
E-同量否両瓦通逼函雇也

共通組み立て説明書 | 
ども注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

.本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様日立絶閣に与えないでください0


・小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息恕どの危険があります。
・誤飲の危践がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
・ベースメーカーをご使用の方は、マグネット力プラー(連結器)を身体に近づけないようご


注意くだ古い0


.マグネ ッ トカブラー(連結需の部品)は磁石を使用 していますので、テレビ・時計 ・ パソ コン


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。


乙組み立てる時の注意〉
・取口付け部を無理拡方向に曲げたり引っ強ったりしないでください。
.部品はプラスチッヲ用=ッ'}(-T..どでをれいに切り取りましょう。切り取プと後のヲズは播ててください。
・部晶の申には、やむ巷えす、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。
・ステッ力 は、必要な部分を切り抜いて貼ってください。
.部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取級い説明書をよく
読んで正しく使用してください。 

eNゲージ鉄道機型のパーツ砿どのご使用にあたっては 、 それぞれの取扱い説明書をよく
読んで正しく使用してください。

{お買い上げのお客線へ} 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。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センタ?
IrJ -) -1I )-lIlLl'1I~ナビダイヤル241-22柏市豊四季277-8511干 

・受何時間 10時-17時(祝日 、 車事 ・害事体曜日を隊く〉
 

PHS 、 IP電話専をご利用田方は04-7146-03ヲ1 におかけください.


〈ζ商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理 ・ 配送センター

干321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
・営業時間 10時-17跨 (土、目、祝日、軍事・害事休轟日を隊< l 電話番号はお害様相談センター共通

〔均一シの組立て〉

固〈台車の組立〉
*前・後、 2組の台車を、

それぞれ組み立てます。

*台車枠と台車枠を合わせて、

マグネットカブラー
*磁右で連結・開放がで苦ます。

(極性 (5・ N)があるので、連結
する向苦に注意してください。 )

.ダミーカブラー ・ドローパー
(先頭車正面などに使用します。 *車両同士を連結する
連結はでき苦せん。) ときに使います。

記動連結器 j 
(客車・気動車ほか UU*客車・貨車などに付属. 

高函正吾主五函亘 ~ I

*床板 (シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換装着してください。
ホ スノ プロウは着脱可能です。 (カブラ ポケットの溝に、爪をしっかりと掛けてください。 ) 

*EF2∞， EF210， 0053などでは、 車体豊川長いためカブラーの首撮りが充分にできません。
置遣選転や、極崎、カーブ.8カーブ上で1;1:、違鎗が不安定な場合がありますのでご注量ズださい。

⑧電車・気動車混ぴ踊面電車への動力ユニットの取り付lオ
・ rsトレインショーティー専用・動力ユ=ット回・電車・気動車用』

もしくは『岡動力ユニット固・路面電車用J を使用します。
 

-t-~夜孤島ー+ *左右4箇所の爪+で、車体
と固定します。

芳司閉口士二円 1 * ゆるい場合に 1;1:， ~帽子ープ 
Iα似l'Il l -~ 1 などで固定してください。

来イラスト I ;lJ動力ユニット 図 電車・葺動車用 Jです。「動力ユニット図路面電車用jには前桂の力ブラーはありません。
本床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
本台車側面に、 台車レリーフを取り付けてください。
(追加ウェイトは、 走行在現に応じて憧用してください。 車内町空きスペースl士、両面子ープなどで固定します。)

⑧トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付l:t
・ rsトレインショーティー専用・走行台車白』を使用します。 
* 台草部分を外して (床板は付けたまま) 、走行台車をセン告 ピン穴に装着してください。
取り付けがゆるい場合には、 走行台車の取り付けピンを広げて調整してください。
*台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
*旧世イプ床板では、台車の回転止めピンがあります。 また、初代床板ではカブラ一台座
と車輪止め用ピンがありますので、 走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。

*台車に取り付1すた『台車レリーフ」が走行中に篇下しないように、取り付けがゆるい場合 l
には篠着剤などを使用して固定してください。
本スカートのある先覇軍に、動カユ=ットや走行台車を取り付ける編合は、スカート在取り
外すか、または台阜のカブラ一部分を切り取ってから鰻着してください。

*続幹線など車体援にカ川ーのある車両では、台車レリーフをlIRり付けできません。 

|:関翠謀部I憐
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Nゲージ化用パーツの取り付け方法 *惣..宗広l撚?111 
*Bトレインショーティーは、動力ユニット(別売)を装珊することで、 Nゲージの線路上を走行させることができます。

①機関車への動力ユニットの取り付l
.rsトレインショーティー専用・動力ユニット日・健闘車用』を使用します。 

{¥-Jn1=ヨヲn_{\- 通常色(黒)と、グレーがあり討。 

ー醐uロ ロu刷デ五4匡ヨ |
一一 v ー ・哩....， 

:t・Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、 別途ご用意ください。 
I -線路、コントローラーは、各社のNゲージ規格の製品が共通に使用できます。 
*Nゲージにおける使用方法は、各社 Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください。

哨板前後の穴?と左右Z箇所・走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
の爪円、車体と包定します。ホ動力ユニット1 訳、通常は4両程度を牽習 I( 自車含む)することができます。

""f"" I'"T""-u:::.I...........V- ;I"!勾~2区間や急カーブのある線形で[立、牽引できる両数が制限されます。)

.KATO製の動力ユニットを使用することもできます。 

①機関車用・動力ユエツト(スカートは取り外してください ) 1 本 EF64o ， OF50. 0053など‘
|品番11-103 1 ポケットライン用動力ユニット 11 鋸の低い車両に装着できません。 

1*11 ・1031ま， .À時には由プラーポケットの肉側にスト仰やー〈プラ小片}が入っていますので、
必ずストッパーを取り外してから装着してください。 

②電車・気動車用・動力ユニット(台車レ ' )-71主取り付けできません。 )

このほか.割りピン取り付け方式の、各社
台車を取り付けることができます。 

-パンタグラフの交換
* お好みのNゲージ用パン告グラフを別途お買い求めの上、交換してください。 

KATO:11-401 PSI4:直溝パンタヴラ7 'j')-ンマγ'll. ・ 80-2:PSI3:jJ溝パン聖子ラ7 
KATO: 11-403 PS22 薗置・下降費量罷パン聖子ラ7 'jリーンマツヲス 80-3 ・ PT42:直藷パンタタラ7 
KATO: 11-404. 1 ト420 PS16・直車パン~'jラ7 クリーンマγヲス・ 80-5:PT43: jJ車パン世'jラフ

持 "-4則立、屋根穴が4・町屋根に対応しますコ ヲ臥ポイント PT7 1C シンヲルアーム・パンMラフ

このほか、 取り付けピン h滑2本方式の、 各社 パンヲグラフを取り付けることができます。

*各種の交鎮パーツは、メーカー，形式によって取り付けが園い(・い〉場合もありますので、それ
ぞれ調望のうえ取り付けてください。 またパー-':1によっては加工が必要なものも島ります。

*働力ユニットの装績には、 車種によっては車体鱒のー部(ガラス，スカートなど}や、動力ユニット
の床振などを切り取る等の加工が必要な場合があります。



④先に正面窓を取り付けてから、屋根とシャーシを取り付けます。 

*DD511ま勤カユニットには対応していません。 
Nゲージ化する場合 l立、走行台車Tを使用してください。
(編成後部の車輸に動力ユニットを入れてください。)

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの


先などを利用して、しっかりと取り付けてください。


*取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。


正面パーツ，屋根パーツ芯どは、車種・塗装によってセットされて


いるパーツが異なりますのでご注意ください。


(後関車用車体の組立て)

①左右のブロックパーツを合わせます。

②左右の側面を取り付けます。

③正面窓とラジエーヲー上部を組み合わせます。

|本前・後2組を組み立てます。 |

4語

町戸 
A寒地 Bj草地・一般


(旋回窓通常ワイパー)


*貨物用 800番台には、 A寒地はありません。

(ステッカーの貼付l地置)

本貼り付け位置の参考例です。台紙か5お好きなものを選んで、切り抜いて貼ってください。


(刃物のお取り扱いには、充分にご注意ください。配車の無いものはお好みの位置にお鮎りください。)
 ⑤ボンネット前面と手すりを取り付けます。

非自

重連形・後期(扇風機付き) 

(1010-1193) 

明白井。

重連形・後期
無線アンテナ装備 

(1010-1193) 

1:円。

貨物用 ・後期 

(855-899,1801-1805) 

品』ら
2010-9 
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