
ふんわりスイスイ！お散歩ホバー君
～自走式ホバークラフトを作ろう！～

機械コース
電気電子コース

わくわくKOUGEIランド２０20

by



イギリスの電気技術者
クリストファ・コッカレル
が発明

ホバークラフト って知ってるかな？

（by Wikipedia）



こんなのができるよ！



材料や道具をそろえよう！ 100円ショップで揃うよ！

① ケント紙（A4）
② コンパスカッター
③ 両面テープ（標準）
④ 両面テープ（幅狭）
⑤ スチロールボード

（450×300 mm）
⑥ 単三乾電池2本
⑦ ポリ袋

（38×25cm程度）
⑧ セロテープ
⑨ ハサミ

その他 A4用紙
カッターナイフ

①
② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

※ 必須ではないですが、カッティングマットも
あるとべんり



ヨドバシカメラの通販サイトで
揃えました。

① プロペラ
(レインボープロダクツ3枚
プロペラ（外径８０mm）)

② モータ2個
(RE-260RA)

③ 単三電池ボックス
(スイッチ付き)

材料や道具をそろえよう！



型紙だよ

普通の用紙 ケント紙（厚紙）

どちらも大きさはA4です。

※ PDFをダウンロードして下さい。



これから
「お散歩ホバー君」
作りスタート！



Ⅰ スカート部分を作ろう



フレームを準備するよ！

スチロール板を使用
①半分にカット 半径47㎜



ボードに穴あけよう

型紙をボードに張る 中心に穴をあける



あなを開けよう

セロテープで補強後、
コンパスカッターで切
り取る

穴の大きさは、半径47mmなので、
カッターを４７mmに合わせる。

半径を示している

直径を示している

ボードを回すとスムーズ



スチロール板
スカート部の型紙



一番重要なスカート部分を作るよ！
形紙をスチロール板に重ねよう！



両面テープで
型紙を固定しよう。

両面テープの位置は
型紙の端に何か所か
貼りましょう



周囲に両面テープを貼ろう!
スチロール板にはってね!



ポリ袋の口を
ふさごう！

両面テープを
２本張り、口を
２つ折りします

上のテープ

下のテープ



最下段を折り曲げる

二段目を折り曲げる

まず、下のフィルムをはがして

次に、上のフィルムをはがして



形紙周辺の両面テープのシールをはがそう!



慎重に位置を
決めて・・・・

ポリ袋の上に
そっと置こう！



粘着面を指でよく押さえよう！



「START」点から
形紙も一緒に
ハサミで切り進もう！

ハサミの先端
を使って、慎重
に・・・

スチロール板は切らないでね！



完全に切り取ると、こうなります！



残った形紙を取り除いて、スカートの完成!



ハサミで部品を切り抜こう！

浮上プロペラ用
のハウス

モータフレーム

電池ボックス
ハウス



プロペラハウスを取り付けよう！

表に太い両面テープを貼る

裏に太い両面テープ

ここは細い両面テープを貼る



両面テープをスチロール板に押し
付けながらしっかりと固定していく

スキマが開かな
いように！



セロテープでスチロール板にしっかりと補強しておく！

たくさん貼ってね！！



エンジンユニットを折り曲げよう！

爪を使って直角に！



モータの軸を通す
穴を開けよう！

点線のところで折り
曲げて、ハサミで四
角く切り取ろう！



２つの部品の形を整えよう！

L字形取り付け部品

モータフレーム



L字形取り付け部品を取り付けよう！

台座側に両面テープ

内向きに両面テープ

台座の点線

長 短



モータフレーム内側に両面テープを貼ろう!

両面テープ

浮上用
モータ

推進用
モータ



セロテープで補強しておきましょう！
ぐるぐるまきにしよう！

推進用モータの取りつけ



浮上用モータを
取り付けよう！

穴の周囲を
よく押さえよう！

浮上用
モータ



セロテープで補強しておきましょう！ たすきがけに！



プロペラを取り付けよう！

浮上用プロペラ：ガードなし

推進用プロペラ
（ガードつき）



電池ボックスとモータの接続！

電池ボックスの黒線と
モータの赤線を結ぶ

電池ボックスの赤線と
モータの青線を結ぶ



電池ボックスの裏側に両面テープを貼る

両面テープ



両面テープのフィルムをはがそう！



回転したときにプロペラと
プロペラハウスがぶつか
らないように位置を調整
してね！

エンジンユニットを台に固定しよう！



プロペラ胴体部に載せて、固定しよう！

慎重に位置を決めよう！

プロペラが回転しても紙の筒に当たらないように！



セロテープで
補強しておこう!

取り付ける位置が決まったら
紙の筒に取りつけましょう！



電池BOXの裏側の両面テープを剥が
して軽く仮留めしておこう！



頭部に両面テープ
を貼って
組み立てよう！

リード線を通す
ための切込みを
入れよう！

舌の裏側にも



電池ハウスを固定しよう！



線が接触しないように離す！

セロテープで巻いてもいいよ！



さらに必要な所は
セロテープで
補強しておこう！



さあ、スイッチを
入れて浮上させて
みよう！

バランスを
取りながら
電池の位置を
調整しよう！



やった～ッ 遂に完成！



ホバークラフト作り、楽しかったかな？
いろいろ工夫して、君だけのオリジナル
ホバークラフトを作ってみてくださいね！

ヒント
軽い材料を使おう！
・お肉・お魚の発泡スチロール製トレー
・カップめんのどんぶり、など

高速プロペラでけがをしないよう注意！
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