
難易度★★★★☆

CW INVADERS 専用ケースキット作成マニュアル Ver1.2

このマニュアルはCW INVADERS専用ケースキット
（以下、ケースキット）を作成するためのマニュ
アルです。なお、寸法等は「CW INVADERSキッ
ト」（以下、CW INVADERS）の仕様変更や使用する
素材によって変更される場合があります。

穴あけ作業等が必要なので、難易度は高めです。



１．用意する物

1.1ケースキット

番号 品名 数量

① アクリルパネル １枚

② 専用シール （3枚1組）1セット

③ CW INVADERS アクリルケース寸法図

（以下、寸法図）

2枚

④ シールカット　練習シート 2枚

　　※本キットにCW INVADERSと名刺ケースは付属しません。　　　　　　　

1.2　パーツ類

番号 品名 仕様 数量 備考

⑤ 名刺ケース 99 × 63 × 22.5 1

⑥ ネジ 30mm（または25mm） 4

⑦ ネジ 15mm 3

⑧ スペーサー 5mm 7 プラスチック

⑨ ボリューム SW付き30～50KΩ　16Φ 1

⑩ ツマミ 軸サイズ6Φ 1

⑪ LEDブラケット DB-1 緑／クローム 1 サトーパーツ

⑫ 抵抗 220～330Ω 1 明るさ調整

⑬ ビニ－ル線 150mm　(緑、橙、灰) 3 色は任意

⑭ ビニ－ル線 30mm 1

音量調整やLEDを使用しない場合、⑨～⑭は不要となる。

1.3　工具類

⑮　カッターナイフ、ナイフ、ハサミ

⑯　ハンダコテ

⑰　ハンダ

⑱　丸ヤスリ（4mm程度）、平ヤスリ（小型の物）

⑲　4mmのネジ（太さが判れば何でも良い）

今回は、ドリルを使わない方法を紹介します。もしドリルを使う場合は、電動
ドライバーまたはハンドドリルをお使いください。電動ドリルは高速のため
ケースが割れたりして危険です。



２．作業の流れ

　３．LEDとボリュームの有無する

　４．名刺ケースを加工する

　５．シールを貼る

　６．ボリューム、LEDを配線する【省略可】

　７．CW INVADERSをケースに入れる

３.LEDとボリューム有無を検討する

本キットは、音量調節用ボリュームとLEDを付ける仕様で作成されています。

しかし、音量調節が不要な場合は省略することもできます。LEDとボリューム

を省略することで、手順が大幅に短縮されます。本マニュアルでは、LEDとボ

リュームを省略する場合【省略可】と記載します。

（ケースの断面図）

アクリル板
厚さ 2mm

名刺ケース
厚さ約 1mm

30mm ネジ 15mm ネジ

5mm スペーサー5mm スペーサー

25mm ネジの場合
はここまで

CW INVADERS
の基板



４．名刺ケースを加工する

４．１事前準備

　③寸法図をコピーし、底面図、側面図（奥側）、側面図（右）を切り抜く。

（以下は切り抜いた図面で作業）

４．２底面の加工

◆底面図の上にケース（下）を載せ位置を合わせセロテープなどで固定する。

位置を合わせる

位置を合わせる



◆　６個あるネジ穴の位置にハンダコテの先端穴をあける。最初から大きな穴

を開けてしまうと修正が難しくなってしまうので 0.5～1mm程度にする。穴の

位置がずれてしまった場合は、ハンダコテで位置を補正する。

※ケースが解けた際、においが出るので

　換気に注意してください。

◆　各穴をハンダコテで 2～3mmまで開ける。

◆丸ヤスリを回しながら 4mm まで広げる。

※ケースは割れやすいので慎重に行ってください。

◆ネジを使って穴の大きさを確認する。（4mmのネジが通るか確認する）

◆バリを丸ヤスリ、カッターなどで削る。（温めると取りやすい）

アクリルパネルと位置合わせをして 25mm（または 30mm）のネジが真っ直ぐ通

ることを確認する。

位置を確認する
位置を確認する

穴をあける



４．３　側面図（右）の加工

◆ケースの位置と向きを確認しながら側面図（右）を貼る

◆底面と同じように穴を開ける。

◆ハンダコテ 4mm程度まで穴をあける。

◆ヤスリで 6mm程度まで広げる。

◆CW INVADERSの KEY（約 6mm）が通るか確認する。

◆バリを丸ヤスリ、カッターなどで削る。

ここを合わせる

ハンダゴテで
穴をあける

6mmまで広げる



４．４　側面図（奥側）の加工

◆スイッチ穴部分をカッターナイフで切り抜く。

◆ケースの位置と向きを確認しながら側面図（右）を貼る。

◆スイッチ穴部分をハンダゴテで２～３個穴を開ける。

◆バリを取りながら、次第に四角い穴にする。

◆穴加工が終わったた、ケースに「CW　INVADERS」を入れてみて無理なく収

まるか確認する。スイッチから先に入れると入りやすい。

　　　側面（右）　　　　　　　　　　側面（奥側）

◆位置に誤りがなければ、バリをやすりやカッターで削り仕上げる。

ここを合わせる

あらかじめ切り抜く



５.シールを貼る

５．１アクリルパネルにシールを貼る

◆シールを貼る前に、アクリルパネルパネル用のシールの窓の部分をカッター

ナイフで切り抜く。直線部分は定規等を当てて引くと真っ直ぐ切れます。曲線

部分は一気に切らず少しずつ切って行った方がきれいに切れます。

※「シールカット　練習シート」で作業手順の確認が出来ます。

◆寸法図面でアクリルパネルの向きを確認しながら丁寧に貼る。

※アクリルパネルに汚れがある場合は事前に汚れをふき取ってください。

※LCDが全て見える位置にあるか確認してください。

※気泡が入らないよう注して貼ってください。

※失敗しても貼り直しが出来ます。

※シールは予め大き目のサイズになっています。

◆貼り終わったら、裏返して余った部分をカッターナイフで切り落とす。

（側面のシールも同様）

◆【省略可】ボリュームとLEDの穴をカッターナイフで押すように切る。

なお、ボリュームのガイド穴（3.5Φ）は開けなくて結構です。

少しずつ曲線に
合わせて切る。

定規等を当てて切る。

穴のふちを滑らせるように切る

カッターナイフ



５．２側面（奥側）のシールを貼る。

◆シールを貼る前にスイッチ穴の部分をカッターナイフで切り抜く。

◆名刺ケース側面のスイッチに合わせてシールを貼る

◆余った部分をハサミで切り取る。

５．３側面外周シールを貼る

◆電源側の位置を合わせ、１周するように貼ってください。

◆余った部分をハサミで切り取る。

◆DCおよび KEYの穴をカッターナイフで押すように切っていってください。

定規等を当てて内側の
白い部分を切る。

ここを合わせる

ここを合わせる



６．ボリューム、LEDを配線する【省略可】

※必ず電源を切って作業してください。

◆CW　INVADERSに以下の部品を追加します。

下図の通り、LED、SW付きボリューム、抵抗（LEDの明るさ調整用）を付けます。

プリント基板をカットする方法も有りますが、カットしない方法を説明します。

・点線部分を追加する。

６．１LEDと SW付きボリュームの配線

◆LEDと SW付きボリュームをアクリルパネルに固定する（シールを貼った後）

◆LED、SW付きボリューム、抵抗を以下ように配線する。（後ろから見た図）

ボリューム

抵抗

LED

5mm程度に切る
線の短い方

好みの明るさに調整
ハンダ付けする前に
明るさ確認

CW INVADERSの
部品と干渉する場合
は爪を縦に曲げる



６．２CW INVADERSの改造

◆BZを一度外し、19番端子側の上にシール又は両面テープを貼る

◆BZのアース側を配線する。

◆BZの反対側の線に緑色線をハンダ付けする。

◆BZを外した穴に橙色線をハンダ付けする。

◆アースに灰色線を配線する。

６．３動作確認

配線が終わったら一度動作確認してください。

◆SW-OFF：LED点滅、音はならない。

◆SW-ON：LED点滅、音はボリュームを右に回すほど大きくなる。

一度、基板から外す
アース側を配線する

シール又は両面テープ
を貼る



７．CW INVADERSをケースに入れる。

７．１CW INVADERSをケース入れる

◆ケースに付いた、汚れやケースの切クズを綺麗に取り除きます。

特にアクリルケースは汚れが目立ちやすいので乾いた布でふき取ってください。

◆右上の所にスペーサーを１個置いてから CW INVADERSの基板をケースの中に

入れます

◆スペーサーがズレないよう注意しながらスイッチ、KEYの順にケースにいれ、

KEYのネジで仮止めする。

◆基板から出ている配線を基板の下に通す。

◆左下、右下、左上の順にネジ（15mm）とスペーサを入れ固定する。

　平ワッシャーを使うとネジ穴の傷が目立ちにくい。

◆右上のスペーサーがズレていない事を確認してKEYのネジを固定する。

基板の下を通す。

部品が干渉しない
か注意する

先にスペーサー
を入れておく。

スイッチ→KEY の
順に穴を通す。

KEY のネジは
仮止めする。

左下、右下、左上

の順に固定する。



７．２アクリル板を付ける。

◆一度アクリル板をケースの上にのせ、スイッチと１μFのコンデンサーが

干渉していないか確認して下さい。干渉している場合は、ラジオペンチなどで

スイッチの端子を加工する。

◆右上のネジ（30mmまたは25mm）を仮止めする。

◆残りのネジを全て入れ、ケースに歪みが無いか確認してから固定する。

作業は以上で終了です。

写真は６角ネジを
使用していますが、
普通のネジで問題
ありません。

スペーサーが通って
いる事を確認する。



注意事項

◆安全のため、目を保護するグラス、手袋などを使用し、怪我に注意してくだ
さい。また、お子様の近くでの作業はお控えください。万一、作業に伴う事故
が発生しても当方では一切の責任を負いません。

◆名刺ケースはキットに含まれておりません。別途購入してください。

プラスチック、アクリル樹脂、PP（ポリプロピレン）などの素材があります。

名刺ケースは100円ショップやホームセンターなどで購入可能です。また、名

刺印刷サービスを行っているお店に相談してみると入手できることがあります。

通販でも購入可能ですが、送料の方が高くなってしまうのでご注意ください。

  左：プラスチック

　　　寸法ズレが少ないが割れやすい。

　右：PP(ポリプロピレン)

　　　寸法のずれや歪みが起きやすい。

　　　加工しやすいので初心者向き

（参考）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/awake/cardcase001.html?sc_e=slga_pla#ItemInfo

http://www.just-shop.jp/meishi-related/item/?

shohin=58&category=2002&cCd=1&hyoji=2&type=20

◆キットを受け取った時点で、傷、汚れ、部品の不足等があった場合は、交換、

返品に応じます。ただし、製造上発生した1mm以下の傷、0.5mm以下の寸法のズ

レは許容範囲とお考えください。（専門業者に作成を依頼すると、加工だけで

数千円の価格になります。）

ご納得いただけない場合は返品に応じます。なお、いかなる場合も代金を上回

る保証は致しかねます。


