こだわりの材質

弊社の母体は精密鋳造メーカーです。繊細でしなやかな形を生み出すことに向いたロストワックス製法にて製造いたします。

金属

樹脂

素材自体は「軽い物・重い物」
「鉄・ステンレス・アルミニウム・純銅・真鍮」、

行っております。

内部も金属でぎっしり詰まっている為、圧倒的な重厚感・存在感があります。

歴史と記憶に残るブランド
「History Maker」

ヒストリーメーカーとは

さらに表面は「金箔押し・塗装・メッキ」等と自由に選択でき、より特別なも
のを製作することも可能です。金属にすることで、
「価値」
「重厚感」
「感動」
「永

従来のアナログ技術と最先端のデジタル技術を生かして樹脂での商品化も
金属と比較して、安価に製作が可能となります。

遠」が付加価値として生まれます。

ストーリー性のある採取方法

著名人の身体の一部や道具、歴史的な建造物。
これらの歴史を本物から型取ったり、
�Dスキャンをして忠実に商品化するブランド、
それが「History Maker」
です。

野球選手であれば手や足。
アイドルであれば顔や全身、
これはまさにその人の歴史そのもの。
弊社は����年よりこのブランドを立ち上げ、憧れと言われる人の
身体の一部や歴史的な物を使用した商品化を行っております。

歴史を永遠にカタチとして残すことはその業界にとっても、
その人を夢見る子ども達にとっても、

「今」の姿を形として残すことは意味・価値があると私達は考えております。

型採取

「プロスポーツ選手」「アーティスト」「アイドル」「俳優」。
そんな憧れの人の身体の一部が商品になったら、その商品は必ず、ファンに感動
を与える商品となります。
型取剤の中に手や足を入れていただきます。所要時間は１型約５分です。
シワ・血管・
毛穴・傷跡を完全に再現できます。

CTスキャン

CT スキャンは非破壊かつ高精度で対象物の形状をデータ化できる特性を持っていま
す。CTスキャンを行うことで、本物からというストーリー性、そしてメッセージ性の
ある商品を製作することが可能です。
また、データ化することで拡大・縮小が自由に出来るため商品化の幅が広がるだ
けでなく、圧倒的な精度・再現度のため、複製・保存・復元の観点から見ても、
大変意味があることだと考えております。

伝えたい想い

全身スキャン

「peace」
「good」
「OK」等、手の形だけでも様々な想いを表現することが出来ます。

ファンに向けたメッセージとして、
ファンに元気・勇気を与えることの出来る商品にもなります。

写真を撮影するように一瞬 ( �/���秒)で、全身のスキャンができます。
型取剤ではできない、顔や全身の撮影が可能です。また、移動式のため設備一式
を持ち込むことも可能です。データ化することで拡大・縮小が自由にできるため商
品化の幅が広がります。カラー�Dプリンターフィギュアの製作などに最適です。

ハンディスキャン

全身スキャンよりも、コンパクトな設備です。顔や手足のデータを採取するだけで
あればこちらがおすすめです。� 分程度、対象を静止しておく必要があります。全
身スキャンと違い全身の撮影が困難であり、髪の毛など黒い部分、鏡面物の撮影
が不可能ですが、全身スキャンより細部の再現度が高いことが特徴です。

MANNY PACQUIAO

ボクシング界の常識を変える絶対的逸材
日本史上最強の“今”を語り継ぐ至宝となる

井

尚上

「MY POWER」

パッキャオは自らの左手の拳をそう呼ぶ。
数々の歴史が詰まったパッキャオの左手の拳を
「MADE IN JAPAN」の
技術で血管・手のシワ・毛穴までも完全に再現した歴史的な一品です。

弥

井上尚弥とは、WBA＆IBF世
界バンタム級統一王者。��
戦 ��勝 (��KO) 無敗など
を成し遂げた日本ボクシ
ング界の至宝です。

プロボクサーとしての戦績

��戦��勝（��ＫＯ）
７敗２分

【獲得タイトル】
WBC世界フライ級タイトル
IBF世界スーパーバンタム級タイトル
WBC世界スーパーフェザー級タイトル（�階級制覇）
WBC世界ライト級タイトル（�階級制覇）
WBO世界ウェルター級タイトル（�階級制覇）
WBC世界スーパーウェルター級タイトル（�階級制覇）
【PACQUIAO MODEL】
History of MANNY PACQUIAO

井上尚弥 右拳トロフィー（ゴールド）
材質:ブロンズ・純金箔

井上尚弥選手から実際に手型を採取し、
ロストワックス製法を用いて、血管やシワ
までも完全に再現した金属製の実寸大
右拳トロフィーです。純金箔を貼った限
定�体を���万円で販売したところ即完
売しました。

材質：ブロンズ・24金メッキ

���万円限定�個で発売したトロフィー。箱に入った商品を見ると、
「背景＝赤、拳＝黄色（金）、土台＝
青、
サイン＝白」
とフィリピン国旗のカラーが完成します。
��金メッキを表面に施し、最高レベルの輝きを
実現させたものです。
土台は日本の伝統工芸である輪島塗りを採用しています。

パッキャオ本人から手型採取を
行った様子は「CASTEM」
公式YouTubeにて公開中！
日本企業で初めてキャステムがスポン
サーに。その印にパッキャオのズボンには
キャステムのロゴが入っています。

【STANDARD】
History of MANNY PACQUIAO
材質：ブロンズ

井上尚弥 右拳トロフィー
材質:ブロンズ

井上尚弥 右拳キーホルダー
材質:ブロンズ

井上尚弥本人から手型採取を
行った様子は「CASTEM」
公式YouTubeにて公開中！

大橋ボクシングジム

STU４８
左から
瀧野 由美子(STU�� 一期生)
材質:アルミニウム
今村 美月(STU�� 一期生)
材質：ウレタン樹脂

土路生 優里(STU�� 一期生)
材質：ウレタン樹脂

「STU４８の数に限りがございます！」
中国放送(RCC)番組企画

大橋秀行 右拳トロフィー
材質:ブロンズ

大橋秀行 右拳キーホルダー
材質:ブロンズ

八重樫東 右拳トロフィー
材質:ブロンズ

八重樫東 右拳キーホルダー
材質:ブロンズ

フィギュア関連

P★LEAGUE企画品
材質:フルカラープラスチック

左から熊本 美和・小泉 奈津美・坂本 詩緒里・
鶴井 亜南・川崎 由意・岩見 彩乃
原 晋(青山学院大学陸上競技部監督)
テレビ番組企画
材質:フルカラープラスチック
井上拓真 右拳トロフィー
材質:ブロンズ

井上拓真 右拳キーホルダー
材質:ブロンズ

内山高志

山中慎介

三四郎 小宮・相田(お笑いコンビ)
����年単独ライブ公式グッズ
材質:フルカラープラスチック

その他商品

内山高志本人から手型採取を
行った様子は「CASTEM」
公式YouTubeにて公開中！

右拳トロフィー（樹脂製）
材質:ウレタン樹脂

右拳キーホルダー
材質:ブロンズ

右拳トロフィー（金属製）
材質:ブロンズ

左拳トロフィー
材質:ブロンズ

伝伏見櫓鯱(でんふしみやぐらしゃちほこ)
福山城築城���年記念
材質:ステンレス

小橋 建太
(元プロレスラー/株式会社Fortune KK代表取締役)
����年公式イベントグッズ
材質:ブロンズ

青々銅々-世界一落ちない合格祈願お守り‐
材質:青銅

姫路 麗

左：赤ヘル呑み（カープレッドver.）
右：赤ヘル呑み（スズカラーver.）
材質:錫

プロ野球選手

東北楽天ゴールデンイーグルス

走る、投げる、打つ。
その一瞬を永遠に残すことに情熱を注ぐ
広島東洋カープ

選手手型貯金箱

材質:アルミニウム

則本 昂大
����年公式グッズ
材質:ステンレス

則本 昂大
����年公式グッズ
材質:アルミニウム

岸 孝之
ゴールデン・グラブ賞記念グッズ
材質:デュラブルレジン・純金箔

北海道日本ハムファイターズ
新井 貴浩
����年公式グッズ

菊池 涼介
����年公式グッズ

選手手型貯金箱

丸 佳浩
����年公式グッズ

黒田 博樹
����年引退記念グッズ

メタルフィギュア(大)
����年公式グッズ

材質:ウレタン樹脂

中島 卓也
材質:ブロンズ

栗山 英樹
材質:ブロンズ

西川 遥輝
材質:ブロンズ

メタルフィギュア キーホルダー
����年公式グッズ
木田 優夫
����年公式グッズ
材質:どちらもブロンズ
田中 広輔
����年公式グッズ

スラィリーの孫の手
����年公式グッズ
材質:ウレタン樹脂

新井 貴浩
����年公式グッズ

菊池 涼介
����年公式グッズ

丸 佳浩
����年公式グッズ

西川 遥輝
材質:ブロンズ

田中賢介

全身スキャンデータをそのままフィ
ギュア化できるため本人そっくりの
フィギュアができます。

引退記念グッズ
材質:フルカラープラスチック

中島 卓也
材質:ブロンズ

�分の�グラブフィギュア
引退記念グッズ
材質:デュラブルレジン・純金箔

栗山 英樹
材質:ブロンズ

等身大手銅像
引退記念グッズ
材質:ブロンズ

州
長

力

プロレス界の“革命戦士”が
再び革命を起こす⸻慬

長州力本人から顔の�Dスキャン・手型
採取を行った様子は「CASTEM」公式
YouTubeにて公開中！

長州力は、
アマチュアレスリング出身の元プロレスラー。
ニック
ネームは「革命戦士」。独特なボキャブラリー等が特徴的で、バ
ラエティ番組だけに留まらず、SNSでも脚光を浴びています。

重すぎて形変えてしまうぞ(文鎮)
材質：ステンレス

ミニ・リキ・ラリアット
材質：ブロンズ

リキ・ラリアット
材質：ブロンズ

新日本プロレス

顔の�Dスキャンからリアルな顔シールを製作することができます。

内藤 哲也（左腕 -Abre los ojos-）
ブロンズ像
2020年公式グッズ
材質：ブロンズ

俺を剥がしたら大したもんだよ(ステッカー)
材質：フルカラープラスチック(シールは再剥離)

Other その他の事例

ご本人の身体だけでなく、愛犬や愛猫を全身スキャ
ンで撮影し、半立体のシールにすることもできます。

内藤 哲也（右腕 -Nosotros-）
ブロンズ像
2020年公式グッズ
材質：ブロンズ

内藤 哲也（右腕 -Nosotros-）
アルミニウム像
2020年公式グッズ
材質：アルミニウム

内藤 哲也（左腕 -Abre los ojos-）
アルミニウム像
2020年公式グッズ
材質：アルミニウム

「新日本プロレスリング」
公式YouTubeで
メイキング&感想コメント公開中！下のQRコードから

内藤 哲也

棚橋 弘至

にっこり編

キレちゃいないよ編

マスクはちゃんとつけましょう編

棚橋 弘至（右腕）
ブロンズ像
����年公式グッズ
材質：ブロンズ

棚橋 弘至（右腕）アルミニウム像
����年公式グッズ
材質：アルミニウム

