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準備
・展開図データ　
・プリンタ
・用紙
・紙を切るもの
・カッターマット
・接着剤
・爪楊枝
・ピンセット
・インク切れボールペン

ホームページに記載してますのでダウンロードしてください
A4 用紙対応でカラー印刷できるもの
A4 マット紙 0.12～0.16mm 厚  2 枚
カッター・ハサミ・デザインナイフ等
カッターやデザインナイフを使うときに必要
ボンド・のり等
ボンドを塗るときに便利
こまかい作業に便利
折れ目をつけるのに便利

道具は一例です。
自分に合った道具を

使いましょう。

組み立て時は
怪我に注意して

ください。

A4用紙に印刷します。2枚ありま
す。用紙は0.12mm厚のインクジ
ェット用マット紙です。

顔1パーツを切り出して折れ線に折
り目をつけます。
顔の中心部分をノリ付けします。
目の下の谷折り線と鼻の部分に注
意してノリ付けしてください。

このようになります。
上部の白い部分はまだノリ付けし
ないでください。

顔2パーツを切り出して折れ線に折
り目をつけます。
赤矢印の部分をノリ付けします

このようになります。 顔3パーツを切り出して折れ線に折
り目をつけます。
赤矢印のように一か所ノリ付けし
ます。

このようになります。 顔2パーツを裏返し、赤矢印のよう
に顔3パーツをノリ付けします。
向きに注意してください。辺の長
さを合わせば大丈夫です。
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赤い矢印のようにフタをしめるよ
うにノリ付けします。

このようになります。

首を差し込む穴になるので丁寧に
組み立ててください。首が入らな
くなる可能性があります。

顔1パーツと顔2パーツをノリ付け
します。アゴの部分を先に付けて
からサイドに向かってノリ付けし
てください。

このようになります。

顔3パーツを切り出して折れ線に折
り目をつけます。

赤矢印のようにノリ付けします。
耳の後ろの部分はノリ付けしませ
ん。
同じように反対側もノリ付けしま
す。

残りの上部の白い部分（赤く囲ん
だ部分）をノリ付けします。

顔パーツの完成です。

横髪パーツを切り出して折れ線に
折り目をつけます。
二つ折りにして貼り合わせしま
す。

周りの白い部分を切り落としま
す。

横髪パーツを顔パーツに付けま
す。AとBを間違えないように。

このようになります。
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後ろ髪パーツを切り出して折れ線
に折り目をつけます。
赤い矢印のようにノリ付けしま
す。ポニーテールの部分は貼り合
わせます。

このようになります。 赤い矢印のようにノリ付けしま
す。

このようになります。

顔パーツに後ろ髪パーツを付けま
す。青矢印の部分んを差し込ん
で、赤矢印の部分をノリ付けしま
す。

このようになります。 前髪パーツを切り出して折れ線に
折り目をつけます。
赤い矢印のようにノリ付けしま
す。

このようになります。

リンク　ペーパークラフト　組立説明書

これはノリ付け
しない。

挿し込む

挿し込む
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顔パーツに前髪パーツをノリ付け
します。
顔パーツの白い部分が隠れるよう
に付けてください。

頭部が完成しました。 服(上)パーツを切り出して折れ線に
折り目をつけます。
胸・肩から背中にかけてノリ付けし
ます。胸の部分はのりしろが小さい
のでしっかりつけてください。

このようになります。

首パーツを切り出して折れ線に折り
目をつけます。

服(上)パーツに首パーツを付けま
す。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。

このようになります。 袖(右)・袖(左)パーツを切り出して
折れ線に折り目をつけます。

服(上)パーツに袖(左)パーツを付け
ます。

フタを閉めるように閉じます。 このようになります。
反対側の袖(右)パーツも同じように
取り付けましょう。

底（おなか）の部分を閉じます。

このようになります。
左右にすき間ができます。

服(下)パーツを切り出して折れ線に
折り目をつけ、ノリ付けします。

このようになります。
左右に突起ができます。

服(下)パーツの突起を服(上)パーツ
の隙間に差し込みながらノリ付け
します。白い平らな面同士もノリ
付けします。

胴体ができました。 左腕１・２・３のパーツを切り出
して折れ線に折り目をつけます。
左腕１パーツを組み立てます。

左腕１パーツに左腕２パーツを取
り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。

左腕２パーツに左腕３パーツを取
り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。
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すき間
すき間

突起突起



059 060 061 062

063 064 065 066

067 068 069 070

071 072 073 074

075 076 077 078

4/5

左腕３パーツの手のひらの部分は
白い四角の部分にだけノリ付けし
ます。指の内側にすき間ができる
ように。

左腕ができました。
指のすき間には剣を持たせるため
です。

袖(左)パーツに左腕パーツを取り付
けます。青い点に合わせるように
ノリ付けしてください。

右腕も同じように組み立てます。

腕当てパーツを切り出して右腕パ
ーツに取り付けます。
腕あてパーツはすこしカールさせ
て右腕パーツに白い四角の部分に
にノリ付けします。

右腕ができました。 袖(右)パーツに右腕パーツを取り付
けます。赤い点に合わせるように
ノリ付けしてください。

上半身ができました。

左足１・２・３・４のパーツを切
り出して折れ線に折り目をつけま
す。
左足１パーツを組み立てます。

左足１パーツに左足２パーツを取
り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。

左足2パーツに左足3パーツを取り
付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。

左足３パーツに左足４パーツを取
り付けます。
赤い矢印の部分を先にノリ付けして
から他の部分をノリ付けします。

左足ができました。 同じように右足も作成します。
又の部分をつなげます（黒い点の
ついているのりしろをノリ付けし
ます）。

このようになります。 腰パーツを切り出して折れ線に折り
目をつけます。

足パーツに腰パーツをノリ付けし
ます。
写真のように２つののりしろが前
になりますので先に付けると良い
です。

腰の上部の白い部分をノリ付けし
ます。

下半身ができました。 下半身と上半身をノリ付けし、頭
部は首の部分を差し込みます。
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白い部分だけノリ付け すき間
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リンクの本体が完成しました。

次は装備品を作成していきます。

盾と盾の取っ手パーツを切り出し
ます。
盾は２つ折りにして貼りあわせま
す。乾いてから周りの余白を切り
落とします。

盾の裏に盾の取っ手パーツを取り
付けます。白い四角を目安にして
ください。
ノリ付け位置が大きくずれると盾
を持つことが出来なくなるので注
意してください。

盾ができました。

盾の取っ手に左腕を差し込む事で
盾を持たせることができます。
ノリ付けする必要はありません。

鞘パーツと剣を切り出して折れ線に
折り目をつけます。
剣は２つ折りにして貼りあわせま
す。乾いてから周りの余白を切り
落とします。

剣ができました。 鞘パーツはのりしろ部分と先端部
分（写真の赤い斜線部分）のみに
ノリ付けし、中を空洞にします。

鞘ができました。 鞘はこのようにすき間が出来て、
剣を差し込む事ができます。

鞘は背中にノリ付けしてくださ
い。位置は写真を参考に。位置が
悪いと剣を差し込みにくくなりま
す。

鞘に剣を差し込んだ状態です。
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右腕の指の隙間に剣の柄を差し込
みます。

シーカースレートパーツを切り出
します。

シーカースレートを腰にノリ付け
します。位置は写真を参考にして
ください。

台座パーツを切り出します。台座
は強度を持たせるために厚紙を貼
り付けてから切り出すと良いで
す。

リンクが完成しました。

お疲れ様でした︕
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すき間

きちんと折れ線に沿って折る
（張り合わせた時のズレ防止のため）

きちんと折れ線に沿って折る


