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ハーディーガーディー

U-9 グランドプリックスカー

パーツ数: 348

パーツ数: 292

アークバリスタとタワー

駅馬車

パーツ数: 248

パーツ数: 292

• 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。
• 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ます。
• 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。

• 世界初の機械楽器モデル
• 組立だけではなく演奏も可能
• 演奏家はハンドルを回し、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。
• 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。
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木製組み立て模型
ugearsmodels.jp

Ugears Collection

ユーギアーズは、すべてが精功で独自の自走式機械モデルで。
現実のプロトタイプに基づいたデザインもあれば、
歴史的メカニズムメカニズムが原点であるデザインもあります。
結合可能な天然木材で作られたユーギアーズの各モデルは、特許取得
済みの合板ジョイントのおかげで、接着剤や特別な工具を必要とせずに
簡単に組み立てられます。シンプルなスタティックディスプレイの代わりに、
各モデルはバッテリーを使用せずに、独特で魅力的なセルフパワーの動き
が可能です。ゴムバンドモーター、ギヤ、ホイール、ウェイト、重力のシステ
ムを使用して、それ自身で動きます。

カレンダーナビゲーター

トーレジャーボックス

パーツ数: 190

パーツ数: 24

• 機械式パズルボックス 
• 宝石類や紙幣類用
• 秘密の開け方

• そのときが何曜日になるかを知るために年(2017年から2044年まで)と月を設定する

ダイヤルロック

金庫

パーツ数: 189

パーツ数: 34

• 最新のコンビネーションロック(Cryptex)原理を明らかにする
• お客様独自の 3 桁のコードを最大 1000 の組み合わせで設定

• このモデルは３桁の暗証番号で開閉できる金庫
• 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

ユーギアーズは木材と機械から完成するユニークな組み合わせです。
オリジナルのすばらしい贈り物とスマートな趣味のアイデア。
あらゆる年代の人々を幼少時代の思い出と創造の世界に
導くコレクション。
ユーギアーズモデルは、歯車のあらゆる律動を感じる機会を与え、
それを通して、電源を必要としない自然な力を感じます。
組み立ての過程で、モデルが生命の最初の火花を示す"誕主"の重要な
瞬間があります。歯車の回転にはひとつの魔法があります。
あなた自身の手でーから組み立てられたモデルが動き始めるときの感動を
忘れさせません。

ユーギアーズの使命は,あらゆる年代に素晴らしいものと共有する楽しい
時間を贈ることです。家族や友人と素敵な時間を過ごし、良い空間を
築き上げてもらいたい。その思いの結果ユーギアーズが誕生しました。
いつも忙しいお父さんやお母さんに,お子様と一緒に遊んでもらい,楽しい
時間を過ごすにはユーギアーズはピッタリの商品です。
すべてのユーギアーズのモデルは,こども達が科学,テクノロジー,工学,
数学という素晴らしくクールな世界を探究し見つけようとするのに
最適でしょう。

ユーギアーズモデルキットには,組み立てに必要なものがすべて含まれてい
ます。 パーツの品質は非常に高く、レザーカットです。 
すべてのパーツは既に切られており,ボードから簡単に取り外せます。
アセンブリのすべてのステップは,10ヶ国の言語ので細く説明が書かれてい
ます。ユーギアーズモデルのアセンブリにはいくつかの段階があります。
まず,小さい部品を組み合わせて大きなブロックを作り,モデル全体を完成
させます。ユーギアーズは,アセンブリーとプレイプロセスをエキサイティングな
ゲームに変え,何時間も楽しく時間を過ごすことが出来るでしょう。

天然素材 接着剤不要

工作キット ギアの仕組み

ハーディーガーディー

駅馬車

パーツ数: 292

• アークバリスタとタワー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。
• 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。
• バリスタは木のボルトを発射します。1回転で最大4個のボルトを発射できます。

• 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。
• 美しいディテール、興味深いメカニズムでどんなインテリアにも合います。
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カレンダーナビゲーター

トーレジャーボックス
• 機械式パズルボックス 
• 宝石箱
• 他人は知らない開閉式

ダイヤルロック

金庫

• 最新のコンビネーションロック(Cryptex)原理を明らかにする
• ユーザーが独自の 3 桁のコードを最大 1000 の組み合わせで設定

• このモデルは３桁の暗証番号で開閉できる金庫
• ユーギアーズの金庫モデルは任意の暗証番号を設定可能



トラムライン

メカニカルフラワー

パーツ数: 101 

パーツ数:  284

ユーギアーズモデルキットには,組み立てに必要なものがすべて含まれてい
ます。 パーツの品質は非常に高く、レザーカットです。 
すべてのパーツは既に切られており,ボードから簡単に取り外せます。
アセンブリのすべてのステップは,10ヶ国の言語ので細く説明が書かれてい
ます。ユーギアーズモデルのアセンブリにはいくつかの段階があります。
まず,小さい部品を組み合わせて大きなブロックを作り,モデル全体を完成
させます。ユーギアーズは,アセンブリーとプレイプロセスをエキサイティングな
ゲームに変え,何時間も楽しく時間を過ごすことが出来るでしょう。

コンバインハーベスター

20分タイマー

パーツ数: 107

パーツ数: 154

トラクター               トラクターのトレーラー

460蒸気機関車

パーツ数: 443 

レールと踏み切り
(4 m)

パーツ数: 200

プラットフォ―ム

パーツ数: 196

パーツ数: 97                    パーツ数: 68

• 1~20分からゼロまでカウントダウン
• ゴムバンド式カウンターハンド
• 終了アラーム

• スピニングカッターボードリール
• ゴムバンドモーター

• 14部で構成されており、組み立てや動かせられる
• 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
• 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

ユーギアーズのパズル趣味は数時間スマートフォンやタブレットからあなた
を遠ざけ、あなたの手と心で創造的な真の喜びをもたらします。
ユーギアーズは、自分の手で組み立てた人の家庭に現れる排他的な
モデルです。あらゆるモデルに特別なコンセプトを取り入れています。
それはコンストラクタだけでなく、完璧なメカニズム、機械の美しい世界を
より分かりやすくする芸術の偉大なアイデアです。モデルをまとめることで、
アイデアを生かすことができます。
私たちは、モデルの組み立てが家族全体にとって偉大であり価値のある
体験であることを保証するために、エンジニアリングノウハウと生産微調整
の長い道のりを歩んできました。

トラム

Wolf-01 ハンドガン

パーツ数:  594

• WOLF-01は機械式の拳銃で1度に5本セットでき、連続5発まで発射
• WOLF-01は60ｘ1.5ｍｍのゴムバンドで発射
• 最大10メートルの有効射撃が可能

• 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。
• 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、屋根は非常口もあります。

シアター

メカニカルボックス

パーツ数:  61

パーツ数: 70

• 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
• サイドのレバーを押すとフタが開き、中の物が現れます。
• このセットにはカード用のパネル、ユニークな名刺入れとしても人気です。

• 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。

3年間の時間を費やし、ユーギアーズに感銘を受けた100人以上の
インスピレーションエンジニア、エンジニア、デザイナー、職人が参加し、
モデルにアイデアを実装し、木材に埋め込まれた音楽を創り出し、
創造性と彼らの愛情をユーザーが各モデルでその愛を受け取る工芸品。
これらに携わるウイグル人チームの全ての人にとって、各モデルは「始まり」
に過ぎません。
そこにユーザーが愛情を注いでいく・・・
これらの忘れられない瞬間をあらゆる年齢層のDIYersにお届けします。

パーツ数:  154

パーツ数:  81

エンジン エンジン

パーツ数:  48

ダイナモメーター

UGM-11 トラック

パーツ数:  420

• 実車のように走行、シフト、操縦、加速
• 完全に機能するステアリングホイール
• 作動ガスペダル

パーツ数:  322

UGM-11 トラック追加セット

小型モデル

パーツ数: モデルによって8-15

• 5歳のお子様から80歳まで、全ての年代で作ることが可能な小型モデルセット。
• 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(セット当たり4個）

メカニカルフラワー20分タイマー

パーツ数: 107

トラクター               トラクターのトレーラー

• 1~20分からゼロまでカウントダウン
• ゴムバンド式カウンターハンド
• 終了アラーム

Wolf-01 ハンドガン

パーツ数:  594

シアター

メカニカルボックス

パーツ数:  61

• 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
• サイドのレバーを押すとフタが開き、中の物が現れます。
• このセットにはカード用のパネル2種類が付属、ユニークな名刺入れとしても人気です。

パーツ数:  81

エンジン

パーツ数:  48

UGM-11 トラック

• 実車のように走行、シフト、操縦、加速
• 完全に機能するステアリングホイール
• 作動ガスペダル


