
l Nゲージのパーツ変擦についてF-同町聞語軍曹司~~ 小さなお子篠は保護者の方と 緒に加工してください。 目

-動力ユニットの取り付け (Nゲージの線路上を走行させることができます。)

・電車・気動車への動力ユニットの取り付け・

..秦 zs形
特急型客車| 

| 共通組み立て説明書 | 

A 注意
お買い上げのお客様へ必ずお読みください。 通動電車(j)コイルパネ台車タイプ

-小さな部昂があります.口の申には絶苅に入れないでください. 窃聖母 DT33タイプ窒患などの危隙が 1 03系訟と

あります。

・誤飲の危践がありますので、 3才未満のお子憶には絶対に与えないでください。 本床板に直接、ピン取り付け方式の各種台車を取り 急行電車 (j)空気パネ台車タイプ

・部品はきれいに切り取り、切り取つだ後のクズは治ててください。 付けることができます。 ⑮犠事 DT32タイプ
165系 

・マグ草ッ トカブラー (連絡器の昔日畠〉は磁石を使用していますので、 テレビ ・ 時計 485系はど

パソコンなどに近づ 1 1ないでください。 磁気で機能異常が起こる場合があります。 ・機関車への動力ユニットの取り付け 
*KATO製「ポケットライン用動力ユニットJを使用します。

通勤電車寄ポルスタレス台車タイプ

ぷ主ITl;苦言ζ寸u;λDT61 タイプ 

〈使用上の注意〉 このとき、スカートは外してシャ シと交換・装着します。 l l\ ~璽男~)JI E231 系むど

・取り{寸け昔日を無理な方向に曲げだり引っ張つだりしないでください. |品番11 ・ 1ω| ポケットライン用動力ユニット | 
・部品の中には、 やむをえす、 とがった部分がありま菅ので、 気をつけて組み立てて
ください。 本 11 ・ 103は、 晴入時にはカブラーポケットの肉側にストッパー(プラ小片)が入っていますので、

・部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、 それぞれの限り股い説明書 必ずストッパ を取り外してから装着してください。


をよく読んで正しく使用してください。
 

e Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取り!Jilい説明書
-パンタグラフの交換


をよく読んで正しく使用してください。 *お好みのNゲージ用パンヲグラフを~ II 途お買い求めの上、 交換してください。


品番11-却1 PS14 直流パンタグラフ

《お買いよげのお客様へ》 不都合な点がございましたら、 下記までお問い合わせください。 品番11 ・却3 PS22 直読下枠交量形パン告ゲラフ


品番 11-404.11-420 PS16 : 直流パン世ゲラフ 金 11-420は毘担穴が 4個の


パンタイお客機4目談センター 屋穏に対応します。


(東日制柏市豊田幸 2 41 . 22 舵77-8511 B04・ 7146.0371
市ピン庄入方式の各種パンヲグラフを取り付けられます。


{西日;本)大阪市北区豊耐ー 12-3 "'531.0072 B06 ・ 6375-5050 $骨.の受像パーツについては.候温.聾店，ホビーシヨ ヲプなどでお買い求め〈ださい.


.電話量付時間 月 ~金曜日 (祝日を除く ) 1 0時- 16時 寧トレーラー歯車，パン，ゲラフなどの変換パーツ1主、メー抱一.修式によって取り付けが


・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください. 圃い{・い}ものもありますので、この禍歯はそれぞれm・のうえ取り付けて〈ださい. 

(シャーシの組立〉 (24系・実車の編成例 ) 

あさかぜ (出雲市~東京 ) 1994 . 12まで圃 EF66/EF81-300/ED76 

〈台車の組立〉 回図図回回国図回図事前後・ 2組の台車を

それぞれ組立てます。 

回回回図回回
(上下を逆さまにして組立てると楽です。) 出雲(出雲市 .......J
 

01EF65-1。*説明イラストは上下逆にしています

a 置趨樹薗圃
目回回回回回回目回

回図富士・はやぶさ (酉鹿児島・大分~東京 ) 19 8 5 . 3 -1999 . 12まで 
EF66 / EF81 -3凹/ ED76

ホ先頭車の前側には、ダミー力プラーを使用します。

ダミーカブラー |ドローパー 回回図図図図図

(連結は出来ません。 ) I( 2商を固定連結する

*イラストは上下逆です 。 l 場合に使用します。) 回回図回回回回回

目団団団回回回回回事諾|長ZL )
園 〈台車の完成〉

*前後・ 2紐の台車を
それぞれ組立てます。 

固く台車レリーフの取付>*叶フの向きに注意的三机

*台車レリーフを取付けて、シャーシの完成です。

台車
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.ゲージのパーツ交棋についτ
小さなお子綜は保護者の方と 緒に加工してくださいと

-動力ユニットの取り付け ( Nゲージの線路ょを走行させることができます。)

・電車・気動車への動力ユニットの取り付け目 

共通組み立て説明書 | 

A 注意
お買いよげのお客様へ必ずお読み く ださい。	 通勤電車申コイルハネ台車タイプ

窃鞠T33タイプ -小さな部呂があります。口の中には絶対に入れないでください.窒息などの危験が 103系はど

あります。
・誤飲の危険がありますので、 3才未満のお子僚には絶対に与えないでください。 本床板に直後、ピン取り付け方式の各種台車を取り 急行‘車<D空気パネ台車タイプ

・郡日はきれいに切り取り、切り取つだ後のクズは鎗ててください。 付ける二とができます。	 @簡易 DT32タイプ
165系 

・マグネットカブラー (連結器の部品)は磁石在使用していますので、 テレビ・鯖計	 485系'.ど

パソコンなどに近づけないでください. 磁気で機能異常が起こる場合があります。 ・機関車への動力ユニットの取り付け
本 KATO製「ポケッ円イン用動カユニット」を使用 します。

通勤電車晶オ匂レスタレヌ省軍タイプ

ftmJ;事責て工~DT61タイプ
〈使用上の注意〉	 このとき、ス力 トは外してシャ シと交換・装着します。 H代理膨羽・-腎RII野川 E231 系など

・取り伺け部を無理な方向に曲げたり引っ張つだりしないでください。	 |品番11 ・103 1 ポケットライン用動力ユニット | 
.吉 ß6õの中には、やむをえす、とがった部分がありますので、気をつけて組み立てて
ください。 本 11 - 1031主、 周入時にはカブラ ポケットの内側にストッパー(プラ小片)が入っていますので、

・郡昂の加工の際の刃物、工具などのご使用ιあたっては、それぞれの取り鍛い説明書 必ずストッパーを取り外してから装婚してください。

をよく読んで正しく使用してください。 

e Nゲージ鉄道優型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取り仮い説明書 -パンタグラフの交換
をよく読んで正しく使用してください。 *お好みのNゲ ジ用パンヲグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

品番11-401 PS14 直流パンタグラフ

《お買い上げのお客様へ》 不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 品番11-403 PS22 直流下枠交差形パンタ グラフ
品番11-404 . 11-420 PS16 直流パンタグラフ 吋 1 -420は置担穴が4個の

パンタイお客機相談センター	
*ピン圧入方式の各種パンヲゲラフを取り付けられます。

屋根に対応します.

(東日本)柏市豊四季 241-a ..277-8511 804・ 7146 ・ 0371
(西日本)大阪市北区豊剛一 1 2-3 "'531-0072 806-6375-5050 ...の受自民パーツについては、畿通観型店，ホビーショップなどでお買い求めく ださい.

.電話受付時間 月~金曜日(祝日を除<) 1 0時-16時 *トレーラー台車，パン 11 グラフなEの交換パーツ 1;1: ， メーカー. 形式によって取り付けが

.電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください. 圃い <aい)ものもありますので.この楊歯はそれぞれ創聾のうえ取り付けて〈ださいe

(シャーシの組立)	 (車体番号について ) *正面と側面中央に貼ります。

目 革論品さえに鋭主語請をあ
それぞれセットして、床板を合わせます。

車輪押
しやりんお

さえのポケット部
ぶ

はパチンと芯るまで 

しっかり押し込" んでください。

連
外
一
-
A

連結器

(マグネット力プラー)

置過酷薗圃
伊自動向

包 革論力 J\-~!&り品けます。



(車体の坦主.lr l寸

卜取附彬帆固臨い……の場…ラ引イやJ
先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

さゆう あ

①左右のブロックを合わせます。
ゃねとつ

②屋根を取り付けます。
とつ

③パンタグラフを取り付けます。
合ゅう そくのん と つ 

④左右の側面を取り付けます。 
|EF651000I 

ぜ'"めん とつ

⑤前面にス力一トを取り付けます。
ぜんめん と つ

⑥前面を取り付けます。 ., しやたい 0'ん守し1

⑦シャーシのつめに合わせて車体をかぶせて完成です。 

(22-27 , 30-33 , 37号機ほか) 

;-(パンタグラフについて)個

数PS16 
PS22B 
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車体番号(前面中灸側面ゆ失) 

EF66共通



車体番号

向山 山町

堅固腎圃 QQ

回目 :!!:!! 
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24系・ 25形


