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共通組み立て説明書 
Bトレインショーティー隊、附ゲ」ジサイズ@ミ=モデルです。

パーツを議議すればNゲージモデルとして誕i3ii:とができます。 

l A 注意
お買い上げのお客機へ必ずお読みください。 

-小さな部昆があります。 口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険が
あります。

・誤飲の危隙がありますので、 3才未満のお子僚|こは絶対に与えないでください。 
.部昆はきれいに切り取り、 切り取った後のクズは信ててくださしし

・マグネットカブラー (連結器の部昂)は踏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。

〈使用上の注意〉
・取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ張ったりしないでください。 

.部品の中には、やむをえず、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。

・部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書
をよく読んで正しく使用してください。 

eNゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用 !こあたっては、 それぞれの取り仮川説明書
をよく読んで正しく使用してください。 

NゲージのパーツR損についτ 

Bトレインショーティーは、 Nゲージの，(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 日泊ゑ証品五反:這孟}古O)ilJtJ~三';;0 

圃機関車への動力』ユニットの取り付け 
. を使用してください。 

* KATO製「ポケ、ノトライン用動力ユニット」を使用 します。 二のとき、スカートは外してから
シャーシと交換・装着します。

品番n・103 ポケットライン用動力ユニット 「 チピ客車の場合 →三了一!
ー→、、 

・電車・気動車への動力ユニットの取り付け l 式 I i 
;

* KATO製『小型車両用動力ユニットJを使用すると、 I ... i'FT!l 五与を1>D :
無加工でシャーシと交換・装着ができます。 \"" ~急~弘吉 l

品番11川通勤電車①・ コイルパ拍車型イプ |柏町嘱ザ~~:

品番11-1前急行電車①. 空気パネ台車9 イプ l 鴎少三ヂ百円~

品番11-107 通勤電車②・ポルス型レス台車型イプ l 可~\'""' 一 一一 !
 

17 醤 11.104 ~ 

* KATO製「チピ客車用動力ユニーノト」を使用する場合l立、 一一一一一一一一一一ーー 」

手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。 旧タイプ庄極的場合 一一一一一 l


品番11 - 1倒チ時車用動力ユニット ""~ 

f手ヲ、 !


・トレーラー車への台車取付 A診多量畢 i 
市床板には直慢、ピン取り付け方式の各種台車を : "，2，濯努長~抽 l
取り付けることができます。;ム可~~

ホ旧床植を聞の場古は、床極的両端を右目を開こして切り取ってくfミさい。 丹P .J飽 ケ111'"'"

品番11 -099 通勤電車①， コイルパネ台車骨イプ ! 白身民1IIfY

品番11 ・ω8 急行電車①'空気パヰ台車骨イプ '"'lν 

品番打ーω7 通勤電車② . ボルス骨レス台車ヲイプ


管霊童
ポJレスタレス台車タイプ

台車下枠

，ろ だ，.し。 とつ かんぜい

-パンタグラフの交換 ⑥両サイドに台車レリーフを取り付けて完成です。
*お好みのNゲー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11-41n PS14 直流パン9 ゲラフ

品番11-403 PS22: 直流下枠交差形パン骨グラフ

品番1 1-柑4.1 1
刊 刊 

*ピン圧入方式の各種パン9 ゲラ7を取り付けられます。 I 屋根に対応します。

*各種の交樟パーツについては、鉄道積型店，ホピーショップなどでお買い求め〈だき "0
本トレーラ一台車.パン世グラフなどの交錬パーツは、メーカー，穆式によって取り付けが

掴い(緩い}ものもありますので、この場合はそれぞれ圃鐙のうえ取り付けてください、
 

Bトレインショーティー・ラインナップ 
*JR&圃鉄の車両がいっぱい!電車はちちろん、機関車.客車 ・ 貨車もたくさん !

・レギュラーシリーズ、 (1'\ート 1-15)
ブラインドパッケージ 旬が出るかはおたのしみ。(シークレッ卜あり) 
1 パートは 16種~24種づつの発売です。各 420円

*欲しい車種をまとめて、 「選べるJ 4両編成で揃えるチャンヌ l

・ 4両編成セット・シリーズ 
JR . 国鉄車両の4両編成セット。各 1.680円
 
(6両編成セットちあります。各 2.520円)


*日本全国の力ラフルな私鉄車両が続々登揚! ! 

・私鉄電車シリーズ
先頭車+中間車の2両セット(一部を隊く)各 1 ，050円 
(3両. 4両編成セッ トもあります。各 2. 1 00円〉 

* 最新の軽快電車まで。1 両から気軽に楽しめる!ノスタルジックな旧型車から、| 
・路面電車シリーズ(パート1-3)
ブラインドパッケージ 伺が出るかはおたのしみ。(一部にシークレットあり〉 
1 パー トは 12種づっの発売です。各 399円

全国の模型店.Nゲージ取り扱い店にてお買い求めください。
(昂切れの際はご容赦ください。ま疋商昂によってはすでに販売を終了しているちのちあります。)

他にも、各鉄道会社より限定販売商品も次々発売中! 
B トレインショ ーティーの最新情報はこちらまで・・。 

Bトレインショー子ィーオフィシャルサイト http //B-train.channe l. or. jp/ 
*車示の価格は、メーカー希望小売価格(税込み)です。

く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。

パンタイお客篠相談センター
(関東)柏市豊四季241-22 "'277-8511 ft04-7146-0371 

(関西)大阪市北区豊崎4- 12-3 ..531-0072 ft06-6375-5050 

(中部)名古屋市昭和区御器開一日 ..466-0051 ft052 ・ 872 ・ 0371

.電話聖付時間月~金曜日(祝日を除く)10時-16時

・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.

-新シャーシの組み立て

: 



直函量日 

*ED10形の側面とガラス 

ー シールの貼り付け位置 ._--------ーーーー・・・

*最り局け蔀が菌ぃ場もがあります。 その場益にはドライパーの

〈刃物のお取り鍛いに
はご注意ください。〉 

2019 
(正面は小サイズ)

E司竺t'..{lIIII) 

2019用

心
屋根

l立、それぞれ2種のパーツがあります。 
ED11 (12) と ED14の2両を組み立てることができます。

動力ユニットの取り付けについて 

ED10形は電車等に比べて小さな車体になっています。
動力ユニットを取り付けの際には、デッキ前面下部と台車!力プラ
ポケットが接触する場合がありますので、該当箇所在削るなどの
加工が必要です。 

*ED101こ l立、電車用の各種動力ユヱットを使用してください。

*デッキと前面の接合部は都合により小さい面積しかないため、 

Nゲージ走行させる場合には、接着固定してください。 

- シ Jレの貼り付け位置 ー・幽・・・ーーーーーー・・ーー

本台紙から切り被いて
貼って〈ださい。

切ょう

先などを利用して、しっかりと取り付けてください。
きゅう ぜんご とつ 

①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
ち・うU お〈

ホブロックの上
じよう

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
やね

を ます。

(パン告付きの車両はパンヲグラフを取り付けます。)

取り付げ
とつ

そ〈めん

③左右
さゆう

の側面を 付けます。取り
と

ぜ山と つ

④前面を取り付けます。
あ し吐い

⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。

⑥ED101ま前面に
ぜんめん

デッキを ます。 取り付け
とつ



⑨⑧ 


