
共通組み立て説明書 I 

Bトレインショーティーl事、 Nゲージザイズのミヱモデルです。
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パーツを変自慢すれItNゲージモデルとして漉ぶ
あそ
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Nゲージとは、鉄道模型の縮尺(スケール)の規格で‘ゲージ{軌問レールとレール
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幹線や外国型車両は 1/160になっています。 そして‘この rsトレインショーティーJも
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コレクタブル・トイでありなが5、 Nゲージの規格に合わせた 1/150スケーJレショー 
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簡単なパーツ交換で
こうかん

Nゲージの線路上を走
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ら
し

せるとともできます。 また、それうのN
つ，. D丸、ぞう

ゲージのJ(.ーツを使って、更
きら

なるディテールアップや政造も楽
たの

しめます。 
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保援者
ほごし

の方へ必ずお鶴みください。
Oj \V向 、つ ゆυ uヲたい い

・小さ
つい

な部品ガありま守。ロの中巳は絶対|こ入れないて・ください。窒患な
ちっそく

どの

があります。

危険
さげん

ごいんきげん さしゅまん こ ざま ぜったいあた

・誤飲の危険がありますので、 3才未満のあ手緩lこは絶対C与え芯いでください。 

.ii協はきれいに恥恥品舟つだ蓄のクズは主ててくださll， 
nf.~ .r.じんじし令〈しよう とけい

・マグ平ツト 力プラー(連結
1

器
1っき

の部品〕は磁石を使用していますので、テレビ・時計・

パソコン芯ど区百づけないでくださ ll， m長論議街品躍があります。
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〈使用上の注意〉 川電極!
とりつ ぶ む りほうこうま ひ ぱ 11 _'-~ 

・取付け部を無理主よ方向巳曲げだり弓 | つ張つだりしないで |守左京怠
ください。-一一一一一ー

ぷひん芯庁 高ぶん 

egß昂の中巳は、やむをえず、とがつだ部分がありますので、

気
き

をつけて組み立
くた

ててください。 

-S品のitまの蕗の元首、 TI真芯どのご匡員はあたって以、それぞれの
とあっか立つめいcよ み たIご し よう

取り鍛い説明書をよく読んで正し<使用してください。

eNゲジ鉄道模型の
てつどうもけい

パツなどのご使用
しよう

巳あだっては、それぞれの取
と

り
あっη 也つのいじぷ

扱い説明書をよく読
よ

んで正し
ただ

く使用
しよう

してください。

くお買い上げのお客様ヘ〉

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。

パンタイお客機相談包ンター

(関東)柏市豊四季241-22 ・277-8511 B04-7146'0371 
(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 ⑨531 ∞72 B 06 -6375 -5050 
(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 割前∞51 B052-872-0371 

・電話量付時間 月~金曜日 {祝日を除<)10時-16時 

.電話番号はよ〈確かめてお間違いのないようご注意ください.

n.*B トレインショーティーの最新情報はこちら http://B-traichannel.or.jp/ 

Nゲージのパーツ2棋についτ
とさごし・ かた いっし.

小
ちい

宮~お子縁 1<1:係議者の方と一緒に加工
かこう

してくだ古い。 

Bトレインショーティーは、 Nゲージのパーツを取り付けることでNゲージの線路上


を走行させたり、よりリアルにディテールアップさせたりすることができます。


・動力ユニットの取り付け
・機関車への動力J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」在使用します。 このとき、スカート lま外してから
シャーシと交換・装着します。
品番11-103 ポケットライン用動力ユニット 「 ー チピ客車の場合 一一一- -----1 

: 手TOー~可、

・電車・気動車への動力ユニットの取り付け 0/.. 1 1: 
ホ KATO製「小型車両用動力ユニット」を使用すると、 ; ‘戸別 4屯ヂむ i
無加工でシャーシと交換・装着ができます。 下、 ，-，.Æゑラ彦君広司 !
品番打・105 通勤電車①・ コイルパヰ台車9 イプ : o/.. h~手内福ヲゲ~~二r- ，
品番11 ・1ω 愚行電車① 空気パヰ台車型イプ i 間以みシラ/""

品番付-107 通勤電車②・ ポルス骨レス古車ヲイプ 、宮子~-

」?F??-一一一(.V:_ 、を使用する場合はJ力ユニット子ビ客車用動製「KATO* 
手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。


品番11-104 チピ客車用動力ユニット


・トレーラー車への台車取付

*床板には直接、ピン取り付け方式の各種台車を


取り付けるζとができます。


*旧庄植を憧聞の塙合 1;1:，庄極の両端を右図を事考lこして切り取ってください。


品番11 ・099 通勤電車①. コイルパヰ台車型イプ

品番打開098 愚行電車①・空軍パネ台車骨イプ


品番11-097 通勤電車② ポルス世レス台車~イプ
 

Eパンタグラフの交換
ホお好みのNゲージ用パン9グラフを別途お買い求めのよ、交換してください。

品番打4例 PS14: ii流パン骨グラフ
品番11・判3 PS22: 直流下枠交差形パン9 グラフ
品番11・柑4.11-420 PS16 直流パン予ヴラフ 1 '11 -420は屋根穴が4個の

ホピンE入方式の各種パンヲグラフを取り付けられます。 I 屋根に対応します。

*巷種由受換ノfーツについては、鉄道槙型店，ホビーショップなどでお買い求めください。
市トレーラー台車，パン聖ゲラフなどの交像パーツ 1<1:，メーカー.形式によって取り付けが
聞い(値い)ものもありますので、この場合はそれぞれ銅盤のうえ取り付けてください。 

圃新シャーシの組み立て 
(正予を遣さまにして紹み主てると桑です。 荷主2緬の長造をそれぞれ組み乏てます。 ) 

t~いいうわわ〈 ゆ削、出叫ん 向、 と あ と 

①床板に台車上枠を、床板前端の欠き取りを合わせ怠がら取り付けます。
日叫し吋わわ 叫ん "いら 

②台車上粋のj に車輸を配置します。蕎
M

③#エ~itlこ力プラーをセットします。(力プラーのマゲネットには砧があります)
*先頭車の前側にはザミー力プラーを使用してください。 

④合室料半の吾訴のツメを合革主i半の宍に通して、
ゆかいぞ さしこ

⑥両サイドに台車レリーフを取り付けて完成です。

さらに床板の溝に差込みます。
台車下枠 



キ霊知環状鉱道 2000系の場合、組立前に
方向糠シ ルを貼り付けます。 

1m  

*台紙から切り抜いて
貼って〈ださい。

(刃物のお取り扱いに

はご注意〈ださい。)

パン告なし
三い く た

・車体の組み立て
さゆう ぜんご

①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。

ホブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んで

ください。

②屋根を取り付けます。 

(1{ンヲ付きの車問はパン51グラフを取り付けます。)

③妻板を取り付けます。
せんとうしや こう肘 うかん凶 ぜんご まい と

(先頭車は後方 1 枚、中間車は前後2枚取り付けます。 )

④左右の側面を取り付けます。

*妻板の凸部をきちんとはめ込んでください。
ぜんのん とつ

⑤前面にスカートを取り付けます。
せゐと礼・ ぜんめん と

⑥先頭車は前面を取り付けます。
あ しゃ￡い かんぜい

⑦シャーシのつめに合わせて車体をかぶせて完成です。

と つ まあい "飢、

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライパーの
さき げよ号 と つ

先などを利用して、しっかりと取り付けてください。 

IIc管なし (サハ 3 日， 3連モハ) 

-編成図 

車体番号目 05

JR東;甚 

313系
4連 (0番台 1 00C番台)

JR東海 
3連 (1日0番台)
セノトラルライナー (ω∞番台) 

JR東海 
2連 (300番台)
ワンマノ仕樺 (30叩番台 )

愛知環状鉄道 

2000系 

豆Eim
 
zEEE1i 

Z22 
H凪



車体番号 行先方向務 "知理~鉄道

帽圃札.， ~ 処J

支ー・ 札F ・-' 

国
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目
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田

'."313-301 ' '' ' 3・ 3-301 '."313-30・ ''''313-30. 
'."3 13-3010 ・ ." 313-301。 

'''311-301 '''311-30 1 ・ " 31:/-30. ，・ t訓 1-30・ 
'，， 31:/-四" が 311-301。 

'.,,313'302 ，・ 313-301 ' ."313-3。ヲ 
' ."3団四回 ""313-3013 

'''3ほ 3目 伽 31:/-3回 日曜拍ヲ ，，， 312 担? 
'''3111-3013 
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