
| 共通組み立て説明書 目
A 注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

-本商昂の対象年齢lま15才以上でまム対象年齢来溝のお子績には絶対に与え忽いでください。

・小さな部品があります.口の中には絶対に入れZ互いでください.蜜息砿どの危擦があります。

・膜飲の危険がありますので、3才未満のお子栂には絶対に与え忽いでくだ古い.

〈組み立てる時の注意〉
・取り付け部を無理芯方向に曲げたり引っ張ったりし広いでください。

.!II!昂はプラスチッタ用ニ叫〈ー怠どできれいに切り取りましょう。切り取った後のヲズは措ててください。

・部昂の中には.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。

.シールは、必要拡部分を切り按いて陥ってください.

・部品の加工の際の刃物、工具1;J.どのと使用にあたってl阜、それぞれの取級い観明.をよく
読んで正しく使用してください.

.Nゲージ鉄道犠型のパーツ忽どのご使用にあたっては、それぞれの取級い脱明・をよく
読んで正しく使用してください。

{お買い上げのお客機へ} 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。

〈京電話受付先》 パンダイお客犠椙談センタァ

干277-8511 柏市量四季241 -22 ナビダイヤル !J!'l"'!J-!J41-111l 
・受付崎間 10時-17時 (祝日、 盟事害事体離日を隠<l
PHS . 伊電話曹をご利用白方は04-7146-0371におかけください.

〈京商晶・修理品送付先》 パンダイ 梅木修理・配送センター
干321 -0298 街木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
・世鍵時間 101暗-17時 (土、 目、 祝日、 軍事・害事休軍日を除<l 電店番号1;1酎害繍相際センター共通

自〈台車の完成〉
※力ブラーと台車レリーフを取り付けます。

甲 レJ 甲

.ダミー力プラー
(先頭車正面忽どに恒用します.置届惨できまぜん.l

~~燭直結器 ~自動直結器
(JR電車ほかl llIV (害事軍B・1まか)

$撤固叫しF

ゲージ化用パーツの取り付け方法 Tffご諸説lSZ惣ヂ |
*Bトレインショーティーは、動力ユニット(別売)を装着することで、 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け
.rB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。

全ゴτ::;1 Jl 通常色(黒)と、グレーがあります。

取床板前後の穴oと、左右2箇所
の爪ψで、 車体と固定します。

* 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 スノープロウは着脱可能です.(カブラーポケットの溝lこ、 爪をしっかりと働けてください.)

*EF2∞. EF210. ∞53などでは、車体長が轟いためカブラーの首極りが充分にで曹ません。
重連運転や、極小カーブ. sカーブよでl草、遭績が不安定な繍告がありますのでご注意ください.

②電車・気動車忍び路面電車への動力ユニットの取り付け
・rBトレインショーティー専用・動力ユこツト包・電車・気動車用j
もしくは「閏動力ユニット図・路面電車周』を使用します。

+ーィー下調理←+ 市左右4箇所の爪ψで、 車体
と固定します.
*ゆるい場合には、両面テープ
などで固定してください。

出イラスト11r動力ユニット図・電車 田量動車用Jです.r動力ユニット図・路面電車用jにま前檀由カブラーはありません.
本床桓(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.
事台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
{追加ウエイトは、走行状理に応じて僅用してください.車内の空きスペースに.両面子ーブなどで固定します. l

③トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付lオ
.rBトレインショーティー専用・走行台車白jを使用します。
吻台車部分を外して(床板は付けたままれ走行台車をセンl'ー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鯛登してください。
*台車側面に、台車レリーフを取り付けてください.
*1日l'イプ床板でl立、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
と車槍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.

*台車に取り付けた『台車レリーフ』が走行中に落下しないように、 取り付けがゆるい場合
には後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頭車に、動力ユニットや走行台車を取り付ける渇合は、 スカートを取り
外すか、 または台車のカブラ一旬分を切り取ってから量産着してください.

本新総歯車など車体績は力パーのある車両でl主、 台車レリーフを取り付けできません。

|ド山村州……s剖叩叩…一H陥w叫ル………G旬防ル……7ルル山…レい日…-叫引ム灯…で明l
取り付けの「叱ビンなし」を使用します. (ほまた知1孟止. ピンを切り取つfて〈ださいm、明z沼'閤恩臥尽団ù:隠§富?J-.川E 
*先頭車でスカ一卜とダミ一力プラ一を付けるi繍轟合では. プロ~21パt一ツは t刈Di砕d 喝廼歩f.tE 
「ピンありJを使用して、走行台車のカブラ一割分を切り思ってください. ピラあり ピン官し I

2012・7

.Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、)lIJ途ご用意ください。
本線路、 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。
ホ Nゲージにおける使用方法l立、各社 ・Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください.

・走行条件によって、牽引できる車両の数lま変わります。
ホ動力ユニット1 台で、通常lま4両程度を牽ヲI(自車含む)することができます。
(勾配区間や急カーブのある線形では、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・動力ユニット{スカートは取り外してください) 長吾両五o. OF50. 0053など、
| 品番11-1031 ;r，ケ ッ トライン用動力ユニッ ト 11 裾のI低い車両に装着できません.

目 * 1 1 ・1031主、.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、
必ずストッパーを取り外してから量産着してください.

②電車・気動車問・動力ユニット(台車レリーフは取り付けできません。)

-パンタグラフの交換

ζ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.

本お鰐みのNゲージ用パンl'グラフを別途お買い求めの上、交換してください。

KATO : lト401 PS14:直車パン宮ヲラフ デリーンマツヲス:80-2 :PS13 :直車パン宮デラ7
KATO・ 1 1 -403 PS22 ・直車・下枠吏睡眠パン9'1ラ7 '1リーンマッヲス・80-3 ・PT42・直車パンタヲラ7
KATO:11-404. 11-420 PS16 :直置パンタヴラ7 '1リーンマツヲス 80-5:PT43 薗車パン9'1ラフ

持 11・4201;1:、 量祖穴が4倒的屋根に対応します.1 ヲロ2ポイント:PT71C:シンヲルアーム・パンタヴラフ

このほか.取り付けピンが縦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.

*各種の交自民パーツl立、メーカー，形式によって取り付けが闘い(.い)場合もありますので、 それ
ぞれ銅壷のうえ取り付けてください。 またパーツによっては加工が必要なものもあります.

寧動力ユニットの量産滑にl主、車種によっては車体側のー榔(ガラス，スカートなど)や、動力ユニット
の床板などを切り取る等の加工が必要な場合があります。



( 車体の組立て )

白〈シャーシの完成〉

*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
先芯どを利用して、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
いるパーツが異怒りますのでご注意ください。

包ボディを組み立て、タンク上部、
シャーシを取り付けます。

',- -IJ !li'-~ 

右ポディ

| 貨車のNゲージ化について | 
.rBトレインショーティー専用・走行台車団jを使用します。
*台車部分を外して{床緩部は車体に付けたままれ走行台車を
セン9ーピン穴に接着してくださ.~'. 
{車種によって.ストッパーを切り取る必要があります.)

取り付けがゆるい渇合には.走行台車の取り付けピンを広げて
欄墜してください.

*台車側面に台車レリーフを取り付けてください.

市台車に殴り付けた「台車レリーフ」が走行中に落下しないように.
取り付けがゆるい喝含には健着剤などを使用して固定して
ください.

( 借り付l才位置の開例です・台紙か時間恥の暗んで、切り緩いて貼ってく白い・
ステッカーの鮎付け位置 ) 商晶の仕掻により函館と一部形状岬少異同場吉町ざいますのでご了承ください. JX日鉱日石エネルギー練式会社商線使用許諾済

日本オイルターミナル株式会社商根使用許髭済

日本石油輔送株式会社商標使用許諾済冨冨国

マ-?e

車体番号
00 
~念2旧

Ej:(~[.ヨI=~~司司王者t.::I~lI

マーク⑤

2010-9 

(刃物のお限り狙いに1<1..充分にと注置くたをい. 自己般の撫いものはお好みの位置にお貼Dください.)

社名ロゴ
摩叙蜜箆選議語道総

形式番号
伺4lg)@@@

車体色 Iシルバーl は車体色 I黒l のステッカー

陥り付け位置を重量照してください.

出矢印の貼口付l才位置は車体色{ブルー!と同じ
位置に芯ります。

Eヨ凶週優:11=1

社名ロゴ
・:t~iEl・J'Zo.J:S温iirJ'l~志摩訂.

形式番号

回4l@@@@

園

※車体番号によって社名ロゴ{所有会社)、常備駅.筒元.工コレールマーヲの有無、

ENEOSロゴの有無(日本石油碕送色のみ)や位置が異怒ります.
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調巨体番号ブルー • 

ゴ 臨題担瞳
JX目髭白石エネルギ 橡式会社高得使用供111，際日本オイルタ ミナル株式会松商栂使用許路S時四本石泊..送検式会役高獲使用許臨涜

ヱコレールマーク
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