レト
ロ風のデザイン以外にもテーブルの反対側に愛のメッセージを伝えることが出来ます。こちらには秘密箱
が入っています！このモデルはゴムバンドモーターにより動いたり、特殊なレバーでレールを傾かせ重力
によって下へ引っ張られます。またエンジンスタートレバー、方向転換レバー、ブレーキレバーだけではな
く屋根に非常口があります。
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本体サイズ: 77*7*16 cm
JANコード: 4820184120198

パッケージサイズ: 37*14*3 cm

税込小売価格: 5380円
パーツ数: 154

https://youtu.be/G9LrNVo0raQ


小型モデル
（税込小売価格1,280円）

U-Fidgets-Tribiks: 5歳のお子様から80歳のお年寄りの方まで、全ての年代が作ることが可能な小型モデルセット。
ハイクオリティの木材で制作されており、接着剤や他の道具がなくてもパズルのように
易しい難易度となっております。このモデルを組み立てながらあなたの考えをまとめ新たな
インサイトを発揮し、ストレス解消にも。あなたの日常にパートナーとして活用してください。
またあなたの好きな人やお友達・同僚の方にも素敵なプレゼントになることでしょう！

Self-assembly, no glue needed

ハッピーニューギアシーリズ: クリスマスボールボーブル、時計、靴下、クリスマスツリーの4モデルセット

本体サイズ:
2.7*4.3*5 cm/1.5*6.7*2.9 cm/ 
2*4.6*4.3 cm /1.9*3.8*6.8 cm

パッケージサイズ: 10*7*1.6 cm

パーツ数: モデルによって8-15

クリエーションシーリズ:移動カメラ、ギター、本、パルテノンの4モデルセット

本体サイズ:
1.5*5*4.3 cm/ 1.5*5*4.6 cm / 
1.5*4.4*3.5 cm/ 1.5*4.3*3.9 cm

パッケージサイズ: 10*7*1.6 cm

パーツ数: 8-13モデルによって

本体サイズ:
1.5*4*4.8 cm / 1.5*4.8*.49 
cm/ 1.5*4.7*3.7 cm/ 
1.5*4.6*3.7 cm

パッケージサイズ:
10*7*1.6 cm

パーツ数: モデルによって8-10

ギアマスシーリズ: 雪片、月、雪だるま、ベルの4モデルセット
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https://youtu.be/j8bCFoY-_2M


小型モデル
（税込小売価格1,280円）

U-Fidgets: 子供も大人も接着剤や他の道具がなくても気軽に組立てられる小型モデル4個セット（各
セット当たり4個）。このモデルを作りながらあなたの考えをまとめ、新たなインサイトを発揮し、
ストレス解消にも。いつもあなたのそばに。飾りものとしてお使いください。

Self-assembly, no glue needed

船シーリズ: ヨット、帆船、ボート、潜水艦

車両シーリズ:  スポーツカー、トラクター、トラック、トラムカー

本体サイズ:
1.8х4.5х7.2 сm /2.2х5.1х6.6 cm/ 
2.0х4.6х6.0 cm/ 1.8х4.9х7.8 cm

パッケージサイズ: 10*7.5*1.6 츠

パーツ数: モデルによって12-17

本体サイズ:
27*23*80 cm/ 2.0*4.0*6.5 cm / 
2.2*3.4*6.7 cm / 2.2*4.5*6.7 cm

パッケージサイズ: 10*7.5*1.6 cm

パーツ数: モデルによって14-18

本体サイズ:
3.2*4.4*5.2 cm/ 5.3*3.5*5.9 cm / 
1.8*3.3*7.3 cm /6.2*3.7*6.4 츠

パッケージサイズ: 10*7.5*1.6 츠

パーツ数: モデルによって13-19

航空機シーリズ: ヘリコプター、ハイドロプレーン、飛行機、航空機
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クリエーションシーリズ: パワー、フリーダム、インテリジエンス、情熱

本体サイズ:
3.3*2.2*5,6 сm/ 5.6*2.2*5.4 сm 
/4.9*2.2*5.0 сm /5.2*2.2*5.7 сm

パッケージサイズ: 10*7.5*1.6 cm

パーツ数: モデルによって8-10

https://youtu.be/j8bCFoY-_2M


全てのモデルはユーギアーズのエンジニアリング
チームの共同想像力の結果となります。 ほとんどは

実際のメカニズムからインスピレーションを受けてい
ます。現在、ユーギアーズには32個の機械モデルが
あります。現在10個以上のモデルが開発中で、
200個以上のアイデアが出てきている状態です。

我々は接着剤を使用せずに、機械的に作動する構造
を作るモデルの部品を組み立てる特許を取得しまし
た。

弊社の製品には保険及び安全規定遵守認証書があ
ります。

パッケージは英語、ウクライナ語、ドイツ語、フランス
語、ポーランド語、スペイン語、ロシア語の7つの言葉
で翻訳されています。

全てのユーギアーズのモデルキットでは詳しい説明
が入っているフルカラーのマニュアルが同梱されてい
ます。

マニュアルの言語はウクライナ語、英語、ドイツ語、フ
ランス語、ポーランド語、スペイン語、ロシア語、トルク
語、イタリア語、中国語及び韓国語などの計11カ国の
言語で提供しています。

ユーギアーズはウクライナ、キエフの郊外のホレンカという町で制作されます。2段階の品質管理を含

め原材料から完成品までの全ての工程が確立されました。今日のユーギアーズチームは熱情的な
190人以上の従業員が働いています。彼らは彼らのクリエイティブな考えや愛を各モデルに注ぎ込ん
でいます。
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https://www.youtube.com/channel/UCkxhRc5Nd2oB9PNqaIBGhGA


販売代理店
株式会社ヤベツジャパン

Tel : 06-6777-5224
E-mail : info@jabez.jp

ugearsmodels.jp

https://www.instagram.com/ugears/
https://www.youtube.com/channel/UCkxhRc5Nd2oB9PNqaIBGhGA
https://www.facebook.com/ukrainiangears/

