
最大適応製図用紙サイズ : A1　製図板サイズ : A1（700×950mm）

UG-MA1 A1

●セット構成例
セット合計標準価格
パラライナー/UG-MA1
製図台/TW-200A

●オプション
ドラフティング・チェ ア/CR-380※

ドラフライト/LE-20

￥180,000（別途消費税）

￥110,000（別途消費税）

￥70,000（別途消費税）

￥38,000（別途消費税）

￥38,000（別途消費税）

●その他の適合製図台
TH-10A
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シンクロベルト

帯電防止

ブレーキ

■パラライナー機能

世界初、寸法読み取りスライドスケール
スケール本体の溝に噛ませた 30cm の 1/1 目盛付アク
リルスケールが左右いっ
ぱいにスライド。製図板
上のどこでも寸法が読取
れ、作図が可能。着脱
自在でスケールを倒立さ
せても外れません。

シンクロベルト駆動方式
スケールの移動には、シンクロベルト駆動方式を採用。
高精度、高耐久性で定
評のあるシンクロベルト
駆動方式により、図面に
求められる精度を常に高
いレベルで維持します。

自在なスケール角度調節
傾斜線、平行傾斜線作図用にクラッチレバーの操作で
0～15 度までのスケー
ル角度調節が可能。ま
た、建築設計に欠かせ
ない TAN 目盛りを両サ
イドレールのピッチ目盛
りに装備しました。

帯電防止スケール
スケールのアクリル素材に特殊処理を加えて帯電を防
止。静電気による用紙のまとわりつきを防ぐと同時に、
スケールへのゴミの付着を抑えて、スケール自体が汚れ
の原因になるという不都合を解消しました。

独自の簡単取り付け
製図台と製図板の固定は、製図台のピンを製図板の穴に
差し込むだけで簡単・確実に固定。従来の木ネジによる固
定の手間と時間を大幅に改善しました。
※簡単取り付けセッ
ト構成は、P5の適合
表をご覧ください。

無段階調節式スケールフローティング ＆
ダブルヒンジ機構
図面から約 9mm 以上の無段階でフロートできるス
ケールフローティングが墨入れの際の汚れや傷みから
用紙を保護。さらに、操作性の高いダブルヒンジ機構
によりスケールがスムー
ズに手の動きに追従し
ながら、図面にピッタリ
と密着します。

スケール倒立
必要に応じてスケールを倒立させることが可能。図面の
貼り替え時や、製図板、
スケール裏面の掃除など
が行えます。

通常の取り付け（木ねじ止め） 簡単取り付け

720～
1,070

設計という精緻な作業にとって、最も大切な1本の線。あくまでも高精度な線を、いかに引くことができるか…。
設計者のアイディアとスキルをも左右します。MUTOH独自のテクノロジーが凝縮されたパラライナー。

ドラフター機能をコンパクトに凝縮

■UG-MA1 規格●製図範囲：613（V）×950（H）mm●外形寸法：818（V）×1,144（H）×73.5（t）mm●製図板仕様 : マグネード（700×950mm）（ドラフティングプレート1 箱付属）●質量：約 14.5kg

スライドスケール
（1/1目盛り付き30cm）

スケールフローティング

シンクロベルト &
連動シャフト駆動方式

サイドレールピッチ目盛り＆
TAN目盛り

スケール傾斜機構

ダブルヒンジ

帯電防止スケール

スケール倒立

シンクロベルト

立面仕様 ブレーキ機構
ブレーキ

MUTOH独自のドラフター機能をコンパクトボディに凝縮しました。このデスクトッ
プサイズ、一体型コンポスタイルのドラフターには、最小読取り単位10分のバーニ
ヤヘッドとマグネード図板を採用しており、立面から傾斜面、平面まで高い機能性
と操作性を実現。ラクラク移動ができ、まさにパーソナルドラフターとして、どこで
も気軽にお使いいただけます。

使う場所を選ばない
一体型

図板傾斜角度を 3 段階
に切り替えできる
傾斜スタンド付き。

分度目盛りの見やすい
防塵カバー付き
バーニアヘッド

図面を汚さない無調整
式・フローティング＆
ダブルヒンジ機構

A2 図面が余裕で描ける
作画範囲

最大適応製図用紙サイズ : A2
製図板サイズ : 480×830mm

JR-A2E

標準価格 ￥98,000（別途消費税）

●適合製図台

TH-05U
■Drafcompo Jr.（JR-A2S）標準仕様
製図範囲：430（V）× 620（H）mm（A2 用紙対応）
外形寸法：641（V）× 830（H）×115（t）mm
本体質量：約 7.5kg
角度読み取り方式：バーニヤ式　最小読み取り単位 10 分
傾斜脚：折畳ダブル方式（ 0°、15°、25°）
付属品：ドラフティングプレート（500mm×2 枚 /300mm×2 枚）
　　　　字消板（1 枚）　ドラフターカバー

最大適応製図用紙サイズ : A3
製図板サイズ : 365×650mm

JR-A3E

標準価格 ￥78,000（別途消費税）

■JR-A3S 標準仕様
製図範囲：315（V）× 440（H）mm（A3 用紙対応）
外形寸法：526（V）× 650（H）×115（t）mm
本体質量：約 5.1kg
角度読み取り方式：バーニヤ式　最小読み取り単位 10 分
傾斜脚：折畳ダブル方式（ 0°、15°）
付属品：ドラフティングプレート（500mm×2 枚 /300mm×2 枚）
　　　　字消板（1 枚）　ドラフターカバー

25゜
15゜

830 641

JR-A2E

DRAFCOMPO Jr ■ ドラフコンポ ジュニア

PARALINER ■ パラライナー 平行定規にも結実したMUTOHの真価

JR-A2E 最大適応製図用紙サイズ : A2　
製図板サイズ : A1（480×830mm）

セット合計標準価格
ドラフター/JR-A2E
製図台/TH-05U

●セット構成例

￥127,000（別途消費税）

￥98,000（別途消費税）

￥29,000（別途消費税）

ドラフティング・チェア/CR-380※

※ドラフティング・チェアの写真は実際とは異なります。詳細はP9をご参照ください。

●オプション

￥38,000（別途消費税）

セ ッ ト 構 成 例
卓上型製図機器が机一体型製図機器になります。

※ドラフコンポ ジュニア JR-A3E（A3）と製図台TH-05Uは取り付けできません。

デスクトップ仕様

スケール反転機構 シンクロベルト &
連動シャフト駆動方式

シンクロベルト

※UM-A1S-Bを除く。

※UT-06は
　画像と異なります。 ※UT-06を除く。

※UT-06を除く。

スケール角度微調整

スムーズな動きを
実現したスケール
フローティング＆ダ
ブルヒンジ機構。

図面の貼り替えや掃除が
ラクなスケール反転機構。

基線合わせに便利なス
ケール角度微調整機構。

耐久性に優れたシンクロ
ベルト駆動方式。

薄型・軽量・コンパクトなライナーボードは、プロの設計者向けから、建築士受験用持ち運びタイプ（A2）まで多彩に揃っています。

スケール倒立 ブレーキ機構
ブレーキ

必要に応じてスケールを倒立させることが可
能。図面の貼り替え時や、製図板、スケール裏
面の掃除などが行えます。

スケールフローティング

ダブルヒンジ

1 、゚5 、゚10゜

513689

ライナーボード/UM-06N7

一級・二級建築士受験用平行定規

￥41,000（別途消費税）

インテリアプランナー受験用平行定規

A2作図用卓上型平行定規

各種機能を搭載した高精度・高信頼性タイプ
シンクロベルト ブレーキ

UM-06N7 最大適応製図用紙サイズ : A2　
製図板サイズ : A2（451×604mm）

一級・二級建築士受験用平行定規

※滑り止め足を採用　※キャリングケース付き

■ 3 段階仕様
なにも脚を立てない…  1 度
小さい脚を立てると…  5 度
大きい脚を立てると…10 度

■ライナーボード機能

切替式の傾斜脚。

型　式
UM-09N
UM-A1S-B
UM-06N7
UT-06

製図範囲（mm）
619 × 860
619 × 860
442 × 600
437 × 600

外形寸法（mm）
687 ×954×55
815 ×954 ×90（折り畳み時）

513 ×689 ×56
510 ×696 ×57

質量（kg）
約6.5

約12.0
約3.2
約2.5

製図板仕様（mm）
マグネード（625×870）（ドラフティングプレート800/500 各2枚付属）
マグネード（625×870）（ドラフティングプレート800/500 各2枚付属）
マグネード（451×604）（ドラフティングプレート500/300 各2枚付属）
マグネード（451×604）（ドラフティングプレート500/300 各2枚付属）

■ライナーボード規格一覧

UM-09N 最大適応製図用紙サイズ : A1　
製図板サイズ : A1（625×870mm）

1 、゚6゜

687954

UM-A1S-B 最大適応製図用紙サイズ : A1　
製図板サイズ : A1（625×870mm）

ライナーボード/UM-A1S-B

A1作図用 折りたたみデスク一体型平行定規

￥75,000（別途消費税）
0～10゜

687

750

954

たためば
幅 9cm の
超スリム設計

シンクロベルト ブレーキ シンクロベルト ブレーキ

LINER BOARD ■ ライナーボード

裏

1 、゚5 、゚10゜

510696

ライナーボード/UT-06

一級・二級建築士受験用平行定規

￥38,000（別途消費税）

インテリアプランナー受験用平行定規

A2作図用卓上型平行定規
ブレーキ

UT-06 最大適応製図用紙サイズ : A2　
製図板サイズ : A2（451×604mm）

一級・二級建築士受験用平行定規

※滑り止め足を採用　※布バッグ付き

■ 3 段階仕様
なにも脚を立てない…  1 度
小さい脚を立てると…  5 度
大きい脚を立てると…10 度

持ち運びに便利な布バッグ付き

裏

各種機能を搭載した高精度・高信頼性タイプ

セット合計標準価格
平行定規/UM-09N
製図台/TH-05U

●セット構成例

￥87,000（別途消費税）

￥58,000（別途消費税）
￥29,000（別途消費税）

ドラフティング・チェア/CR-380

●オプション

￥38,000（別途消費税）

卓上型製図機器が
机一体型製図機器になります。

衝撃に強く、持ち運びに便利なキャリングケース付き
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